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令和３年産米の病害虫被害防除対策
米生産緊急支援事業補助金
令和２年産米がトビイロウンカなどによる被害を

▶必要なもの 交付申請書兼請求書、購入農薬名と数

受け、前年に比べて収穫量が大幅に減っていること

量の記載してある納品書、領収書、振込口座の通帳の

から、農薬の事前購入に対して支援します。

写し、口座引き落としで支払い領収書が発行されない

▶対象

町内在住の令和３年産米作付予定の生産者

人は、購買請求明細書、引落口座の通帳（口座番号と

▶内容

ウンカ類に効果のある農薬購入費用（令和

引落金額が確認できるページ）の写し

３年産米作付予定面積 10㌃あたり上限３千円）の

▶申請

20㌫を補助

▶問合せ

３月 15 日㈪までに産業課へ
産業課

保育教諭の募集（会計年度任用職員・一般）
▶雇 用期間 令和３年４月１日～令和４年３月 31

末手当年２.55月分支給（在職期間により調整有り）
▶申込

日（更新の可能性有）
▶勤務時間 週 37. ５時間（月曜日から土曜日の間
に５日勤務）
。日曜日・祝日・年末年始休み
▶福利厚生 年次有給休暇、夏季休暇、病気休暇等
付与。社会保険、労災保険、雇用保険適用
▶応募資格 保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を
有する人
▶賃金 月額18 万7,734円（通勤手当別途支給）
、期

１月 29 日㈮までに学校教育課に備え付け

（町ホームページからダウンロード）の申込書に
記入し、必要な資格と免許の写しを提出。郵送可
▶問合せ

学校教育課

試験内容
▶日時

２月７日㈰

午前 10 時から

▶場所

さやまこども園

▶内容

面接と実技（読み聞かせ、手遊びなど）

町議会12月会議
定例会 12 月会議が、12 月７日～25 日の会議期間

▶新生児特別定額給付金支給 ……………900 万円

で開かれ、令和２年度一般会計補正予算などが可決

補正予算（第９号）

されました。主な内容をお知らせします。

▶新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補正予算（第８号）では 1,644 万円（１万円未満

（システム改修費など）…………………580 万円

四捨五入、以下同じ）を減額、補正予算（第９号）

▶米生産緊急支援事業補助金………………220 万円

では 800 万円を追加し、予算総額を 99 億 9,895 万

財産取得

円としました。

▶久御山町立小・中学校タブレット用ペンシル（全

補正予算（第８号）

児童・生徒など分＝約 1,200 本）等の取得…金額

▶令和３年度からの介護報酬改定のための障害福祉

は 950 万 2,900 円で、購入先は㈱大塚商会京都支

システム改修費 ……………………………66 万円

店です。

童とその保護者

募集・催し

内容／知事とのレ

クリエーションや記念品贈呈（当日
出席者だけ）など

申込／１月 29 日

償でお分けします。完全予約制で実施
しますので、日時などを予約し、当日

／ゆうホール２階ボランティアルーム
対象／図書館利用登録者 内容／１
人10 冊まで その他／31日㈰は図書
館は休館日ですので貸出などはできま
せん 申込／要申込。１月16日㈯か

