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親子で放水体験

気分
は
消
防
士！

消防や防災を学ぶ講習会を開催

今日からぼくたち は 消防マイスター
８月７日、地域防災の重要性や命を守る技術を習得してもらうため、小学３・４年生を対象
に消防マイスター３級講習会を開催しました。当日は親子７組が参加し、煙体験や放水体験な
ど普段できない体験を通じて防災意識を高めました。各体験の間には、消防車に乗ったり、救
助工作車をバックに記念撮影をするなど貴重な経験をしました。講習会の最後には、消防署長
から参加者に「認定証」が交付され、消防マイスターに認定されました。

災害時の防災マップを作成
〜親子で協力してマイ防災マップ〜

Fire engine

Map

地震や水害が起こったときの避難経

路を親子で考え、防災マップを作成し
ました。災害時に自分自身の身を守る
ためには、あらかじめ地域特性や洪水
特性に応じた避難方法やルートを十分

理解しておくことが大切です。
参加者は、川や橋の位置なども確認

し、安全に避難所へ行く方法を探った
り、ハザードマップも活用し洪水浸水想
定区域や自宅の浸水深を確認しました。
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浸水したときの水深が
低いところでは、2階な
ど高いところに避難する
「垂直避難」も有効です。

ワンポイント
アドバイス
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Voice

Fire

子どもたちに身を守る方法を知ってもらいたい
何気なく暮らしている日常生活には、たくさんの危険が潜んでおり、大人であ

火災時を想定した煙体験
〜真っ白で前が見えない〜

火災時の煙の状況を再現した煙ハ
ウスで火災時の煙の怖さと避難方法

れば簡単に危険を回避できることでも、子どもたちにとっては難しいものです。
危険な状況に遭遇したとき、自分で考え、自分で危険を回避する行動がとれるよ
う、子どもたちに身を守るための方法を知ってもらいたいと思っています。

を体験しました。中は迷路のようにな
っていて前に進むのも一苦労。前が
見えないため、方向感覚がなくなり出

消防マイスターは楽しく学べる場
楽しみながら消防や防災を学んでもらうため、新たな取り組みとして、学年に
応じた講習会を開催することとしました。少しでも多くの子どもたちに参加して
消防本部

消防署長

はしもと

Smoke

口に向かうことが困難です。
参 加 者は真っ白で 何も見えない
中、１歩１歩確認しながら何とか出口

もらい、いざというとき、安全な行動がとれるようになってもらいたいですね。

おさむ

実際の火災現場では、
煙を吸うと倒れてしまう
ので、姿勢を低くし口と
鼻をタオルなどで押さえ
ましょう。

ワンポイント
アドバイス

までたどりつきました。

橋本 修

※煙は吸い込んでも体に安全なものを使用しています。

人の命を一番に活動
消防士はどんな状況の現場活動でも、常に人の命を一番に活動しています。消

防活動や救助活動で、迅速な活動をするためには、たくさんの知識や技術が必要
です。そのために、日頃から厳しい訓練を行い、命を守れるよう準備しています。
消防士の活動に興味を持ってもらえれば
消防マイスターでは、普段できないような消防活動体験など、楽しく学べる内
容となっています。時間が限られている中で、すべてを伝えることはできないか
もしれませんが、この講習会をきっかけに子どもたちが防災について考えたり、
消防士の活動に少しでも興味を持ってもらえればいいなと思います。

まずは、近くの人に火災
が発生したことを伝える

ことが大切です。大きな
「火事だ」と知らせ
声で、

消防本部 消防副士長

ワンポイント

ひとし

小森 倫

アドバイス

きっかけは消防署での職場体験
消防士をめざしたきっかけは、中学生の時に職場体験で消防署に行ったことで
した。ロープワークなど、消防士としての基礎を優しく教えてもらい、消防の仕
事の意義や大切さ、消防士の凄さや優しさに憧れを抱きました。小学生のときに

消防副士長

行った消防署見学と違い、参加型の体験であったことが良かったと感じています。
将来の消防士が生まれたら嬉しい
今回の消防マイスターは、幅広い世代が参加できる体験型の内容となっている
ので、消防についての理解を深めやすいと思います。今回の体験を通じて、消防
に興味を持ってもらい、この中から将来の消防士が生まれたら嬉しいですね。

お お の りゅういち

きみも消防マイスターになろう！ 消防マイスター１級・２級講習会を開催
問合せ／消防本部
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put out

アルファ米を使用した非常食
〜水だけで完成〜
電気・ガスがなくても水だけででき

大野 竜 一

消防マイスター１級（中学生以上を対象）
日時／ 11月13日㈯ 午前８時30分～午後０時30分
対象／中学生以上
定員／ 10人程度
費用／無料
内容／普通救命講習、災害対応講習など

水の入った水消火器で消火器の使用
方法を練習しました。火災の拡大を防
ぐためには、初期消火が重要になってき
ます。いざというときのために正しい使
い方を身につけました。
消火器は放射する位置まで運んでか
らピンを抜き、ホースの先端をしっかり
持ち、火元に向けて放射します。参加
者は目標物に目がけ放射し、成功を告げ
るブザーが鳴り、消火に成功しました。

ましょう。

こもり

消防本部

水消火器で消火体験
〜ねらいを定めて放射〜

消防マイスター２級（小学５・６年生を対象）
日時／ 12月25日㈯ 午前９時～正午
対象／小学５・６年生とその保護者
定員／５組程度
費用／無料
内容／応急手当講習、放水・レスキュー体験など

るおにぎりを試食しました。長期保存
も可能で、災害時に役立ちます。水を
注いで60分、お湯なら15分待つと、
おにぎりが完成。

参加者は「思っていたより美味し
い」、「案外いける」と感想を口にしま
した。

を
水かお湯
！
け
だ
ぐ
そそ

Onigiri
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れるわがまち『くみやま』」の発展を、まさに体現さ
れてこられた皆さまに、深く敬意を表しますととも

本来であれば、敬老会におきまして、皆さまの元気な
お姿にお目にかかるはずでしたが、新型コロナウイルス感染症

広報紙にインターネットや

開催を検討しています。詳細が

を対象とした「スマホ教室」の

現在、町では、主にシニア層

る人もおられると思われます。

も使用方法が分からず諦めてい

ため、使いたい気 持ちはあって

を使用しなければ確認できない

の情 報 は、スマートフォンなど

信 しています。一方で、それら

ＮＳなどでさまざまな情報を発

Ａ 町では、広報紙以外にもＳ

用して、指導をお願いします。

します。各自治会や集会所を活

にはアプリの活用は難しい気が

ンを所持していますが、高齢者

高齢者まで日常でスマートフォ

がありました。今や子どもから

ＳＮＳで情報発信している記事

Ｑ

本町では、介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮

決まりましたら、広報紙などで
ご案内します。

し

目となる「久御山しみずの里」が開設されました。この佐山西ノ口地区を

ん

『メディケアゾーン』に位置づけ、既存の急性期医療、介護期生活支援に

き

や す た か

ますますのご長寿とご多幸を心からご祈念申し上げます。

日々、ごみ収集の時間が違

皆さまにおかれましては、これからも健康にご留意されますとともに、

ごみ収集は、公平性の観点

空缶を出すとき、踏みつぶ

すか。

各家庭に呼びかけてはどうで

の増加にもつながります。

して小さくして出せば、収集量

Ｑ

空缶の出し方に関する質問

問合せ／環境保全課

願いします。

いません。ご理解・ご協力をお

りますので、収集時間は定めて

間やルートを変更することもあ

量や交通事情などにより収集時

トで収集していますが、ごみの

また、おおよそ決まったルー

す。

らないように体制をとっていま

から地域によって収集時間が偏

Ａ

ているのですか。

うようですが、収集時間は定め

Ｑ

寄り添ったケアの充実を進めてまいりたいと考えております。

Ａ 町では、アルミ缶とスチー

京都府では、９月15日の老人の日に合わせて府内
長寿者を発表し、本町在住の藤井夏枝さんが府内最高
齢となりました。
藤 井 さ ん は 明 治43年 生 ま れ の111歳。 佐 山 出 身

