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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
申請が必要です

特別定額

給付金 を支給

５月18日から順次、先行申請を行っていない世帯主に申請書を郵送します。
▶対象 基準日（令和２年４月27日）に、久御山町の住民基本台帳に記録
されている人（例外有）
▶内容 世帯構成員１人あたり10万円を給付
▶申請 ８月６日㈭まで。申請が確認でき次第、給付決定通知を送付、随時
給付 郵送申請方式＝送付する申請書を確認し、申請書などを、返信用
封筒に入れて郵送で提出 オンライン申請方式＝マイナンバーカードの所
持者が対象。マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面で申請
▶問合せ 特別定額給付金担当窓口（総務課）
☎080
（7585）
3579・☎080
（7587）
0937・☎080
（7585）
3835・
☎080
（7585）
3689・☎080
（7587）
0885

救急活動での
感染防止対策の強化
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、救急活動
でゴーグルなどの装備を着用して、感染防止対策を強化
しています。
隊員を感染から守り、救急出動体制を確保して、皆さ
んに感染を広げないようにすることが目的です。
「防護服＝新型コロナウイルスに伴う搬送」ではないの
で、間違った情報の拡散などがないよう、ご理解・ご協力
をお願いします。


問合せ／消防本部

※申請書を入れた封筒のイメージ

わがやのアイドル
くみやまっ子の元気な笑顔を募集
０歳～９歳の町内在住のお子さん

▶対象

▶申込 メールタイトルを「わがやのアイドル応募」
とし、お子さんの写真を添付のうえ、本文に①お
子さんの氏名（ふりがな）、②生年月日、③保護
者の氏名、④住所、⑤電話番号、⑥お子さんへの
コメント（30 字程度）を記入し、somu@town.
kumiyama.lg.jp へ提出
▶その他 写真が複数人になるときは、それぞれの
お子さんの名前がわかるよう記載をし
てください（例＝右の子が太郎、左の
子が次郎です）
▶問合せ