へ順次案内

その他／当

申請／申請書を郵送か （土・日曜日、祝日除く）。事業所得

月 18 日㈪～22 日㈮ 問合せ／税務
課

家庭で高齢者を介護している人に、 

骨密度の測定も実施します。
日時／２月８日㈪

日受付不可、１人約 30 分～１時間程

午前 10 時～

おしらせ

午後２時

〒 604-0874京都市中京区清水町

やかルーム

375府立総合社会福祉会館内）へ

上の人

問合せ／京都府山城北保健所福祉室

リカのチーズ焼き、春菊のおろし玉

仲よし学級の入級受付

☎ 0774（21）2102

ねぎサラダなど〈変更の可能性有〉）、

仲よし学級（学童保育）の令和３

場所／保健センターすこ
対象／おおむね 40 歳以

内容／調理実習（鮭とパプ

骨密度測定、栄養士の話 定員／12
人（先着） 費用／無料

窓口へ

申込／電話での事前申込制。１

は府民生児童委員協議会（いずれも

年度入級申請を受け付けます。

問合せ／子育て支援課

収支内訳書・青色申告決算書を必ず
事前に作成し、持参してください。
問合せ／税務課

町内に在住し、要介護高齢者（介護

給与支払報告書の提出は
２月１日㈪まで

保険の要介護認定で要介護３～５と

令和２年中に給料や賃金などの給

認定された 65 歳以上の高齢者）を常

与を支払った事業主は、金額の多少

時直接介護している配偶者か３親等

にかかわらず、給与支払報告書を受

内の親族

内容／激励金３万円（前

給者の住所地（令和３年１月１日現

期にお渡しした人を除く）を支給

在）の市区町村へ２月１日㈪までに
提出してください。

対象／１月１日現在、６か月以上

内容／開設時間は、①平日＝児童

午前 10 時 30

プロン、三角巾、手ふきタオル、筆

の下校時～午後７時、②土曜日・長

申込／１月 29 日㈮まで

分～11 時 30 分 講師／佐藤敦子さ

記用具、マスク、素足になりやすい

期休業期間＝午前８時～午後７時

住民福祉課

服装（骨密度測定のため） その他／

（土曜日は午後５時まで）※午後６時

さとう あつこ

・農業所得・不動産所得のある人は、

激励金をお渡しします。

持ち物／エ

問合せ／



問合せ／税務課

／町内在住の小学１～６年生で、保

令和３年度償却資産（固定資産税）の
申告書などの提出先にご注意ください

文化財を火災から守ろう！
１月26日は「文化財防火デー」

護者が仕事や病気、看護のために家

町内で事業を営んでいる法人や個

昭和 24 年１月 26 日、奈良県斑鳩

費用

人で、償却資産をお持ちの人は、１

町の法隆寺 ･ 国宝建築物 ･ 金堂から出

／１か月５千円（使用料）。同一世帯

月１日現在の所有状況を２月１日㈪

火し、金堂内の壁画が焼失しました。

確定申告・住

で２人以上入級のときは、２人目か

までに申告する必要があります。

事をとおして子育てを応援しています。 民税申告に先立

ら半額。午後６時以降の保育の使用

これまで償却資産申告書などは久

申込／要申込

問合せ／あいあいホ

ール☎ 0774（41）2263

おうちであそびの広場
（節分プレゼントの配付）

定員／13 人（先

くみやま健康マイレージ対象事業

以降の保育は別途申込が必要

申込／要申込。１月 18 日㈪～２月３
日㈬。電話可

問合せ／国保健康課

庭で保育が受けられない児童

町・府民税申告相談会

民生児童委員協議会では、季節の行

問合せ／図書館

経費などがわかる書類

予 約 受 付 は２月８日 ㈪ か ら で す

を考えましょう。

による台湾の文化などの紹介と紙芝

前９時 30 分から

１人あたり 10 万円 その他／対象者

･ 生年月日 ･ 性別、最寄り駅、参加人

日時／２月２日㈫

着） 申込／要申込。１月 16 日㈯午

着） 持ち物／令和２年中の収入・

申告も電話予約が必要です。

介護者激励金
（後期）

内容／台湾出身の人

居の読み聞かせ

内容／新生児

度

多文化交流おはなし会（台湾） ん 定員／５組（先着） 費用／無料

ル３階交遊室

町に在住している人

定員／各 14 人（先

について、食生活でできる予防対策

付（午前10 時 30 分～午後４時） 問

場所／ゆうホー

５階会議室 53

確定申告受付期間中は町・府民税

同行する兄弟姉妹の名前 ･ フリガナ

リトミック（おやこ♪リズム）教室

午 前 10 時

か母で、令和２年 12 月 25 日時点で

高齢者の健康課題であるフレイル

ら希望の時間帯を30 分ごとに予約受
合せ／図書館☎ 0774
（45）
0003

正午～午後１時を除く） 場所／役場

が必要です。

電話番号、保護者名、新入学児童と

は生涯学習カードを持参してください。 数を記入のうえ、母子家庭の人は府
日時／１月29日㈮～31日㈰ 場所 母子寡婦福祉連合会、父子家庭の人