品として、商工会発行の商品券１万円分をご自宅に書留郵送しています。
金婚を迎えられたご夫婦には記念祝品をご自宅に配送しています。

Ｑ

毎日午後５時に、防災行政

すと、かさも少なくなり、収集

無線から音楽やメッセージが放

どし、内容が聞き取れるよう工

後も文節ごとの間隔を空けるな

取りにくさを改善するため、今

ご指摘いただいた内容の聞き

めているところです。

やすいものになるよう改善に努

ードなどを含め、より聞き取り

からの放送は、声の高さ・スピ

Ａ 防災行政無線のスピーカー

りづらいです。

重に聞こえ、その内容も聞き取

できる量も増えますが、現在の

ごみ収集車が狭い道路を

㌔で走っていました。夏

夫していきます。
スピーカーから放送する災害

Ａ 委託業者には日頃から法令

っていますか。

集していますので、登録をお願

型戸別受信システムの登録も募

話・ＦＡＸでお知らせする登録

時の緊急情報などをメール・電

遵守及び安全運転を最優先に業

問合せ／総務課

いします。

う改めて指導し、安全運転の徹

の状況に配慮して業務を行うよ

す。ご指摘の内容を受け、周囲

務履 行するよう指 導していま

安全運転の指導はどのようにな

も が 飛 び 出 す 危 険 も あ り ま す。

休みの時期などは、道路に子ど

㌔～

Ｑ

ごみ収集車の安全管理に
関する質問

問合せ／環境保全課

いただきます。

しくなりましたら、検討させて

今後、一度の収集で対応が難

なっていません。

送されていますが、声が２重３

防災行政無線に関する質問

問合せ／環境保全課

９月22日に予定していた敬老会は中止となりました。満77歳（喜寿）、

ところ収集に支障がある量には

ご提案のとおり、つぶして出

クルしています。

ト長谷山で磁石選別してリサイ

ふ じ い な つ え

底を図ります。

問合せ／住民福祉課
到着しましたら、祝品をご確認ください。

信貴 康孝

これまで特別養護老人ホームは「楽生苑」のみでしたが、今春、２カ所

ごみの収集時間に
関する質問

た取組を進めております。
ル缶を一緒に回収し、エコポー

商品券の期限は令和４年１月31日㈪です。お早めにご利用ください。

ご自宅に郵送します

満88歳（米寿）、満99歳（白寿）の節目を迎えられた特別高齢者には敬老祝

敬老祝品は

▲藤井夏枝さん（111歳）

贈呈しました。

久御山町長

の影響により、残念ながら、中止させていただきました。

スマートフォンアプリの
支援に関する質問

皆さまのご長寿を心からお祝い申し上げます。

いつまでもお元気で

長年にわたって社会や地域でご活躍され、
「次代に誇

エコーラインに
お答えします

に、感謝を申し上げます。
問合せ／行財政課

で、70歳代まで家業の茶業に携わり、90歳頃まで家事
もこなされていました。現在は、特別養護老人ホーム
「楽生苑」で過ごされており、食事はしっかりと口か
ら摂り、健康を維持されています。
町では、藤井さんの長寿をお祝いして、お祝い状を
30

らせるまちづくりをめざし、
『全世代地域包括ケアシステム』の構築に向け
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府内最高齢に藤井夏枝さん
町からお祝い状を贈呈
40

加え、回復期リハビリ病院の誘致に努め、全世代（各ライフステージ）に

高齢者の皆さまへ

TOPIC

＋
New

新型コロナワクチンバンクの登録者募集
ワクチン接種の急なキャンセルによるワクチン廃
棄を無くすため、すぐに会場に来て接種を受けられ
る人の登録を受け付けています。
12歳以上の町内在住・在勤・在学の人

▶対象

▶接種場所

京都岡本記念病院、久御山南病院

▶受付期間

10月29日㈮

正午まで

接種を希望する人は、早めのご予約を！

新型コロナワクチンの集団接種は10月29日で終了します

・本 人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイ
ナンバーカードなど）
▶その他
・ワクチンバンクで１回目の接種を受けた人は、
２回目の接種も本町で接種できます。
・15歳以下の人は、保護者の同伴が必要です。

くみやまワクチンコールセンター☎

・キャンセル発生時、接種会場から電話します。

050
（3161）
0012へ電話予約
（受付は、平日午前

・電話に出られないときや指定時間（電話連絡か

８時30分～午後５時）。※接種券番号・氏名・生

らおおむね30分以内）に来場できないときは、

年月日・電話番号、在勤の人は会社名と所在地、

次の登録者に連絡をします。

▶登 録方法

在学の人は学校名をお聞きします
▶接種日に持参するもの
・接種券
（クーポン券）
・予診票
（必要事項を記入してください）

・ワクチンバンクで接種を受けたときは、集団接
種の予約を取り下げてください。

バーカードなど）

・個別接種は、医療機関により予約の受け入れ状況が

その他
・キャンセルや予約時間に遅れるときは、必ず予約先

・久御山南病院は、個別接種に切り替わりますので、

にご連絡ください。

11月以降の予約は直接病院へしてください。

・当日は、肩の出しやすい服装でお越しください。

・コールセンター受付は、
10月29日㈮で終了します。



問合せ／国保健康課
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金 は 禁 止 し て い た が、 友 達 か ら