総務課

おしらせ
母子家庭奨学金
京都府では、母子家庭奨学金を支

心して老後生活をすごすことができ
るよう、国民年金に上乗せした公的

事業者は、町ホームページで確認を

な年金制度です。

するか問い合わせてください。

加入対象／国民年金第１号被保険
者（月額 400 円の付加年金に加入必
要）で、年間 60 日以上農業に従事す
る 60 歳未満の人

給しています。
この奨学金の申請は毎年度必要で

漏水修理の費用は自己負担です。

年金の種類／納め



募集・催し

問合せ／上下水道課

ブロック塀などの撤去
生け垣の新設に助成

おはなし会

す。申請が遅れると申請月の翌月か

決まる積立方式（確定拠出型）の年

らの支給となり、支給額が減額され

金です

の福祉活動に取り組んでいます。

対象／町内に設置しているブロッ

30 分～11 時

支えられています。今年度もまちの

場所／ゆうホール２

地域福祉事業の活性化のためご支援

階お話し室

ます。期限までに申請してください。 ７千円（千円単位）の間で自分で決

する公共的な道路などに面し、延長

不要

めることができ、随時見直しできま

が３㍍以上かつ道路などからの高さ

0003

できないときや、併給調整が行われ

す

が１㍍以上のもの

ることがあります。

険料は、全額が社会保険料控除の対

り 15 万円を限度とし、ブロック塀な

象となり、所得税 ･ 住民税の節税に

どの撤去に要

養育している母子家庭の母親など

つながります

年金の受給／年金は

する費用の全

雇用期間／随時～令和３年３月 31

申込／５月 29 日㈮までに（郵送は５

原則 65 歳から生涯支給されます。仮

額に相当する

日（更新の可能性有） 対象／18 歳

月 31 日㈰まで。当日消印有効）、申

に 80 歳前に亡くなった場合、80 歳

額を補助

以上 65 歳未満の人

請書に民生児童委員か、ひとり親福

対象／乳幼児～高校生の子どもを

大丈夫です） 申込／履歴書（写真貼

午 前 10 時

ク塀で、申請者以外の第三者が通行

税制上の優遇措置／支払った保

地域福祉の推進を目的に、地域の

活動は皆さんからの会費によって

保険料／月額２万円～６万

京都府の他の奨学金制度と併給が

育士資格を有する人歓迎（無くても

芝居を読み聞かせます。
日 時 ／５月 23 日 ㈯

内容／１件あた

費用／無料

申込／

・ご協力をお願いします。

問合せ／図書館☎ 0774
（45）

期間／６月 30 日㈫まで

問合せ

／社会福祉協議会

代替調理員の募集
(会計年度任用職員・補助)

本人確認ができるもの（運転免許
証、健康保険証など）を持参してく
ださい。

までに受け取れるはずであった年金 【生け垣設置】

金曜日のうち週２～４日程度（午前

祉推進員の証

に相当する額が、死亡一時金として

していないなど、献血ができないこ

対象／ブロック塀などを撤去した

８時 30 分～午後５時。シフト制。土

明を受け持参

遺族に支給され

とがあります。

箇所に新たに生け垣を設置するもの

・日曜日、祝日休み） 勤務場所／御

問合せ／

午前 10 時～

問合せ／子育

ます

日時／５月 24 日㈰

で、申請者以外の第三者が通行する

牧小学校、みまきこども園分園、さや

場所／イオ

て支援課

町農業委員会事

正午、午後１時～４時

公共的な道路などに面し、植栽時に

まこども園

務局（産業課内）

ン久御山１階憩いの広場

延長が３㍍以上かつ高さが 60㌢㍍以

円、時給 964 円（別途交通費支給） 16～17 歳は 200㍉㍑だけ可能、65

上のもので、植栽する樹木の本数が

その他／調理師免許がある方が望ま

歳以上は 60～64 歳の間に献血経験

１㍍あたり２本以上であるもの

しい

のある人に限りま

例年、６月１日から実施していま

水道メーターは定期的に確認を

す特定健診、がん検診、歯科健診な

水道メータ

ど各種健（検）診は、新型コロナウ

内

申込／履歴

容／１件あたり 10 万円を限度とし、

書（写真添付）を

ーは、２か月

す

次のうち低い金額を補助。①延長１

提出。郵送可

問

イルス感染症の拡大防止のため、開

に一度（奇数

康課か京都府赤十字

㍍あたり５千円として算定した額、

合せ／学校教育課

始時期も含め、現在検討中です。今

月）検針して

血液センター☎ 075

②対象の生け垣設置に要する費用の

後の決定については、広報くみやま、 いますが、家

２分の１に相当する額

ホームページなどでお知らせします。 庭などで定期

請を行う前に、工事などの契約をす



問合せ／国保健康課

農業者年金は公的年金制度
農業者年金は農業従事者がより安

北川顔
〃
佐 山
〃
〃
林

おくやみ（敬称略。４月受付分）
菊岡 昭子
村田 龍彦
岩﨑 喜久 
原
玉行
向田 圭子
藤澤 嗣郎

親子ニコニコ子育てサロン

その他／申

その他／

定員／10 組（先

勤務時間／平日＝午後１時30分～

漏水の早期発見につながります。

は今年度中に縮小か廃止を検討しま

内容／苗植え体験

敷地内での漏水修理は、町指定給水

す

申込／令和３年１月 29 日㈮ま

着） 費用／１組 200 円

申込／５

装置工事事業者に依頼してください。

午後６時、長期休業期間・土曜日＝午

で

問合せ／総務課

月 18 日㈪～29 日㈮ 問合せ／社会

前８時～午後５時 勤務場所／御牧

申込・問合せ／

書面申請＝郵送で５月 29 日㈮～６

出水通油小路東入る京都府庁西別
館３階）☎ 075（411）0095 へ電子
申請＝５月 26 日㈫～６月２日㈫に
同センターホーム
ページから、問合
せは☎ 0570（07）
1000 へ

