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町議会３月会議
定例会３月会議が、３月４日～29 日の会議期間で
開かれ、中村副町長の選任同意や、令和２年度一般
会計補正予算などが可決されました。主な内容をお

について同意されました。
補正予算
補正予算（第 10 号）では、年度末の事業確定など

知らせします。

に伴い、全般にわたって増額・減額をしたもので、

人事

6,378 万円（１万円未満四捨五入、以下同じ）を減

▶副町長に中村繁男さんを再任

額し、補正予算（第 11 号）では 80 万円を追加し、

なかむらしげ お

副町長に、中村繁男さん（向日市

予算総額を 99 億 3,598 万円としました。

･ 64 歳＝写真）を選任することに

第 10 号

ついて同意されました。任期は４月

▶ふるさと応援基金積立金………………2,622 万円

１日から４年間です。

▶新型コロナウイルスワクチン接種体制・接種費用（繰越）

▶教育長に内田智子さんを任命

……………………………………………2,537 万円

やまもとえつぞう

３月 31日付けで退任の山本悦三

▶京都府緊急事態措置協力金負担金（繰越）

うち だ とも こ

教育長の後任に、内田智子さん（枚

 ……………………………………………1,244 万円

方市・60 歳＝写真）を任命するこ

第 11 号

とについて同意されました。任期

［歳入］

は前任者の残任期期間である４月１日から９月 30 日

▶新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
（民生費） …………………………………388 万円

です。

▶新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

▶公平委員会委員の推薦
きのしたやすみつ

公平委員に木下康光さん（林 ･ 74 歳＝再任）と

つじ よしかず

辻嘉一さん（佐古 ･ 62 歳＝新任）を選任すること

（商工費） ………………………………6,042 万円
※今までのコロナ対策事業に充当

手話教室（入門課程）
初心者向けの教室で、あいさつや自己紹介ができ
る手話を学びます。
▶日時

５月 21 日～９月 17 日。いずれも金曜日（７

月 23 日、８月 13 日を除く）。午後７時～９時
▶場所

ゆうホール

▶対象

町内在住・在勤で 15 歳以上の人

▶内容 厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラムに
対応したテキストに沿って行います
▶定員

５人（抽選）

▶費用

無料（最初にテキスト代 3,300 円（税込）

が必要ですが、全講座の半数を受講したときは後
日返金）
▶その他

保育ルームを希

望する人は事前に連絡を
してください
▶申 込 要申込。５月 14
日㈮まで。電話・FAX・
メール可
▶問合せ

住民福祉課
▲手話施策推進方針を策定

職員人事異動
４ 月 １ 日 付 で 発 令 し ま し た。
（

）は異

動 前 で す。 兼 職 発 令 や 所 属 が 変 わ ら な い
主査級への昇任は 除 い て い ま す 。

（住民福祉課・福祉介護係主査）

住民福祉課・戸籍住民係主査 長棟美子


（さやまこども園・主任保育教諭）

子育て支援課・子育て支援センター主任 田中美千子


（町社会福祉協議会派遣）

子育て支援課・子育て保健係主任 若松和代


（学校教育課・子育て支援係主査）

国保健康課・国保医療係主査 浪江隆仁



都市整備課・都市計画係主査 山本貢大 （京都府派遣）

産業課・農政係主査 籔内雄基 （税務課・納税係主査）

産業課・商工係主査 安岡あずさ （京都府派遣）
上下水道課・業務係主査 南龍弥 （京都地方税機構派遣）
議会事務局・主査 豊田清志 （税務課・課税係主査）

（御牧小学校・主任）

学校教育課・子育て支援係主任 大西由希子



さやまこども園・主任 山本恒夫 （御牧小学校・主任）
みまきこども園・主任 水船麻子 （東角小学校・主任）
総務課・庶務係主事 山村彩子 （都市整備課・建設総務係）
総務課・庶務係主事 下村隆太 （税務課・課税係）
総務課・庶務係主事 齋藤優奈（子育て支援課・子育て支援係）