「キャリア決済を使うとお金がか

からないでゲームができる」と教え

てもらったようだ。キャリア決済は

済完了メールは届いていなかった。

パスワード入 力の必要がなく、決

使わせている点です。トラブルを

★

新型コロナウイルスの感染拡大

防ぐため、①オンラインゲームで

問合せ／産業課

トラブルのきっかけとして最も

の影響で、自宅で過ごす時間が長

課金するときのルールを話し合い

子どものオンライン
ゲーム課金を
防ぐには？

目立つのは、スマートフォンなど

くなっています。「おうち時間」に

を子どもに利用させず、子どもの

ましょう、②保護者のアカウント

消費生活110番

を保護者のアカウントで子どもに

庭用ゲーム機でオンラインゲーム

アカウントを管理、保護できるよ

スマートフォン・タブレットや家

をする中で、子どもが保護者の許

う に「 ペアレンタルコントロ ー

ル」を利用しましょう、③保護者

可なく課金してしまったというト

ラブルが急増しています。

環境保全課

のアカウントで利用させる場合、

▶問合せ

今後の被害発生防止のため、相

午後１時を除く）

や

前９時～午後４時30分（土・日曜日、正午～

や

午

い

午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）

「課金を防ぐ」
、「 課 金 に 気 づ く 」

・持 込み（窓口回収）＝10月１日㈮～ 29日㈮

談事例を紹介します。

▶提供方法

ため、事前に保護者のアカウント

飲料は不可

【 事 例 １】子どもが、家 族 共 有の

※アルコール

設定を確認しましょう。

表示など、成分表示があるもの

タブレットを使ってオンラインゲ

不要
（どなたでも参加できます）

★

▶申込

ームで遊び、１５０万円以上も課

売者などが表示されているもの、④アレルギー

消費生活のトラブルは、消費者

無料

ホ ッ トライン「 ☎ １ ８ ８」
、京 都

▶費用

金をしていた。タブレットには、

・外装に破損・汚れがないもの、③製造者・販

親がクレジットカードの番号を登

80人
（先着）

府 消 費 生 活 安 全センタ ー ☎ ０ ７

▶定員

７４
（２１）
２１０３へ。

日以降で常温保存できるもの、②未開封で包装

録していた。クレジットカード会

①賞味期限が令和４年１月１

石井眞澄さん・千晶さん

広報くみやま 2021 年10月1日

注意事項

５
（６７１）
０００４、京都府山城

▶提供できる食品

・引取（自宅回収）＝10月１日㈮～ 29日㈮

9

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナン

社からの決済完了メールは、子ど

まだ賞味期限があるのに消費できない食品を、

▶講師

総務課

続き実施します。

広域振興局商工労働観光係☎０７

庭など消費できる人へ譲りましょう。

▶問合せ

・予診票（必要事項を記入してください）

もが「ゴミ箱」のフォルダーに入

講演「結婚をめぐる差別との闘い～部落

でにご連絡ください

久御山南病院は、11月から個別接種に切り替えて引き

れており気づかなかった。

▶内容

要な人は、10月28日㈭ま

・接種券（クーポン券）

毎 週 木 曜日 午 後 １時～４時に

地域の福祉団体やフードバンクを通じて、別の家

手話通訳・要約筆記、保育ルームが必

実施する大規模接種会場で接種してください。なお、

【事例２】子どもが、家族のスマー

役場５階コンベンションホール

▶その他

接種時に持参するもの

は、消費生活相談員が役場で無料

フードドライブを開催

▶場所

ちあき

期限以降に接種を希望する人は、個別接種や国・府が

コ ラ ム

食品ロス削減のため

11月９日㈫

いしいますみ

に掲載しています。

国保健康課

▶日時

問題と向き合う私たち～」

10月３日㈰、久御山南病院は10月15日㈮です。予約

トフォンを使ってゲームアプリで課

午後２時～３時45分

や国・府が実施する大規模接種会場はホームページ

相談を受け付けています。

人権啓発研修会を開催

い。１回目接種の予約期限は、京都岡本記念病院は

金し、高額な料金が発生した。課

部落問題と向き合う私たち

・久御山町・宇治市・城陽市の個別接種協力医療機関

異なりますので、電話などで直接ご確認ください。

・予約済の人も申込可（集団接種の予約者のみ）。

▶問合せ

集団接種を希望する人は、お早めにご予約くださ

8

＋
くみやま認定『げんきサポーター』募集

高齢者等インフルエンザ予防接種費用を助成

地域で体操やウォーキングなどを通じた健康づく

高齢者の季節性インフルエンザの発症と重症化を

▶日 時 10月18日、11月１日・15日・29日、12月13

りと介護予防運動、町内ウォーキングコースを利用

日
（いずれも月曜日）
全５回 午前10時～ 11時30分

した正しい歩き方の技術と効果、これらの指導を通

▶場所

いきいきホール

じた地域の見守り支援を行う『げんきサポーター』

▶対象

町内在住・在勤・在学の18歳以上の人

を募集します。

▶内容 体操やウォーキングなど健康づくり・介護

養成講座を実施し、講座終了後はそこで得たノ

予防運動の正しい理解と指導法、ノルディック

ウハウを生かし、くみやま認定げんきサポーターと

ウォーキング、町内ウォーキングコースのフィー

してご自身のアイデアで地域で活動していただきま

ルド実習、くみやまオリジナルアプリ（仮称）の活

す。

用など
▶費用

無料

ため、いきいきホールの職員をはじめ、経験豊かな

▶定員

10人（先着）

健康運動指導士が指導します。

▶申込・問合せ

受けてください。

住民福祉課

▶持ち物

一部負担金1,500円、健康保険証など本

人確認ができるもの
①生活保護世帯・住民税非課税世帯・中

国残留邦人の人は、一部負担が免除されます。接
▶期間

10月20日㈬～ 12月28日㈫

種前に、国保健康課で免除申請手続きが必要で

▶場所

久御山町・宇治市・城陽市など京都府内の

す。接種後の申請で返金はできません、②接種回

①町内在住で接種時に65歳以上の人、②

数は期間中１回です、③新型コロナワクチンと
は、前後13日以上の間隔をおいてください
▶問合せ

国保健康課

協力医療機関の場所

手続き方法

久御山町・宇治市・城陽市内の協力医療機関

不要です。

上記以外の京都府内の協力医療機関

接種の1週間以上前に国保健康課へご連絡ください。

京都府内の協力医療機関以外及び京都府以外の医療機関

「予防接種依頼書」の交付申請手続きが必要です。接
種の1週間以上前に、国保健康課へ来所かご連絡くだ
さい。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先

ています。高額な医療費は国保財政を圧迫し、財源

発医薬品）の特許期間が過ぎた後に新薬と同じ有効

である国保税の引き上げにつながり、加入者の負担

成分で製造した薬のことです。新薬に比べて開発費

がますます増えてしまいます。そうならないために

が安く抑えられるため、安価に製造できます。特に

も、日頃から健康に注意し、疾病予防に努めるな

糖尿病や高血圧症などで継続的に薬を服用している

ど、医療費の節約にご協力ください。

人は薬代を減らす効果が期待できますので、医師や

かかりつけ医をもちましょう

薬剤師に相談しましょう。
定期的に健康診断を受けましょう

四季のくみやま

町民カレンダーなどの写真募集
町民カレンダーなどに使用する町の魅力あふれる
写真を募集します。採用者には粗品をお渡ししま

健診はコロナ禍でも不要不急の外出にはあたりませ

ます。日頃から「かかりつけ医」を決め、体の不調

んので、特定健診などを受けて病気の早期発見・早

を感じたときなどは、早めに相談しましょう。

期治療を心がけましょう。心臓病や脳卒中の発症につ

ズ紙、写真の返却はしません）か、写真のデー

重複受診はやめましょう

ながる生活習慣病の多くは自覚症状がなく進行し、悪

タ（SDカード・メール）を提出

同様の症状や病気で複数の医療機関を受診するこ

化して初めて症状が現れます。病気になる前、健診結

とを、重複受診といいます。医療機関を変えると医

果でその予兆が見え始めたときに生活習慣の見直しを

療費を増やしてしまうだけではなく、同じ検査や投

することが大切です。ご自身の体の状態を知るために

薬により体に悪影響を与えてしまう心配がありま

も、年に１度は健康診断を受けましょう。

す。今受けている治療に不安があるときは、そのこ



問合せ／国保健康課

▶内 容

▶そ の他

名・電話番号・写真の題名・撮影場所・撮影日を
記入して提出
▶問合せ

す。

なお医者さんのことを、
「かかりつけ医」と呼んでい

広報くみやま 2021 年10月1日

による免疫の機能に障害がある人

▶その他

町 内 在 住 で 接 種 時 に60歳 以 上65歳 未 満 で、 心

術の高度化により、ひとり当たりの医療費が増加し

とを医師に伝え話し合ってみましょう。

11

２週間後から５カ月程度ですので、希望者は早めに

▶対 象

医療費の節約にご協力ください

日常的な診察や健康管理などを行ってくれる身近

ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した

協力医療機関（下表）

講座では必要な基礎知識と指導方法を身につける

国民健康保険
（国保）は、加入者の高齢化や医療技

予防するため、予防接種費用を助成します。

臓、腎臓や呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス

総務課

写真の印刷物
（ カラ ー プリントA4サイ

①令和２年～３年に町内で撮影したも

の、②作品の著作権は作者にありますが、使用権
は町に帰属、③画像の合成など著しい加工は不
可、④人物など被写体に対する肖像権の侵害など
の責任は負いません、⑤１人10点まで
▶申 込 12月28日㈫までに作品の裏面に住所・氏

▲2021年度版町民カレンダー表紙

広報くみやま 2021 年10月1日
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＋
財政の「健全化判断比率」を公表

高額介護合算療養費制度
病院で支払った医療費と介護サービス費との年間

全ての基準値で基準をクリア
度、社会保険など加入している医療保険が異なる場

の合計金額が限度額（下表）を超えたとき、申請すれ

合は、それぞれの保険ごとに合算します。

ば超えた額が後から支給されます。

申請

支給対象となる世帯と期間

令和３年７月31日時点で加入している医療保険

世帯内で、医療費と介護サービス費の両方に自己

に申請してください（期間末日に加入している医療

負担がある世帯です（医療費・介護サービス費のど

保険）。令和２年８月１日から継続して国民健康保

ちらかの自己負担が０円のときは対象となりませ

険か後期高齢者医療制度に加入している人で、本制

ん）
。対象期間は、令和２年８月１日から令和３年

度の対象見込の人には申請書類をお届けします。

７月31日までの12カ月分です。

令和２年８月１日以降に社会保険などに加入して

合算は世帯ごとに

いる期間がある人は、町では自己負担額を把握でき

同じ世帯の全員が期間内に負担した額を合算しま
す。同じ世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療制