30 分～11 時 15 分

今回のテーマは「食事でフレイル

つどい参加希望」と書いて、住所、 を予防する」です。

図書館の除籍した図書を利用者に無

日 時 ／１月 23 日 ㈯

生活習慣病予防の健康教室
（栄養編）

㈮までに、はがきに「新入学児童の

図書リサイクルフェア

前９時～午後４時（５日㈮～７日㈰、 帳に登録された子どもに限る）の父

対象

そのあと、１月 26 日を「文化財防
火デー」と定め、全国的に文化財防

２月は通常の広場は開催しません

ち、事業所得・

料は、児童１人あたり１時間 100 円

御山町税務課が提出先でしたが、令

が数量限定で、でんでん太鼓の配付

農業所得・不動

その他／申込状況で入級を待つこと

和３年度申告からは京都府内の各市

消防本部（署）では１月 26 日を中

を行います。

産所得のある人

があります。申込が定員を超えたと

町村（京都市を除く）分の申告書な

心に社寺などの防火指導を実施し、

で収支内訳書の

きは、学年などを考慮して入級を決

どについて、京都地方税機構が一括

文化財の防火に努めます。

て支援課、あいあい

作成が困難な

定します

申込／１月 18 日㈪～２

の提出先（郵送可）となりました。



学児童と知事との交流会を開きます。 ホール、図書館 対
日 時 ／３月 13 日 ㈯ 午 前 10 時 象／町内在住で就学

人、年金か年末

月５日㈮に入級申請書と勤務証明を

ただし、令和３年度申告で、新型

調整をしていない給与収入がある人

提出（継続申込に限り、仲よし学級

コロナウイルス感染症に関する固定

消防設備士試験

前の幼児とその保護

を対象にした町・府民税申告相談会

でも可）。１月 12 日㈫から配布開始

資産税の軽減措置の適用を受けると

願書は町消防本部にあります。

者

を開催します。

問合せ／社会教育課

きは、久御山町税務課が提出先です。

日時／３月 21 日㈰

☎ 0774
（45）
0003

ひとり親家庭を励ます
知事と新入学児童等のつどい

日時／１月 15 日㈮

京都府では、ひとり親家庭の新入

30 分～午後２時 30 分

場所／ハー

トピア京都（京都市） 対象／４月に

申 込 ／ 不 要

諸税など

岸

美代子（85歳・東一口）

田中

俊太郎（71歳・森）

川嶋

利子（94歳・野村）
（敬省略。12 月受付分）

問合せ

町・府民税（第４期）

税務課

国民健康保険税（第８期）

税務課

後期高齢者医療保険料（第７期）
こども園保育料（１月分）

午

新生児特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症による

納期限は２月１日㈪

おくやみ

広報くみやま 2021 年１月15日

日 時 ／２月３日 ㈬ ～10 日 ㈬

問合せ／住民福祉課

小学校に入学するひとり親家庭の児

3

場所／子育

国保健康課
子育て支援課

※税金や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。

影響のもと、次代を担う子どもの出



問合せ／税務課

火運動を展開しています。

問合せ／消防本部

場所／YIC

京都工科自動車大学校（京都市） 内
容／試験の種類は全種全類

申込・

令和２年分の確定申告
問合せ／書面申請＝郵送で１月 29 日
（令和３年度町・府民税申告） ㈮～２月５日㈮に（一財）消防試験

産や子育ての経済的負担を支援する

２月 16 日㈫～３月 15 日㈪に令和

研究センター京都府支部（京都市上

ため、新生児特別定額給付金を支給

２年分の確定申告の受付を役場で行

京区出水通油小路東入る京都府庁西

します。

います。

別館３階）☎ 075（411）0095 へ電

対象／国の特別定額給付金の基準

新型コロナウイルス感染拡大防止

子申請＝１月 26 日㈫～２月２日㈫

日の翌日である令和２年４月 28 日

の観点から、申告時の混雑発生を防

に同センターホームページから、問

～令和３年３月 31 日に出生した新

止するため、電話での事前予約（☎

合せは☎ 0570（07）1000 へ

生児（出生後最初に町の住民基本台

075（631）9926、0774（45）3908）

広報くみやま 2021 年１月15日

2

です。右の封筒になる部分を切り取ってご
利用ください。切手は不要です。
■エコーポスト
次の公共施設に「エコーポスト」を設

3007

けてご意見などをお聴きしています。用
紙の指定はありませんが、
「住所」
・「氏

令和 4 年７月

名」
・
「電話番号」を必ず記入してくださ
い。
＜エコーポスト設置施設＞
・久御山町役場１階情報公開コーナー
・ふれあい交流館「ゆうホール」
・総合体育館
・老人福祉センター「荒見苑」

