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のってこタクシー・のってこ優タクシーの停留所増設
のってこタクシー・のってこ優タクシーがより使いやす
いサービスとなるよう、停留所を１か所増設します。

用時は全ての停留所へ移動できます。
▶問合せ 新市街地整備室

新規設置停留所の概要は以下のとおりです。
▶停留所番号 ･ 名称 「84 栄１丁目北」

町道栄１丁目北通り線

▶停留所設置日（利用開始日） 令和２年７月15日㈬

停留所番号：84
停留所名：栄１丁目北

▶停留所設置場所 右位置図

町道栄本通り線

▶その他 新規設置停留所は、路線バスの運行ルート
上にあるため、利用制限のある停留所（ピンク。色の
区分はのってこタクシーパンフレット参照）です。のっ
てこタクシー利用時は、この停留所から同色（ピンク）
の停留所へは移動できません。のってこ優タクシー利

令和元年度財政状況の公表

会計は、歳入75億6,739万円（前年度比４.２㌫増）
、歳
出71億5,711万円（前年度比２.３㌫増）となり、歳入か

令和元年度の一般会計、特別会計、水道・下水道事
業会計（３月末現在）の収入・支出状況と決算見込額な
どの財政状況を公表します。
（１万円未満四捨五入）
歳入歳出予算額（令和２年３月末）は、74億1,947万

ら歳出を差し引いた形式収支は４億1,028万円を見込ん
でいます。

▶問合せ 行財政課

■町が所有している財産

円です。３月末現在の収入済額は70 億1,852万円、支
出済額は、65億1,588万円です。
収入済額・支出済額に５月末までの出納整理期間中の
収入・支出を加えた収支見込額は下表のとおりで、一般