ませんので、自身で自己負担額を確認のうえ、申請
してください。

問合せ／国保健康課・住民福祉課

所 得 区 分
（基礎控除後の総所得金額等）

【70 歳以上】
限度額
（※１）

（ア）901 万円超

212 万円

（イ）600 万円超 901 万円以下

141 万円

（ウ）210 万円超 600 万円以下

67 万円

（エ）210 万円以下
（住民税非課税世帯除く）
（オ）
住民税非課税世帯

60 万円
34 万円

※１限度額は、病院で支払った医療費と介護保険の介護サ
ービス費との合計金額（年額）です。
※２低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合、
限度額の適用方法が異なります。

所

得

区

限度額
（※１）

分

現役並み所得者 Ⅲ（課税所得690万円以上） 212 万円
（病院などでの窓 Ⅱ（課税所得380万円以上） 141 万円
口負担が３割） Ⅰ（課税所得145万円以上）
67 万円
一 般
（現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外）

56 万円

低所得者Ⅱ（世帯主や世帯の国保被保険者
が住民税非課税）

31 万円

低所得者Ⅰ （※２）
（世帯主や世帯の国保被保険者が住民税非
課税かつ、その世帯の所得が０円（年金の
所得は控除額を 80 万円として計算））

19 万円

一方、公営企業会計の健全性を表す「資金不足比

率」は、水道事業、下水道事業ともに資金不足額が

財政の健全性は、実質公債費比率、将来負担比

この算定結果から、町の財政は健全性を保ってい

表）

率、実質赤字比率、連結実質赤字比率の四つの指標
によって判断します。

四つの指標のどれか一つでも「早期健全化基準」

や「財政再生基準」を超えると、早期健全化計画（イ
エローカード）、再生計画（レッドカード）を策定

し、その計画に従って早期に財政の健全化を図って
いかなければなりません。

なく、健全性を保っていると言えます。

ると見ることができますが、引き続き健全な財政運
営に努めていきます。

※令和２年度決算は町議会の審議を経て、９月会議


で決算認定を受けることになります。

問合せ／行財政課

健全化判断比率

久御山町

財政再生
基準

性を判断します。この比率が「経営健全化基準」を

実質赤字比率
（一般会計の赤字比率）

早期健全化
基準

―

14.79㌫

20.0㌫

づき早期に経営の健全化を図っていくことになりま

連結実質赤字比率
（全ての会計の赤字比率）

―

19.79㌫

30.0㌫

全ての基準値で基準をクリア

実質公債費比率
（借入金の返済額から -1.3㌫
財政の弾力性を判断）

25.0㌫

35.0㌫

質赤字比率ともに数値がありません。

将来負担比率
（負債の残高から将来、
財政の圧迫度を見る指標）

350.0㌫

―

公営企業は、資金不足比率によって、経営の健全

超えると、
「経営健全化計画」を策定して、計画に基

■合算した場合の自己負担限度額（年額・令和２年８月～令和３年７月）
【70 歳未満】


令和２年度決算見込（※）に基づき、久御山町の健

全化判断比率や資金不足比率を算定しました。（右

す。

久御山町は、算定の結果、実質赤字比率、連結実
実質公債費比率は、マイナス1.3㌫（昨年度比0.2

ポイント増）で、基準と比較しても非常に低い比率
であり、健全性を保っていると言えます。

将来負担比率は、将来負担しなければならない負

債が少ないため、この比率はなく、将来的に財政を
圧迫する危険性は低いと見ることができます。

資金不足比率

―

久御山町

経営健全化基準

水道事業会計

―

20.0㌫

下水道事業会計

―

20.0㌫

実質赤字額・連結実質赤字額がないときや実質公債費比率・
将来負担比率が算定されないときは、
「―」と記載する。

三井住友銀行の窓口収納は令和４年３月31日をもって終了します
第４区・第７区・第８区投票所が変わります

13

料、上下水道料金ほか

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

31日をもって終了します。口座振替は引き続き利
用可能です。

京都銀行、三井住友銀行（口座振替のみ）、みずほ

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

▶対象の久御山町公金

銀行、りそな銀行、南都銀行、関西みらい銀行、

が今秋執行される予定です。棄権することなく、
あなたの大切な一票を投じましょう。
第４区・第７区・第８区の投票所を右表のとお
り変更しますので、ご注意ください。


三井住友銀行における窓口納付は、令和４年３月

問合せ／町選挙管理委員会事務局（総務課内）

広報くみやま 2021 年10月1日

変更前

変更後

第４区

みまきこども園本園

御牧小学校体育館

第７区

東角小学校図工室

栄３・４丁目集会所

第８区

とうずみこども園分園 久御山団地第２集会所

▶久御山町公金の取り扱い金融機関

町民税・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自

京都中央信用金庫、京都信用金庫、京都やましろ

動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢

農業協同組合、ゆうちょ銀行

者医療保険料、保育所保育料、幼稚園保育料、こ

▶問合せ

会計課

ども園保育料、こども園給食費、仲良し学級使用

広報くみやま 2021 年10月1日
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2021
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ま ちの
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り

情

♪
報局

nformation

2021

10

ま ちの

月２日㈯ 午前９時～８

10

施設の催し

ふれあい交流館
ゆうホール

申込は

日㈮ 午後９時

【休館日】毎週月曜日

【申込と費用】

全ての教室で事前の参加申込が必

要です。来館か電話で申込をしてく

ださい。

10

費用は来館申込時か開催日当日に

22

ゆうホール窓口（午前９時～午後９

月８日・ 日㈮ 午前

分 対象／町内在住・在

時）でお支払いください。

漢字出直し塾

時

日時 ／

時～

30 10

り

情

♪
報局

＋

nformation

インフォメーション

11

耳

寄

インフォメーション

5

2020 催しなどは、新型コロナウイ
May

ルス感染症の状況もふまえ、

2020

中止・変更することがあります。
詳しくは、ホームページ（QR

5

May

あなたの土地を再確認

地籍調査を実施します

地籍調査とは、土地の所有者・地番・地目・境界

コード）で確認

を確認して、現在登記されている土地情報の変更を

するか、担当課

行うものです。今年度は、佐古の一部で実施する予

にお問い合わせ
ください。

勤で
18

歳以上の人 内容／プリント

分

30

を使った自習形式で、小学校で習う

30

漢字からもう一度学び直します 定

員／ 人（先着） 費用／１００円

月９日㈯ 午前９時

分 対象／町内在住の小学

10

漢字の達人教室 ･
えんぴつ書き方道場

時

30

日時 ／

～

２ 年 生 以 上（大 人 の 参 加 可） 内 容

15

／漢字学習と書写教室を同時並行開

催 定員／ 人（先着） 費用／無料

月９日㈯ 午後６時～７

10

週末の星空観察会

日時 ／

時＝月と金星、木星、土星を観察、

時～正

10

日㈯ 午後６時～７時＝金星、木

星、土星を観察（受

分前まで。

付は当日の終了時

間の

雨天 曇
･ 天 中 止）
対象 ／星空に興味

のある人。小学生

日㈰ 午前

以下は保護者同伴

費用／無料

月

10

小学生
（親子）
科学教室

日時 ／

午 対象／町内在住の小学生とその

保護者。１～３年生は保護者の同伴

10

30

10

なぜ地籍調査が必要なのか

界を決定することはできません。
できる限り関係者と話し合って、境界の確認を行

に作られたもので、土地の境界が不明確であり、土

うようご協力をお願いします。

地の実態を正確に把握できていません。

境界が決まらなかったときは

そのため、隣地との境界トラブルや、土地の利活
用の停滞などの要因にもなっています。
地震や水害が発生した地域で、地籍調査が未実施
の地域では、復旧作業を迅速に実施することができ
ず、復興の妨げになることがありました。
トラブル防止などメリットが
地籍調査を行うと、土地が正確に記録され登記所
に保存されます。それにより、土地に関するトラブ
災害が発生して、土地の形状が変化しても、土地