ご意見など募集

皆さんの声を町政に反映するための用紙

あなたの声
お聴かせください。

■エコーライン

・子育て支援センター「あいあいホール」
・健康センター「いきいきホール」
・まちの駅「クロスピアくみやま」
・みまき・さやま・とうずみの各こども園
・みまきこども園分園

住民の皆さんの久御山町への思いな

■電子メール

どをまちづくりに反映し、皆さんに町

久御山町ホームページのトップページ

の考えを知ってもらうため、
「エコー

にある「町政へのご意見」から送信して

ライン」による広聴を行います。

ください。

ご意見などは、原則として広報くみ

■町政モニター

やまで回答します。

町内在住・在勤で20歳以上の人から

正確な回答をするため、担当部署な

モニターを公募して、アンケートを中心

どから連絡をすることがあります。住

に行っています。

所、氏名、電話番号を必ず記載してく

■住民討議会

ださい（広報紙には大字だけ掲載しま

皆さんが自分のまちに関心を持ち、デ

す）。記載がないと回答できません。

ィスカッションの結果をまちづくりに反
映しようとするものです。無作為で抽出
した人に参加依頼書を送付します。
問合せ／総務課

役場１階情報公開コーナー設置のエコーポスト
※記載がないと回答できませんので、必ず記入してください。

広報くみやま

KUMIYAMA

そのき
はると

いつも遊んでいる三輪車を描き
ました。今にも動き出しそうですね。

しみず
あおい

評評

大好きな家族を描きました。楽
しそうな様子が伝わってきますね。

ながしま
はるか

ともき

評評

評評

４歳児 長嶋 晴花 （栄）

かねだ

４歳児 金田 朋毅 （佐山）

かえで

コミュニケーション

1

４歳児 志水 蒼維 （林）

えみこ

評評

ば ば さ き

手話 で

かんじ

つじ

４歳児 辻 笑子 （佐山）

はると

ダイナミックなぐるんぱの楽し
く遊んでいる様子が伝わってきます。

たかはし

評評

あだち

４歳児 安達 晴斗 （下津屋） ４歳児 馬場﨑 椛 （東一口）

どんぐり達に似合う素敵な帽
子がたくさん描けましたね。

５歳児 髙橋 寛滋 （栄）

けいしゅう

がく

評評 ヒガンバナの花びらをよく
見て、細かい線で丁寧に描けて
います。

いけだ

５歳児 池田 啓柊 （佐古）

あおやぎ

大好きな三輪車。タイヤやペ
ダルなど細かい所まで描けました
ね。

評評

大きな鬼と戦う一寸法師を最後
まで丁寧に描くことができました。

５歳児 苑樹 悠翔 （栄）

ももか

評評

５歳児 青栁 岳 （島田）

評評

■配布 久御山町シルバー人材センター
TE L：075-633-5500
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

とても可愛らしい、うさぎのカ
ップケーキができあがりましたね。

●とうずみこども園●

くらた

ゆうと

評評

■編集・発行 久御山町役場 総務部 総務課 秘書広報係
〒 613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38
TEL：075-631-6111 ／ FAX：075-632-1899( 代表 )

リンゴを食べるたくさんのア
リを一生懸命に描いていましたね。

５歳児 倉田 桃花 （市田）

●さやまこども園●

よしかわ

５歳児 𠮷𠮷
川 友人 （坊之池）

No.1063

たくさんの小人をひとり一人
丁寧に描いていましたね。
評評 ガリバーが捕まっている様
子が、表情からも伝わってきま
すね。
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●みまきこども園●

評評

１

このコーナーに掲載した作品は、ゆうホール１階で１月15日㈮から
２月11日
（木・祝）
まで展示しています。

町 内 ３ こ ど も 園（敬称略）

うさぎのなると君とたくさん
のお友達が元気に遊んでいますね。

2

くらしの中で使う身近な手話を覚えて
コミ ュ ニケ ー シ ョ ン し て み ま せ ん か。

問合せ／住民福祉課

「 こんばんは 」

Lesson.4

「暗い・夜」を表す手話
（①）のあとに、
「あいさつ」の手話
（②）
を組み合わせます。

両手の手のひらを見せ、
顔の前で交差させます。

１月７日正午現在の町内在住の新型コロナウイルス感染者数＝17人
（京都府発表）

両手の人差し指を
互いの方に曲げます。

開庁時間＝８：30 〜 17：15
（土・日・祝を除く）