土

地

498,283.64平方㍍

建

物

60,123.79平方㍍

出資による権利

1億 394万円

基

金

■令和元年度各会計別の収支見込額

▲はマイナス

会計名

歳入総額

一般会計
特別会計

水道事業会計
下水道事業会計

32億6,475万円

歳出総額

歳入歳出差引額

75億6,739万円

71億5,711万円

4億1,028万円

国民健康保険

20億7,407万円

20億2,105万円

5,302万円

三郷山財産区

2,187万円

2,155万円

32万円

険

14億2,307万円

13億7,083万円

5,224万円

後期高齢者医療

2億5,740万円

2億4,485万円

1,255万円

収 益 的 収 支

5億4,909万円

5億6,307万円

▲1,398万円

介

護

保

資 本 的 収 支

1億4,575万円

1億8,169万円

▲3,594万円

収 益 的 収 支

7億8,493万円

7億4,889万円

3,604万円

資 本 的 収 支

2億5,994万円

3億8,961万円

▲1億2,967万円

募集・催し
図書館の催し

く学びます。
日時／８月 21 日㈮ 午前 10 時～

できるだけ屋外に出ないようにして



ください。

午後３時（中央公民館前集合） 場所

症状が出たら、目を洗ったり、う

介護者激励金
（前期）

がいをし、安静にして連絡してくだ

在学の小学３～６年生 定員／10 人

家庭で高齢者を介護している人に、

さい。

激励金をお渡しします。

当、水筒、筆記用具、タオル、帽子、

■おりがみの会スペシャル

問合せ／住民福祉課

／宇治市植物公園 対象／町内在住・
（抽選） 費用／200 円 持ち物／弁

問合せ／☎ 0774
（45）
0003

前６時 30 分からを予定しています。

対象／７月１日現在、６か月以上

保険証（写）
、マスク 申込／７月16

町内に在住し、要介護高齢者（介護

分～３時 30 分 場所／ゆうホール２

日 ㈭ ～28 日

階ボランティアルーム 対象／３歳

日時／７月 18 日㈯ 午後２時 30



問合せ／京都府山城北保健所



☎ 0774（21）2913 か環境保全課

されます。
全国の市町村に消防庁から「Ｊ アラート」を利用した試験通信が送
られ、同報系防災行政無線の屋外ス
ピーカーから試験放送が流れます。
日時／８月５日㈬

午前 11 時頃

ちらは久御山町です」「下りチャイム

㈫に環境保全

認定された 65 歳以上の高齢者）を常

７月 21 日から 31 日まで「ゆずり

音」 その他／試験に伴う緊急速報メ

以上の人 定員／５人（先着） 費用

課へ。代理申

時直接介護している配偶者か３親等

合う

／無料 申込／不要

込不可。電話

内の親族

ローガンに、夏の交通事故防止府民

■おはなし会

可 問合せ／

者１人に年度１回の激励金を支給）

環境保全課

申請／７月 31 日㈮まで

ボランティアスタッフが絵本や紙
芝居を読み聞かせます。
分～11 時 場所／ゆうホール３階交
遊室 定員／10 人（先着） 費用／無

京都府下水道協会が認定試験を実

料 申込／不要

中学生学力アップ事業
「ゆめ☆スタ」
講座入塾テスト
日時／７月 31 日㈮
７時

午後６時～

場所／役場５階コンベンショ

ンホール

内容／英語・数学

費用

／300 円（テスト代） 持ち物／筆記
用具

問合せ／学校教育課

生活習慣病予防の健康教室
(栄養編)
今回のテーマは「バランスのとれ
た食事『１日でこれだけ食べよう』
」
です。
日 時 ／８月６日 ㈭ 午 後１時 30

PM2.5 とは、大気中に浮遊する直

断歩道における歩行者優先の徹底、
③自転車の安全利用の推進、④飲酒
運転の根絶‐です。

径 2.5㍃㍍以下の微小粒子状物質で、

日 時 ／ 受 験 講 習 ＝ 11 月１日 ㈰
認定試験＝ 11 月 22 日㈰

対象／京

都府下で下水道排水設備工事責任技

一人ひとりが改めて交通安全の意

肺の奥深くまで入り込みやすいこと

識を高めましょう。

などから、ぜんそくなど、人への健

 問合せ／

康影響が懸念されています。

交通安全対

術者として、排水設備工事に従事す
ることを希望する人

運動の重点は、①子どもと高齢者
の交通事故防止、②信号機のない横

ＰＭ2.5にご注意

施します。

運動が実施されます。

問合せ／

住民福祉課

下水道排水設備工事
責任技術者の試験

日時／７月 25 日㈯ 午前 10 時 30

内容／３万円（主な介護

京都府では、PM2.5 の１日の平均

申込／７月 31

値が１立方㍍あたり70㍃㌘を超える

事務局（都

日㈮までに備え付けの申込書に必要

と予想されるときに注意報をお知ら

市整備課内）

事項を記入して提出

せします。

問合せ／上下

水道課

登録統計調査員の募集
世帯や事業所に対して行う統計調査

ており、山城エリアの PM2.5 注意喚
起の状況は京都府のホームページで
確認できます。

料控除の対象にできます。

対象／18 歳以上で常時、統計調査

を控える、②屋外での長時間の激し

加入要件は、国民年金第１号被保

に従事できる人（調査に支障が生じる

い運動や外出をできるだけ減らす、③

険者で、年間 60 日以上農業に従事す

おそれがある職業〈警察・選挙・税務

屋内でも換気や窓の開閉を必要最小

る 60 歳未満の人です。


やかルーム 対象／おおむね 40 歳以

定員／20人（先着） 申込／履歴書を

患のある人、お年寄り、子どもなどは



上の人 内容／食事バランスについ

提出 問合せ／行財政課

より慎重に行動する‐です。

ての講話と試食 定員／10 人（先着）
費用／無料 持ち物／筆記用具など
その他／くみやま健康マイレージ対
象事業 申込／要申込。７月 16 日㈭
～８月３日㈪ 問合せ／国保健康課

中小事業者へ。持続化給付金
申請サポートキャラバン隊

の弱い日に発生しやすい大気汚染で、

ラバン隊が商工会に派遣されます。

システムメンテナンスのため７月

子どもを中心に、目がチカチカした

止します。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解、ご協力をお願いします。
サービス提供再開は、27 日㈪の午

り、のどが痛くなったりします。

問合せ／商工会☎ 075（631）6518

製品を定期的に清掃することで、
火災などの事故を防ぐことにつなが
食品カスはこまめに捨てるように
し、焼き網も定期的に洗いましょう。
電源プラグにほこりが溜っていない
か、電源コードが家具などの下敷き
になっていないかなど、定期的な清
掃、点検による出火防止を心がけま
しょう。
次のような危険な設置方法、使用方法
はやめましょう

５月７日㈭から受付を開始してい

る国の特別定額給付金ですが、申請

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＝郵送された申請書に
記入をして、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