立ち会いが行われないときや、立ち会いをしても
同意に至らなかったときは、その土地は ｢筆界未定｣
となり、改めて、町が地籍調査をすることはありま
せん。
筆界未定となった土地の境界を確定するときは、
土地所有者の個人負担で、地図訂正（境界確定・測
量）の登記申請を行うこととなります。
今年度の地籍調査
今年度は、佐古の一部で実施予定で、該当する土
地所有者へは立ち会いの案内を郵送します（新型コ

の境界を再現することができます。

ロナウイルス感染拡大防止のため、地籍調査資料の

土地所有者の立会いが必須

郵送をもって、説明会の代わりとします）。立ち会

土地の境界は、隣接する土地の所有者同士で決め

いを実施するための事前調査として、身分証を携帯

る必要がありますので、立ち会いが行われなけれ

した委託業者が測量や仮杭の設置を行いますので、

ば、土地の境界を決めることができません。

ご理解とご協力をお願いします。

町から立ち会いの案内があれば、必ずお越しにな

▶問合せ

都市整備課

時
30

分 対象／町内在住のおおむね

人

歳以上の人 内容／ビー玉を使っ

たおもちゃを作ります 定員／

（先着） 費用／３００円

小学生将棋
オセロ大会

日㈰ 将棋の部＝午

15

50

が必要 内容／科学ビデオの視聴と

日・ 日㈬ 前半の

分、後半の部

50 27

簡 単 な 実 験 定 員 ／ ８ 組（先 着）

費用／無料

月

13

童謡を楽しむ会

日時 ／

10

時

月

24

10 10
時～

日時 ／
10

部＝午前

50

分 対象／町内

分～正午、オセロの部＝午

分 対象／町内

30

11

時

前９時

分～３時

30 30

11

時～

歳以上の人

50

＝午前

在住・在勤でおおむね

後１時

在住の小学生 定員／各 人（先着）

費用／無料

日㈫ 午前９時～午

12

内容／先生のピアノに合わせて童謡

などを楽しく歌います 定員／各

人（先着） 費用／資料代

月

26

40

お茶セミナー

日時 ／
10

基礎からの工作教室

17

日㈰ 午前９時～正

分 対象／町内在住・在勤

30

10

月

後２時

歳以上の人 内容／和束町の茶

18

日時 ／

午、午後２時～５時（いずれか選択）

で

園の散策とお茶の淹れ方を学習し、

対象／町内在住の小学生 内容／ビ

ー玉を使ったおもちゃを作ります

緑茶と茶団子を楽しみます。昼食は、

人（先 着） 費 用 ／ ３ 千 円

季 節 の 御 膳 で 満 喫（町 バ ス 利 用）

定員／

（昼食代含む）

アイデア工作教室

15

定 員 ／ 各 ８ 人（先 着） 費 用 ／ ３ ０

０円

大人ビデオ鑑賞教室

30

分

広報くみやま 2021 年10月1日

20

日㈬ 午後１時

分

30

10

月

日㈮ 午後１時

29

分 対象／町内在住・在勤

月

10

日時 ／

～３時

日時 ／

30

分 対象／町内在住・在勤

歳以上の人 内容／ダンボール

～４時

で

人（先 着）

などを利用して「紙張り子のトレー」

を作ります 定員／

費用／３００円

15

18

歳以上の人 内容／映画「ゾラ

時～

11

で

日㈭ 午前

15

10

10

の生涯」を鑑賞 定員／ 人（先着）

費用／無料

月

21

脳若返りプロジェクト

日時 ／
10

30

地籍調査は、隣地土地の所有者同士で決めた境界
を確認して決定するものです。町が民地と民地の境

ルを未然に防ぐことができます。
18

民地と民地の境界は

定です。（下図・斜線）
登記所（法務局）にある地図の約半数は、明治初期

23

るようにお願いします。

♪クイズけんけつちゃん初級編♪
400㎖献血の採血間隔は、男性が12週間、女性が16週間必要なんだ。
年間回数も男性が３回以内、女性が２回以内という採血基準があるんだ。
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14

総合体育館
申込は 月２日㈯ 午前９時から
【休館日】毎週水曜日
【申込と費用】来館か電話で申込を
してください。費用は開催日にお支
払いください。

時

分、 日㈪・ 日㈭＝

月３日㈰・ 日㈯＝午前

トレーニング機器
使用講習会＆相談日
日時 ／
時～

人 内容／メインアリーナを無料開
放 その他／種目は、小学生用バス
ケットボール、バスケットボール、バ

日 ㈰、

日㈰

分 対象／小学生

月

ドミントン、卓球など 申込／不要

時

月

ランニング教室

時～

日時／
午前
以上（小学１～３年生は保護者同伴）
な が い ひでとし

人

講師 ／永井英聡さ
ん 定員 ／各
（先着） 費用 ／ １
回あたり小・中学
生 １ ０ ０ 円、高

分 （い ず れ か １

午後７ 時～７ 時
校・一般４００円

小学生バスケットボール教室

日選択） 対象／ 歳以上の人（小学
生を除く） 内容／体育館のトレーニ
ング機器の使用方法などを学び、機

土曜日。午後２時～３時

けのときはトレーニングルーム使用

／５００円。講習会受講済で相談だ

師 ／吉 川幸孝さん

学 ４～ ６ 年 生 講

内在住・在学の小

費用／６００円

ひとり親家庭を応援する
子どもの居場所づくり

を除く）
、月曜日 祝
･日

【休館日】毎週日曜日（第２日曜日

子育て支援センター
あいあいホール

分。６回

日時／ 月 日～ 月 日の毎週

トレーニングプログラムなどをアド
コース 対象 ／町

器を利用するために必要な講習会。

バイス 定員／各 人（先着） 費用

料だけ必要 持ち物／上靴、タオル、
定員／ 人（先着）

きっかわゆきたか

筆記用具、町内在住・在勤・在学の
人は、本人確認ができるものが必要
（運転免許証、社員証、学生証など）

月９日㈯ 午前９時～正

分
遊びや学習、ご飯づくりなどをし
てひとり親家庭の応援をします。都
合の良い時間からの参加可。
日時 ／左表 対象 ／町内のひとり

日㈰ 午前８時

分

分

分 場所／地域福祉センタ

月８日㈮ 午前９時

おやこひろば

時

日時 ／
～
ー２階

月

日曜開館
日時 ／

分

～午後５時（プレイルーム使用は午
前９時～午後４時）

日㈮ 午前９時

分

分 場所／リーヴァ淀公民

月

地域で遊ぼう
「つどいのひろば」

時

日時 ／
～

時

館 定員／５組 申込／要申込

日㈬ 午前

日㈮ 午前

時

分

分 定員／５組 申込／要

月

親子でピラティス

時

日時 ／
～
申込

月

お楽しみ会
日時 ／

日㈫ 午前

時

から 定員／５組 申込／要申込

月

月生まれの
誕生会
日時 ／
から 申込／不要

求人・就業

分

城南地域職業訓練センター講座

城南勤労者福祉会館教室
対象／府内在住・在勤の人 申込

人（先 着） 費 用 ／ １ ０ ０ 円 申 込

センター＝窓口・電話・ＦＡＸ・郵

＝受講料を持参、城南地域職業訓練

／要申込。城南勤労者福祉会館教室

／要申込。開催日の２日前まで 問

送 問合せ／城南地域職業訓練セン

みなみ

合せ／町母子寡婦（さつき）会南る

ター☎０７７４
（４６）
０６８８・０

え

（午後６時～９時）

里親の募集

７８０

り江さん☎０７７４
（４５）
０２８４

親家庭の小学生と保護者 定員／

30
30
30
30
30
30

体育館開放スポーツデー
日時 ／

日㈮ 午前

時

午 対象／町内在住・在勤・在学の

月

ｋｉｄｓ ★Ｄａｎｃｅ
日時 ／
から 定員／５組 申込／要申込

子 育 て・教 育
児童手当の給付と現況届
今年度の児童手当現況届を提出し
た人への６月～９月分の振込は、
月５日㈫です。指定の金融機関に振

10
15
20
22

■城南地域職業訓練センター講座
講座名 受付開始日 期間（曜日） 開講時間
回数 定員
受講料
11月12日～ 午前９時30分～
はじめての
10月12日
11月26日 午後３時30分
16,500円
ワード
６ 10人
㈫～ （月・水・金）（正午～午後１時
(別途要教材費 )
（入門）
※休講日あり 休憩）