総務課・庶務係主事 奥村芽衣 （税務課・課税係）

総務課・秘書広報係主事 井上裕貴 （議会事務局）

事業建設部担当部長 松岡治 （都市整備課長）

総務部長 森山公雄 （住民福祉課長）
みまきこども園・副園長 庄司幸恵

会計課・課長補佐 竹村充 （子育て支援課・課長補佐）

（さやまこども園・指導保育教諭）

総務課・庶務係長 西尾洋士 （総務課・庶務係担当係長）

消防本部消防長 内座元巳 （総務部長）

行財政課長 神園哲也 （行財政課・課長補佐）
行財政課・財政情報推進係長 久乗崇
（行財政課・財政情報推進係総括主査）

住民福祉課長 清本浩司 （住民福祉課・課長補佐）

国保健康課新型コロナワクチン接種担当課長
税務課・課税係長 近藤叔和 （税務課・課税係総括主査）
住民福祉課・戸籍住民係長 鈴木恵美 （総務課・庶務係長）

髙味幸子 （議会事務局長）
環境保全課長 西野石一 （社会教育課長）
子育て支援課・子育て支援係長 河元直之

税務課・課税係主査 奥田睦美 （総務課・庶務係主査）

総務課・防災安全係主査 寺内拓也（消防本部・予防課・予防係）

（学校教育課・学校教育係主査）

社会教育課・社会教育係長 山口恭平

（とうずみこども園・主任保育教諭）

さやまこども園・指導保育教諭 黒河彩

学校教育課・子育て支援係長 内田明子 （税務課・課税係長）

（総務課・防災安全係長）

学校教育課・学校教育係長 山田泰弘

上下水道課・下水道係長 岩上太一（上下水道課・業務係長）

上下水道課・業務係長 小澤和之 （上下水道課・業務係主査）

産業課・商工係長 嶋田悦生 （産業課・振興係長）

（環境保全課・環境衛生第２係主任）

環境保全課・環境衛生第２係担当係長 黒坂智紀

（社会教育課・社会教育係長）

都市整備課長 武田隆弘 （産業課長）

産業課長 本郷和典 （環境保全課長）

上下水道課長 高山毅 （上下水道課・課長補佐）
会計管理者 佐野博久 （行財政課長）
議会事務局長 樋口嘉之 （上下水道課長）
とうずみこども園長 村田礼子 （みまきこども園副園長）
社会教育課長 森本智代 （住民福祉課・課長補佐）
行財政課・課長補佐 西村一平 （行財政課・財政情報推進係長）

税務課・課長補佐 佐野美奈 （学校教育課・課長補佐）
住民福祉課・課長補佐 吉本康夫 （国保健康課・課長補佐）

子育て支援課・課長補佐 内田貴信
（子育て支援課・子育て支援係長）

環境保全課・課長補佐 阪田智子
（新市街地整備室・課長補佐）

都市整備課・課長補佐 神園清美 （環境保全課・課長補佐）
産業課・課長補佐 奥隆宏 （都市整備課・建設総務係長）
上下水道課・課長補佐 松林宏和 （産業課・課長補佐）
上下水道課・課長補佐 三上真史 （上下水道課・下水道係長）

税務課・課税係主事 繁光拓樹 （総務課・秘書広報係）
税務課・課税係主事 村中泰允 （税務課・納税係）
税務課・納税係主事 田中洋佑 （産業課・商工係）

（行財政課・財政情報推進係）

京都地方税機構山城中部地方事務所派遣 岩上知華



住民福祉課・福祉介護係主事 頼成美信 （会計課・会計係）
町社会福祉協議会派遣 郷ひろ江 （国保健康課・健康推進係）

子育て支援課・子育て支援係主事 平山沙貴（総務課・庶務係）

（社会教育課・社会教育係）

都市整備課・建設総務係主事 小川友樹



（住民福祉課・戸籍住民係）

学校教育課・子育て支援係主事 野﨑麻里依



さやまこども園・保育教諭 小泉尚香 （みまきこども園）
みまきこども園・保育教諭 藤田純子 （とうずみこども園）
総務課長 馬場﨑將文 （総務課・施設係長）
総務課・施設係長 齋藤大介 （予防課・指導係主任）
予防課・指導係長 青木勇 （警防課・救急救助係長）
警防課・救急救助係長 梅本隆裕 （予防課・指導係長）
総務課・施設係主任 横田雄志 （警防課・警防係主任）
予防課・指導係主任 坂本隼平 （警防課・救急救助係）
警防課・救急救助係主任 保坂貴洋 （総務課・施設係主任）
予防課・予防係員 吉田直樹 （警防課・救急救助係）
予防課・指導係員 馬場﨑元基 （総務課・庶務係）
予防課・指導係員 鈴木大輔 （総務課・庶務係）
警防課・警防係員 川那辺樹 （総務課・庶務係）