いない）、②本体の上や下に物を置い
て使用、③使用中に本体から離れる、
④油の多い食品を専用のトレーなどを
使わずに、直接焼き網にのせて焼く
使用中・使用後しばらくは本体などに
触れないようにしましょう
使用中や使用後しばらくは本体や
庫内、加熱された食品などが非常に
高温になっており、やけどする危険
があります。
異常があったときは、使用を中止しま
しょう
異常な加熱やタイマーが作動しな
いなど、使用中に異常があったとき
は使用を中止し、取扱説明書の「故
障かなと思ったとき」などの記載内
容を確認し、対処方法がわからない
ときには「ご相談窓口」などに連絡

／特別定額給付金担当窓口（総務課） しましょう。
☎ 080
（7585）
3579・☎ 080
（7587） 

問合せ／消防本部

0937・☎ 080
（7585）
3835・☎ 080

オーブントースターを
安全に使用するために
オーブントースターは手軽に使え

Ｊ-アラート情報伝達試験

る調理器具として、広く家庭に普及

消防本部に吹き流しを掲出するなど

全国瞬時警報システム（J- アラー

しています。

してお知らせしますので、軽視せず

ト）の全国一斉情報伝達試験が実施

注意報や警報が発令されたときは、

定期的な清掃・点検を心がけましょう

特別定額給付金の申請は
①テーブルタップや延長コードを
お済みですか（８月６日まで） 使用（コンセントに単独で接続して

3689・☎080
（7587）
0885
７月 27 日㈪～30 日㈭に国の持続 （7585）
化給付金の電子申請のサポートキャ

宇治市植物公園で、押し花のしおり

広報くみやま 2020 年７月15日

光化学スモッグにご注意

総務課

（産業課内） 定額給付金の申請画面で申請 問合せ

光化学スモッグは気温が高く、風

23 日（木・祝）～26 日㈰の終日、休

とおして自然環境の保全の意義を楽し

問合せ／環境保全課

問合せ／農業委員会事務局

コンビニ交付サービスの休止

自然観察会
づくりや講師解説による園内の見学を

3

おしらせ



問合せ／

対象／基準日（令和２年４月27日）

の年金で、保険料は月額２万円～６

事務など〉の人は、登録できません） 限にする、④呼吸器系や循環器系疾

ます

ときはご連絡ください。

農業従事者が加入できる積立方式

分～３時 場所／保健センターすこ

止するときがあり

申請書が届いていないか紛失した

万７千円で選択でき、全額社会保険

注意喚起時の行動は、①屋外活動

の登録統計調査員を募集します。

生などにより、中

に申請してください。

農業者年金は公的終身年金

町では、久御山中学校内で測定し

ールの配信はありません。災害の発

がお済みでない人は８月６日㈭まで

策協議会

ています。

J アラートのテストです」
（３回）
「こ

保険の要介護認定で要介護３～５と

新時代」をス

れてやけどするなどの事故が発生し

内容／「上りチャイム音」「これは、 ります。

夏の交通事故防止府民運動
ゆとりで走る

原因の火災や、本体の高温部分に触

しかし過熱や可燃物の接触などが

訂正

2020 年７月１日号、22 ペー

ジの「し尿収集日程」に誤りがあり
ました。大橋辺、北川顔、坊之池、
森（国道１号以西）、森村東（国道１
号以西）、西一口、中島、相島、東一
口（国道１号以西）地域の収集は、
７月 21 日㈫だけです。お詫びして訂
正します。

広報くみやま 2020 年７月15日
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広報くみやま

KUMIYAMA

７

119番通報などでの多言語同時通訳体制の開始
外国人など日本語でのコミュニケーションが困難な

語・スペイン語・ポルトガル語）に対応できる多言語

人からの119 番通報や災害現場などにおいて、迅速

同時通訳体制を７月１日㈬から開始しました。

で的確な対応をするため、電話通訳サービスを介し



問合せ／消防本部

て、24 時間 365日、５か国語（英語・中国語・韓国
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■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 )
FAX：075
（632）
1899( 代表 )

toona.k

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。
HP 久御山町

アプリをダウンロー
ド。広報紙をお手軽
に！

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。

「#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。

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

（敬称略。6 月受付分）

おくやみ
林

堀尾

八重子

88 歳

栄

小澤

喜一

97 歳

〃

牧野

昌代

82 歳

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。

納期限は７月31日㈮
諸税など

問合せ

固定資産税・都市計画税（第２期）

税務課

国民健康保険税（第２期）

税務課

後期高齢者医療保険料（第１期）
こども園保育料（７月分）

国保健康課
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。