り込みますのでご確認ください。

10
10
10

■城南勤労者福祉会館教室
受講料
講座名 受付開始日 期間（曜日） 開講時間 回数 定員
11 月８日～
茶の
10月８日
午前10時～
11 月 22 日
３ 15人 2,400円
作法教室
㈮～
正午
㈪

児童手当を受給するためには、現
況届の提出が必要
で、届出がないと
６月分からの手当
が受けられません。
提出していない
人は、至急提出し
てください。
問合せ／子育て支援課

４
（４４）
３３４０

問合せ／宇治児童相談所☎０７７

里親さんを募集しています。

温かく愛情をもって育ててくださる

た子どもを自分の家庭に受け入れ、

め家族と暮らすことのできなくなっ

京都府では、さまざまな事情のた

ほっとハウス「チエさん」は、ゆうホー
ル角の信号のある交差点を北へ約30㍍。

（有料広告）
（有料広告）

10

30
10
10

30
10

30
10
10

14

11
11

20
13

３日、10日 ５日、12日
11月
17日、24日 19日、26日

16
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17

10

11

17
30

10
11

11

20

金曜開催
１日、８日
６日、13日
15日、22日
10月
20日、27日
29日

30
10

26
11月15日～
午後６時30分～
19,250円
12月6日
７ 10人
９時
(別途要教材費 )
（月・木）
エクセル 10月16日
中級
㈯～

水曜開催

10

11

時間 午後4時30分～ 8時
場所 ほっとハウス「チエさん」
遊 び、 学 習サポ ー ト、
内容
夕食づくり

15

毎週月・木曜日 午前 10 時 20 分
と午後 5 時から「久御山だより」を
放送しています。

区分

29

30 18

28

23

10

10

40

10

10
10
10

10

12

11

12 40

10

あなたの「はたらく」をサポート

分） 場 所 ／ ク ロ ス ピ ア

月７日㈭ 午後２時～４

京都ジョブパーク出張相談会
日時 ／
時（１ 人

民 福 祉 課（３ 番 窓 口） 問 合 せ ／ 住
民福祉課

聞こえとコミュニケーション
の教室

お店などで会話が聞き取れず困っ

①ヘルプカードづくり

禍で離職せざるをえなくなった人、
た時に提示できるカードを作ります。

くみやま２階交流室 内容／コロナ

転職を考えている人など 申込／不

月

日㈬、②

月

日

皆さんからの募金は、町内の地域
福祉事業、町内の小 ･ 中学校、高校

の福祉教育や体験への助成などに使
われます。被災地域の災害支援にも

日㈬の午後５

を 除 く）や そ の 家 族 費 用 ／ 無 料

の人で仕事についていない人（学生

の家族・関係者、②働く世代の聞こ

聞こえにくい人や聞こえない人、そ

府聴覚言語障害センター 対象／①

場所／①八幡市立福祉会館、②京都

対象／公衆用道路、河川水路敷や

材料の物的支援を行っています。

体に、事業の実施に必要な物品や原

５人以上で構成するボランティア団

申込／要申込。 月
公共施設の清掃、環境美化などを目

メールアドレス、障害者手帳（聴覚

で。氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ、

金や対価を受けて行う事業や、ボラ

届の提出が必要です。既に他の補助

る団体は、事前にボランティア団体

月

障害）所持の有無、参加日を記載し
ンティア団体が管理・所有している

ださい。
問合せ／上下水道課

ムページで確認するか、問合せてく

供用開始区域など詳しくは、ホー

で施工してください。

事 業 者（４ 月 １ 日 現 在 １ １ ９ 業 者）

町の指定を受けた排水設備指定工

対象／町内在住で平成 年４月１

運転免許証の自主返納を支援

合せ／環境保全課

てＦＡＸ・メール・郵送で申込 問

０

―

施設などへの事業は対象外です 問

☎ ０７ ７ ４
（３０）
９０００

７７４
（５ ５）
７ ７ ０ ８）

shien@kyoto-chogen.or.jp

（産業課内）



水道メーターの交換
日㈰に「水道メー
ター交換のお知らせ」を事前に送付

月１日㈮～

康の確保・増進を図り、快適に働く

この機会に職場における新型コロ

交換作業は、腕章をした町委託業

間満了を迎える水道メーターを交換

の年金で、保険料は月額２万円～６

ナウイルス感染症の予防対策の推進

します。

万７千円で選択でき、全額社会保険

者の㈲クノリ設備工業が行い、不在

交換後は一時的に水が濁ることが
ありますので、必ず水道メーター近
くの散水栓や蛇口から、しばらく水

公共下水道が使用できるようにな

で、都合の悪い日があるときは、事

交換作業中は水道が使えませんの

を流してください。

った地域の家庭や事業所などは、便

前に町委託業者へ連絡してください。

公共下水道に接続を



んでみましょう。

など労働衛生管理活動の大切さを見

料控除の対象にできます。

日以上農業に従事す

加入要件は、国民年金第１号被保
険者で、年間

（産業課内）

問合せ／農業委員会事務局

る 歳未満の人です。




所を水洗化して生活排水とともに、

を建てたり駐車場にしたりするとき

利用することを言います。農地に家

農地転用とは、農地を農地以外に

うになった日から、くみ取り式便所

工事は公共下水道が使用できるよ

設備工事を行わなければなりません。

公共下水道管に接続するための排水

全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム（Ｊ ア
-ラ
ート）を利用して、訓練用の緊急地

問合せ／上下水道課

は、転用の許可や届出が必要です。

は３年以内、浄化槽設置便所は６カ

震速報が配信されます。訓練速報を



無断で転用を行うと、知事による

月以内に行うことになっています。

Ｊ ア- ラート情報伝達試験

工事の中止や原状回復命令が出され

農地を転用するには
手続きが必要です

問合せ／産業課

のときでも実施します。

週間です。

した家庭や事業所を対象に、検定期

全国労働衛生週間は、働く人の健

月１日～７日は
全国労働衛生週間



申請・問合せ／農業委員会事務局

詳しくは、ご相談ください。

農地のことや手続き、疑問点など、

ことがあります。

たり、懲役や罰金などが課せられる

kikoe-

聴 言 支 援 課（城 陽 市 寺 田 林 ノ 口

合せ／京都聴覚言語障害者福祉協会

人 申込 ／

えにくい人や聞こえない人、その家

５３８０

おしらせ
マイナンバーカード
夜間受取窓口を開設
交付を行う専用窓口を開設します。
日時／ 月７日㈭・ 日㈫ 午後
５時 分～８時 場所／役場１階住

故で過ごしてください。
運転免許証の保有の有無は問いま
せん。無事故を達成した人の中から、
抽選でお抹茶セットなどの素敵な達
成賞をプレゼントします。
対象／宇治市・久御山町に在住・
在勤・在学する人とそのご家族など
問合せ／宇治警察署☎０７７４
（２１）
０１１０