税務課・納税係主査 篠田賢吾（都市整備課・都市計画係主査）

住民福祉課・福祉介護係主査 田口雄基（産業課・農政係主査）

事業建設部参事 三嶋孝佳 （京都府から割愛）
国保健康課・健康推進係保健師 村上由雅
学校教育課・学校教育係指導主事 小川伸二（京都府教育委員会から割愛）

さやまこども園・保育教諭 森本博美
さやまこども園・保育教諭 松林利佳
みまきこども園・保育教諭 北村朱莉
とうずみこども園・保育教諭 小寺悠希奈
とうずみこども園・保育教諭 下野瑞起
住民福祉課・老人福祉センター専門員 大久保淳
巨椋池排水機場管理協議会派遣 吉岡俊郎
学校教育課・東角小学校専門員 奥田光弘
社会教育課・社会教育係専門員 岸均
事業建設部担当部長 西田剛 （京都府へ帰任）
消防本部消防長 森保彦
会計管理者 大久保淳
とうずみこども園長 千田春美
上下水道課・課長補佐 川越康弘
学校教育課・課長補佐 野田貴志（京都府教育委員会へ帰任）

さやまこども園・主任保育教諭 渋谷美絵
住民福祉課・福祉介護係主事 石川郁 （京都府へ帰任）

新型コロナウイルスワクチン接種に備え、国保健康
課に新型コロナワクチン接種担当課長を新たに配置
するとともに、ワクチン接種担当として、住民福祉課
長、子育て支援課長、国保健康課長、保健師、国保健
康課健康推進係員 名に兼務辞令を発令しました。
15

笑顔あふれる新規採用職員

（国保健康課・国保医療係）

行財政課・行政管財係主事 蒲田真希



税務課・課税係主事 宮地亜理紗 （総務課・庶務係）

係長級
主査級
新規採用

再任用

退職

2
広報くみやま 2021 年４月15日
広報くみやま 2021 年４月15日
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部長級
課長級
課長補佐級
一般職
消防本部

主査級
一般職

新型コロナウイルス感染の
再拡大を徹底して防ぐために
感染防止対策の徹底に引き続
きご協力をお願いいたします。

月 19 日㈪～５月 14 日㈮ 問合せ／

おはなし会

社会福祉協議会

ボランティアスタッフによる絵本
日 時 ／４月 24 日 ㈯

午 前 10 時

ホームページで情報

30 分～11 時 場所／ゆうホール３

を提供しています。

階交遊室 費用／無料

申込／不

要（先着 10 人） 問合せ／図書館☎
0774（45）0003

募集・催し

子ども読書の日
・こどもの読書週間

昨年度は新型コロナウイルス感染
症の影響で中止しましたが、本年度
は事業形態を変更し、３密を回避し
感染症対策を十分行ったうえで、開
催する予定です。
詳しい募集内容はあらためて広報
くみやまでお知らせします。
本年度は各老人クラブ・シニアク
ラブへ取りまとめの依頼は行いませ

しょに よもう、いっぱい

よもう」

です。
図書館では「こんなえほん

ある

よ」をテーマに、おすすめの絵本の
月 23 日㈮～５月 16 日㈰です。
問合せ／図書館☎ 0774（45）0003

町体育振興会では、ニュースポー
ツのインドアホッケー体験会を実施
します。
日 時 ／５月９日 ㈰

午 後１時 30

分～３時 30 分 場所／総合体育館
メインアリーナ
ッケー協会
能性有
まで

講師／京都山城ホ

その他／人数制限の可

申込／要申込。５月７日㈮
問合せ／社会教育課

たけもと かずこ

岸喜代至さん（東一口）、武元和子
はっとりひろ こ

さん（大橋辺）、服部浩子さん（栄）
知的障害者相談員
浅井薫さん（森）
問合せ／住民福祉課

小児定期予防接種
下記対象の人は、母子手帳を確認

【第１期】生後 12 か月～24 か月未
満。10 か月児健診で予診票を渡しま
す。
【第２期】平成 27 年４月２日～28 年

日時／５月 24
日㈪

午前 10 時

～正午

場所／

細は申込時にお伝えします） 対象／
未就園の子どもと保護者

内容／芋

の苗植え 定員／10 組（先着） 費
用／１組 200 円 申込／要申込。４

すのでご注意ください。

給しています。
この奨学金の申請は毎年度必要で
す。申請が遅れると申請月の翌月か

できないときや、併給調整が行われ
るときがあります。
対象／乳幼児～高校生の子どもを
養育している母子家庭の母親など
申込／５月 31 日㈪までに申請書に民
生児童委員か、ひとり親福祉推進員
の証明を受け持参か郵送