河川愛護モニター募集
河川の整備や利用、環境に関する
要望を把握するため行います。
期間／７月～令和３年６月

対象

内容／宇治川 ･ 木

を月１回以上レポート報告

その他

／月 4,500 円程度を謝礼 申込／５
月 31 日㈰まで淀川河川事務所のホー
ムページで受付

問合せ／同事務所

管理課☎ 072（843）2861

『広報くみやま』に広告を掲載しませんか

納期限は６月１日㈪

有料広告募集

問合せ
税務課
税務課
子育て支援課

※税金や町の公共料金の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
※税金や保険料、保育料、上下水道料金はコンビニエンスストアでも納
付できます。バーコード印字がない納付書は使用できません。

広報くみやま 2020 年５月15日

験種類／全種全類

津川に行き、見たこと ･ 感じたこと

（603）8800

ら

諸税など
固定資産税・都市計画税（第1期）
軽自動車税（種別割）（全期）
こども園保育料（５月分）

場所／同志

社大学新町キャンパス（京都市） 試

を持っている人

的に水道メーターを確認することで、 ると助成は受けられません。本制度

91 歳
79 歳
75 歳
79 歳
90 歳
86 歳

日時／７月 19 日㈰

の 20 歳以上で、インターネット環境

対象／未就園の子どもと保護者

午前 10 時か

願書は町消防本部にあります。

／町内の宇治川 ･ 木津川近辺に在住

問合せ／国保健

臨時職員を募集
学童保育（なかよし学級）指導員

日時／６月８日㈪

消防設備士試験

ンター京都府支部（京都市上京区

海外旅行から帰国後４週間を経過

各種健
（検）
診の開始時期

付）を持参 問合せ／社会教育課

月５日㈮に（一財）消防試験研究セ

献血

勤務時間／月～

賃金／基本給月 5,000

1,074円から その他／教員免許や保

社会福祉協議会会員募集
見守り活動やボランティア支援など

ボランティアスタッフが絵本や紙

た保険料と、その運用益で年金額が 【ブロック塀など撤去】

・佐山・東角仲よし学級 賃金／時給

福祉協議会

発行部数 8,300 部、毎月 1 日号に掲載
問合せ／総務課秘書広報係

ここまでが1枠。1回5,000円

ここまでが2枠。1回10,000円

ここまでが3枠。1回15,000円

（縦44㍉、横58㍉、2色刷り）

（縦44㍉、横119㍉、2色刷り）

（縦44㍉、横180㍉、2色刷り）

※町の公共性、中立性、品位を損なうおそれのあるもの、法令などに違反、抵触の恐れのあるもの、風俗営業と規定される
業種など掲載できないものがあります。詳しくは、お問い合わせください。
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広報くみやま

KUMIYAMA

深呼吸でリフレッシュ

家でも簡単ストレッチ
新型コロナウイルスの影響で家から出る機会が
少なくなる高齢者が家の中でも体を動かせるよ
う、社会福祉協議会が地域に出張をして、呼吸を
意識したストレッチを紹介しています。体操は感
染リスクを高める密閉・密集・密接の「３密」を
避けるため野外で行っています。
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SNS
久御山町の情報を、インターネットや
SNSなどで発信しています。下記QR
コードから読み取り、アクセスするこ
とができます。
この広報は環境にやさしい植物インキを使用しています

kyoto_photographs

naka2489hinn

wataru.to.kazoku

kazuma＿photo

HP 久御山町
「#ええとこくみやま」を
つけて、久御山町のえ
えとこを探しましょう。

アプリをダウンロー
ド。広報紙をお手軽
に！

町政やイベント情報な
ど、久御山町の旬な情
報を発信しています。

久御山町公式チャン
ネルです。PR映像な
どを配信しています。

■編集・発行 久御山町役場 総務部 総務課 秘書広報係
TEL：075-631-6111 ／ 0774-45-0001( 代表 )
〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ 38
ホームページ：http://www.town.kumiyama.lg.jp
■配布 久御山町シルバー人材センター
TEL：075-633-5500

FAX：075-632-1899( 代表 )
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