農業者年金は
公的終身年金

29

ことができる職場づくりに取り組む

31

11

直し、積極的に健康づくりに取り組

農業従事者が加入できる積立方式

人、②

時まで 問合せ／地域若者サポート

豊かな心づくり推進協議会では、

ボランティア団体を支援

始まります。

的とする事業 支援額／上限年間２

分

一斉に「赤い羽根共同募金運動」が

族・関係者 費用／無料 定員／①

㈰ 両日とも午後１時～３時

日時 ／①

やすくするために手帳を作ります。

や社会活動の場で周りの人へ説明し

自分の聞こえの特徴を知り、職場

②じぶん手帳づくり

分

要 問合せ／京都府雇用推進室☎０
７５
（６８２）
８９１３

日㈭ 午後１時

分 場所／クロスピアくみ

月

若者や家族の就職相談
日時 ／
～３時

する仕組み」をメインテーマに全国

ステーション京都南☎０７７４
（５４）

歳

10月1日から「自分のまちをよく

万円 その他／支援を受けようとす

歳～

30 14

日㈭ま

やま２階交流室 対象／

11
21

役立てられます。

皆さんのご協力をお願いします。

問合せ／社会福祉協議会
月６日㈬ 午前

時頃

問合せ／消防本部

に点検を行ってください。

などの恐れがあるので、必ず使用前

トーチバーナーは、ゴム部品の劣化

購入から長期間経過しているガス

ください。

らガスが漏れていないかを確認して

は必ず、接続部やガス調整つまみか

安全のため、点火動作をする前に

ります。

ヤケドや火災などの事故の恐れがあ

誤った使用や過度の使用をすると

が多く発生しています。

そのガストーチバーナーによる火災

イテムとなるガストーチバーナー。

トドアをする人にとって、役立つア

バーベキューやキャンプなどアウ

ガストーチバーナーによる
火災が発生しています

せ／総務課

報メールの配信はありません 問合

ム 音」 そ の 他 ／ 試 験 に 伴 う 緊 急 速

ちらは久御山町です」
、
「下りチャイ

Ｊアラートのテストです（３回）
」
、
「こ

内容／「上りチャイム音」
、
「これは、

日時／

などで中止するときがあります。

ら試験放送が流れます。災害の発生

受け、防災無線の屋外スピーカーか

事前に参加登録の上、年末まで無事

ンジ事故ゼロ」の取組を実施します。

心 が け て も ら う た め、
「う じ・茶 レ

宇治警察署では、交通安全行動を

うじ・茶レンジ事故ゼロ

都市整備課

効した運転免許証を持参 問合せ／

／印鑑と運転免許の取消通知書か失

かかるため、後日郵送します 申込

／「ＩＣＯＣＡ」は発行に約１週間

３千円分を１回に限り発行 その他

か「のってこタクシー」利用回数券

円 分（カ ー ド 保 証 金 ５ ０ ０ 円 含 む）

支援内容／「ＩＣＯＣＡ」１枚３千

降 は、運 転 免 許 証 の 失 効 者 も 対 象

り返納した人。令和元年

月１日以

歳以上の高齢者か心身の状態によ

日以降に運転免許証を自主返納した

福祉を必要とする人たちの支援に



18
19

10
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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
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共同募金
10

11

30
39

12

28
10

60

10

15

10

25

27
19

45
64

10

10

65

30 10
10

30

15

60

省エネ対策学習会

戦没者追悼式

日時／ 11月16日㈫ 午後２時
〜３時30分 場所／ゆうホール
２階交流ホール 対象／町内在住
・在勤の人 内容／講演「住まい
に お け る 省 エネルギ ー と 健 康ま」
つ
講師／京都府立大学特任教授の松
ばら なお き
原 斎 樹 さん 定員／ 30人（先着）
費用／無料 申込／要申込。10月
４日㈪〜 28日㈭。保育ルームを
希望する人は、申込時に連絡をし
てください。電話可 問合せ／環
境保全課

戦争で尊い生命を失われた戦没
者を追悼し、永遠の平和への誓い
を新たにするため、戦没者追悼式
を行います。
本年度も、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため出席
者を限定するなど規模を縮小し、
式典のみの実施とします。例年、
実施している第二部の講演会など
は中止します。詳細は11月１日
号でお知らせします。
日時／ 11月19日㈮ 午後１時
〜２時 会場／役場５階コンベン
ションホール 内容 ／追悼式典
その他／送迎バスの運行はしませ
ん 問合せ／住民福祉課

男女共同参画セミナー
男女共同参画社会について考え
ることを目的に、男女共同参画セ
ミナーを開催します。厳しい雇用
情勢で就職が困難となっている女
性を対象に、就職のためのスキル
アップセミナーを開催します。
楽しいカードワークを通して自
分と他者との違いを知り、自分の
中にある強みや大切な価値観を見
つけませんか。
日時／ 11月５日㈮ 午前10時
30分〜正午 場所／役場５階コ
ンベンションホール 内容／強み
をみつける自己分析〜人生を自分
でクリエイトするために〜 対象
／府内在住・在勤・在学の人 講
師
／ マザ ー ズジ ョ ブカフ ェ 講 師
よし づ ま ゆ み
吉津万夕美さん 費用／無料 申
込／要申込。10月４日㈪ 午前９
時から その他／保育ルーム・要
約筆記を希望する人は10月29日
㈮までにお申込みください 定員
／ 30人程度（先着） 問合せ／総
務課
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シングルシニアの料理教室
（男ひとりの料理教室）
料理のレパートリーを増やすこ
とや交流を目的に行います。
日時／ 10月22日㈮ 午前10時
〜午後２時 場所／保健センター
調理実習室 対象／ 65歳以上の
１人暮らしの男性 献立／薄切り
肉のトンカツ、サラダ、ナスのご
ま和え、みそ汁 定員／ 15人（先
着） 費用／ 500円 申込／要申
込。10月19日㈫まで 問合せ／社
会福祉協議会

おこしやす こもれびプラザ

久御山町ゴルフ大会（町長杯）

なごやかな雰囲気で楽しく認知
症予防に取り組みます。
日時／ 10月14日㈭ 午後２時
〜４時 場所／ゆうホール 内容
／認知症予防ゲーム、工作とゲー
ム 費用／無料 持ち物／飲み物
申込／初めて参加する人は要申込
問合せ／社会福祉協議会

日時／ 11月２日㈫ 場所／宇
治田原カントリークラブ 対象／
町ゴルフ協会会員（即日入会可、
入会金千円） 費用／プレー費＝
7,500円（ 昼 食 付･税 込 ）、 参 加 費
＝２千円 申込／ 10月16日㈯ま
でに費用を添えて、幹事へ 問合
せ／同会長の小坂守さん☎
0774（41）7223

親子ニコニコ子育てサロン

おもちゃ病院（おもちゃの修理）

日時／ 10月18日㈪ 午前10時
〜正午 場所／城陽市あらすいも
畑（現地集合） 対象／未就園の子
どもと保護者 内容／芋ほり 定
員／ 10組（先着） 費用／大人一
人200円 申込／要申込。10月２
日㈯〜 13日㈬ 問合せ／社会福
祉協議会

日時／ 10月９日㈯ 午前10時
〜正午（修理の受付は11時まで）
場所／ゆうホール 内容／子ども
のおもちゃの修理（ものにより修
理できないときがあります） 費
用／無料（部品交換が必要な場合
は要実費） その他／使わなくな
った動くおもちゃの寄付をお受け
しています。ボランティアを募集
しています 申込／不要 問合せ
／社会福祉協議会

こころのサロン

献血車がやって来る！
日時／①10月３日㈰、②10月
６日㈬ 午前10時〜 11時45分、
午後１時〜４時 場所／①イオン
久御山１階憩いの広場、②久御山
町役場 持ち物／本人確認ができ
るもの（運転免許証・健康保険証
など） 問合せ／国保
健康課か京都府赤十字
血液センター
☎075（603）8800

家にひきこもりがちで心の健康
に不安のある人を対象に、仲間と
すごすサロンを毎月開いていま
す。
日時／ 10月１日･15日㈮ 正午
〜午後３時 場所／役場５階コン
ベンションホール 内容／団らん
やゲーム 費用／無料 申込／不
要 問合せ／住民福祉課