問合せ／

子育て支援課

令和３年度の国民年金保険料は、

日本脳炎ワクチン
平成 19 年４月１日以前に生まれ、
かつ 20 歳未満の人は、特例対象とし
て、接種回数（４回）の不足分を定

月額１万 6,610 円です。金融機関や
郵便局、コンビニエンスストアでの
納付のほか、クレジットカードでも
納付できます（要申込）。
口座振替ご利用で毎月納めるとき
でも、当月分保険料を当月末に引き
落とす「早割」にすると、月額 50 円

信貴

田口

ヒサヱ（101歳・相島） 田井

千代子（93歳・田井）

上下水道料金（２･ ３月分）

石川

浩（79歳・佐山）

あい子（97歳・栄）

坂

隆雄（88歳・佐山）

こども園保育料（４月分）

龍見

の割引があり、便利でお得です。

納期限は４月30日㈮

温子（98歳・坊之池）

徹也（88歳・佐山）

（敬省略。３月受付分）

問合せ
上下水道課
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。

口座振替の申込みは、口座振替申

広報くみやま 2021 年４月15日

004 へ。050 から始まる電話からは
☎ 03（6630）2525 へ

犬・猫のふんの後始末
飼い主の責任です
道路や公園など公共の場や他人の
土地などに犬・猫のふんを放置する
と、不快なだけでなく、不衛生です。
良好な生活環境の保全と地域の環
境美化のため、ルールとマナーを守
り、飼い主一人ひとりの自覚と責任
ある行動をお願いします。
問合せ／環境保全課か、山城北保
健所☎ 0774（21）2912

ゴールデンウィークのごみ収集

口、日本年金機構のホームページに
あります）に必要事項を記入 ･ 押印
し、口座をお持ちの金融機関 ･ 郵便
局か京都南年金事務所☎ 075（644）
1165 へ。クレジットカードでの納

より、一般住宅でも消火器の設置が
義務づけられました」、「お宅の消火
器は今の基準に適合していないので、
新しく購入する必要があります」な
どと言葉巧みに強引に購入を勧めら
れ、料金を請求される被害が発生し
ています。
不審に思ったときは、はっきり断
り、お金は払わず、消費生活センタ
ー、警察、消防に相談しましょう。
次のポイントに注意しましょう。
①一般住宅
に消火器の設
置義務はあり
ません、②あ
やしいと思っ
たら、勇気を
もってはっきり断りましょう、③身
分証明書の提示を求めましょう、④
相手が脅迫的な言動にでたときは、
速やかに警察へ通報しましょう、⑤
書類や契約書をよく読み、むやみに
サインするのはやめましょう
気づかずにサインや承諾しても、
一般家庭では８日以内ならクーリン
グ・オフが可能です。相談窓口は消
費者ホットライン（全国統一番号）
局番なし 188 か産業課まで

問合せ

／消防本部

ごみの収集を行います。交通事情な

バス・のってこタクシー回数券
高齢者の購入に助成
印鑑と身分証明書を必ず持参

どで収集時間が遅れるときがありま

路線バスやのってこタクシーの利用

ゴールデンウィークも通常どおり

すのでご了承ください。
大型ごみ（有料）も通常どおり木
曜日に収集します（要申込）。
内容／４月 29 日（木・祝）＝通常
通り、５月１日㈯、２日㈰＝収集は
ありません、３日（月・祝）～５日

出書（国保健康課や年金事務所の窓 （水・祝）＝通常通り

付の問い合わせは同事務所へ。
5

んきん加入者ダイヤル☎ 0570（003）

京都府の他の奨学金制度と併給が

を送ります。年度内（令和４年３月

大塚

申請 ･ 問合せ／国保健康課か、ね

ます。期限までに申請してください。

国民年金保険料の納付

諸税など

会社などを退職して学生となった人

金などが受けられないときがありま

はやわり

おくやみ

申請には所得基準がありますが、

れると、万が一のときの障害基礎年

育て支援課

４月１日生まれ。個別通知で予診票
31 日まで）に限り無料です。

城 陽 市 寺 田（詳

いにすることができます。

らの支給となり、支給額が減額され

あさ い かおる

麻しん風しん混合ワクチン

親子ニコニコ子育てサロン

承認されると在学中の保険料を後払

申請は毎年必要です。手続きが遅

 問合せ／子

京都府では、母子家庭奨学金を支

きし き よ し

料が納められないときは、申請して

す。

きます。

い。
身体障害者相談員

学生で収入が少なく国民年金保険

もそれを考慮した審査が受けられま

わせて接種で

相談を希望するときはご連絡くださ

し、対象期間内に接種しましょう。

問合せ／社会教育課

は、特例対象として、不足回数分を

母子家庭奨学金

展示・貸出を行います。展示は、４

ん。個人での申込みとなります。

インドアホッケー体験

障害者の地域での生活を支援する

者やその家族からの相談に応じます。

どもの読書週間」で、標語は「いっ

（３回）の接種が完了していないとき

未満の間に合

公的機関や関係団体と協力し、障害

す。４月 23 日㈮～５月 12 日㈬は「こ

れ、かつ 13 歳未満の人で、第１期

第２期の対象期間である９歳～13 歳

障害者相談員が
相談をお聞きします
ため、町の委嘱を受けた相談員が、

４月 23 日は「子ども読書の日」で

いきがい大学の開催予定

平 成 21 年 10 月１日 以 前 に 生 ま

おしらせ

や紙芝居の読み聞かせをします。

期接種として受けることができます。 国民年金保険料学生納付特例



問合せ／環境保全課

悪質な消火器などの
訪問販売にご用心
消火器などの販売業者を名乗る訪
問販売事業者から、「消防法の改正に

促進、高齢者の外出支援のために実施
します。
対象／４月１日現在で町内在住で
70 歳以上の人 内容／購入代金の半
額を助成（年度内 2,500 円を限度）
その他／高齢者専用バス回数券は高齢
者助成申請時だけの販売で、京都京阪
バス㈱の路線しか使用できません 申
込／印鑑と身
分証明書を必
ず 持 参 問
合せ／新市街
地整備室

広報くみやま 2021 年４月15日
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広報くみやま

KUMIYAMA

省エネ対策学習会
▶日時 ５月 21 日㈮

午後２時～３時 30 分

▶場所 ゆうホール交流ホール

▶定員

40 人（先着）

▶申込

要申込。４月 30 日㈮まで。保育ルームを

▶費用

▶対象 町内在住・在勤の人

▶内容 講演「SDGs と気候変動対策（エネルギー

をクリーンに！そして住み続けられるまちへ！）」

▶講師 京都府地球温暖化防止活動推進センターの
かわ て みつはる
川手光春さん

希望する人は、申込時に連絡をしてください。電
話可

町政に対する意見などを町政運営に反映するた

15

2021
No.1069

め、町政モニターを募集します。
▶対象

町内在住・在勤で 20 歳以上の人。（過去３

回答がないときは減額）

▶申込

５月７日㈮までにハガキ（当日消印有効）

か、FAX、E メールで、「町政モニター希望」と

年間＜平成 30 年度～令和２年度＞の経験者は除

明記のうえ、住所 ･ 氏名（ふりがな）･ 年齢 ･ 職業

く）

･ 電話番号、在勤者は勤務先名と住所を記入して

▶期間 令和４年３月まで

総務課へ。あて先の住所などは欄外左側をご確認

■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 )

▶定員 50 人（先着）

▶謝礼 ３千円相当の商品券（依頼したアンケート

GW

環境保全課

▶問合せ

町政モニターを募集
４

無料

ください

▶問合せ

総務課

公共施設のお休み
施設名

４/28 ４/29 ４/30 ５/ １ ５/ ２ ５/ ３ ５/ ４ ５/ ５ ５/ ６
㈬ （木・祝） ㈮
㈯
㈰ （月・祝）（火・祝）（水・祝） ㈭

休

久御山町役場

休

休

休

休

問合せ
☎ 075（631）6111
☎ 0774（45）0001

休
休

クロスピアくみやま

☎ 075(632）2300

あいあいホール

休

休

休

休

休

☎ 0774(41)2263

荒見苑

休

休

休

休

休

☎ 0774(44)3405

休

図書館
いきいきホール
ゆうホール

■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

総合体育館

休

☎ 0774(45)0003

休

☎ 0774(41)3466
☎ 0774(45)0002

休

☎ 0774
（44）3700

屋外スポーツ施設

☎ 0774
（44）3700

手話 で

コミュニケーション

1

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

「 よろしくお願いします 」

Lesson.7

「良い・よろしく」の手話（①）と「お願
い・頼む」の手話（②）を組み合わせます。

右手拳の親指側を
鼻先に置きます。

４月８日正午現在の町内在住の新型コロナウイルス感染者数＝43人
（京都府発表）

拳を開きながら頭と
同時に下げます。

開庁時間＝８：30 〜 17：15
（土・日・祝を除く）