「まちのお助け隊」養成講座
高齢化や生活環境の変化によるちょっとした困りごとを同じ地域の中
で暮らす住民が支え合い、高齢者が元気に暮らせるようサポートするた
めの基礎知識を学ぶ講座です。
日時／下表 場所／地域福祉センター２階 内容／講義（下表） 費用
／無料 持ち物／筆記用具 その他／継続的参加が望ましい 申込／要
申込 定員／ 15人 問合せ／社会福祉協議会
日時
10月26日㈫

内容
午前10時〜正午 本町の現状と課題

11月2日㈫

高齢者の困りごとを知る

11月9日㈫

地域課題を解決するには

11月16日㈫

高齢者のこころとからだ

11月30日㈫

認知症について

12月7日㈫

午後2時〜 4時

高齢者やその家族とのコ
ミュニケーション

12月14日㈫

介助の方法

12月13日㈪〜 24日㈮のうち1日

実践研修

1月11日㈫

振り返り①

1月18日㈫

振り返り②

くみやま

催し掲示板
催しなどは、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大状況

をふまえ、中止・変更する
可能性があります。
詳しくはホーム
ページでご確認
ください。

旧山田家住宅の一般公開
日時／ 10月７日㈭・９日㈯・
17日㈰ 午前９時から正午（毎月
第１木曜日、第２土曜日、第３日
曜日） 場所／東一口35番地 費
用／ 200円（入館料） 問合せ／社
会教育課

自然ふれあいハイキング
町青少年健全育成協議会
青少年健全育成協議会では、自
然や人とのふれあいを通して心豊
かな子どもを育成するため、ハイ
キングを実施します。
日時／ 11月14日㈰ 午前９時
〜午後５時 場所／木津川市加茂
町、当尾の里ほか 対象／町内在
住の小学３年生〜６年生 定員／
25人（ 抽 選 ） 内 容 ／ ハイキング
ほか 費用／ 300円 その他／お
弁当、飲み物は各自お持ちくださ
い。申込が少ないときは、中止と
なることがあります 申込／要申
込。10月４日㈪〜 14日㈭。電話
可。友人の代理申込みは不可 問
合せ／社会教育課

広報くみやま 2021 年10月1日
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10月 相談
相談名
女性相談

10月 ごみカレンダー
内容

女性を対象とした
相談や電話相談
（子育てや介護の問題など）
国の仕事の
要望や苦情の相談

行政相談

期日

時間

場所

12日㈫
26日㈫

午前11時
 〜午後２時

非公開

５日㈫

申込・問合せ

前日までに総務課へ
定員に満たない
ときは当日も受付

午前10時
役場１階相談室２
 〜午後３時

総務課

午後１時
ゆうホールボラン

〜３時 ティアルーム２
午前10時
役場１階相談室２
 〜午後３時

人権擁護相談

差別やいじめなど
人権の相談

５日㈫

大人から子どもまで
障害・発達障害相談

町内在住の障害のある人や
その家族を対象とした相談

14日㈭

午前10時
役場１階相談室１
 〜午後３時

住民福祉課

午後１時
ゆうホールボラン

〜３時 ティアルーム２

住民福祉課

耳のこと何でも相談

聴力測定、補聴器、耳のこと
でお悩み、お困りの方の相談
を言語聴覚士が行います

21日㈭

聴覚障害者生活
午前10時30分
支援センター
・11時30分
はーもにぃ
役場１階相談室１
午後１時30分
要申込（定員４人）
・２時30分
☎0774
（30）
9000
fax0774
（55）
7708

くらしと
しごとの相談

家庭の事情や失業、生活の
立て直しで困っている人を
対象とした相談

５日㈫

午前10時
役場１階相談室１

〜正午

すこやか養育相談

子育てなどの相談

消費生活相談

消費者トラブルの相談

教育相談

21日㈭

京都府山城北
保健所綴喜分室
☎0774(63)5745

午後１時〜４時
（電話での相談 みまきこども園分園 みまきこども園分園
さやまこども園
は毎週木曜日 さやまこども園
の午前11時〜 とうずみこども園 とうずみこども園
午後４時まで）

毎週木曜日 午後１時
役場２階会議室22
（祝日を除く） 
〜４時

幼児 ･ 児童 ･ 生徒や保護者を
火〜金曜日 午前10時
対象とした子育て・教育の相談 （祝日を除く）  〜午後５時

ゆうホール２階
教育相談室

産業課
教育相談室
☎0774（46）
5640

21日㈭

午後１時
 〜３時30分 地域福祉センター
（相談時間は
１階相談室
25分程度）

社会福祉協議会
（定員６人）

社会福祉協議会
（定員6人）

弁護士法律相談

町内在住・在勤者を
対象とした弁護士相談

司法書士相談

町内在住・在勤者を
対象とした司法書士相談

28日㈭

午後１時30分
〜４時 地域福祉センター
（相談時間は
1階相談室
25分程度）

心配ごと相談

日常生活の心配ごとの相談

14日㈭
28日㈭

午後１時
地域福祉センター

〜４時
１階相談室

社会福祉協議会

ふれあいテレホン
相談

電話による相談

—

午前８時30分
 〜午後５時

社会福祉協議会

人口と世帯（９月１日現在）
人 口 計
男
性
女
性
世 帯 数

23

15,579人
7,730人
7,849人
7,153世帯
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（－29）
（－27）
（－２）
（－14）

※（ ）は前月比

—

防災行政無線の放送内容が聞きとれ
ないときは、お電話ください。
テレフォンサービス（有料）
☎075
（631）
1280
☎0774
（46）
6651 問合せ／総務課

ごみの分別で迷ったらごみ分別辞典
「久御山町 ごみサク」で検索！

問環境保全課

燃やす
ごみ

収集地域
佐古、新開地、佐山、籾池、双栗、市田、鈴間

燃やさない プラマーク ペットボトル
ごみ
製品※１ 紙パック

月・木曜日

火曜日

金曜日

田井、荒見、下津屋、下津屋サンハイツ、島田、東島田、
月・木曜日
坊之池、森、野村、村東

金曜日

火曜日

下津屋団地

火・金曜日

金曜日

火曜日

松陽台、サンタウン佐山、佐山サンハイツ、大橋辺、リーヴァ淀、
火・金曜日
北川顔、藤和田、近協パレス、中島、西一口、東一口、相島

月曜日

木曜日

栄 1・2 丁目、栄 3・4 丁目、清水、ハイツ西宇治、林、
火・金曜日
西武西林、ミサワ林

木曜日

月曜日

東佐山団地、久御山団地
（17棟〜29棟前のごみ集積所） 火・金曜日

水曜日

水曜日

久御山団地（3 棟〜5 棟、7 棟、10 棟〜14 棟、34 棟〜
水・金曜日
41 棟、43 棟〜44 棟前のごみ集積所）

水曜日

水曜日

６日

20日

缶
ビン

天ぷら
油※２

13日
27日

大型
ごみ

事前
13 日 予約制
（有料）

使用済小型家電は、役場１階ロビー、ゆうホール、クロスピアくみやまに設置している回収ボックスへ。
古紙・古布などは地域の集団回収か回収業者に出しましょう。集団収集を実施する団体には補助金が出ます。
※１ ペットボトルのキャップとラベルは、プラマーク製品として出してください。
※２ 指定の場所に油の入っていた容器などに入れて出してください。ごみステーションは指定場所ではありません。役場庁舎南
側のごみ収集車の車庫内に回収場所を常設しています（平日午前８時 30 分〜午後５時 15 分）。詳しくは、環境保全課へ。
し尿
10月11日㈪
11月１日㈪

くみもれの場合は、必ず収集口から確認のうえ、翌日（翌日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日）に、
城南衛生管理組合☎ 075
（631）
5171 へ連絡してください。
藤和田・島田・東島田・東一口（国道１号以
東）
・森（国道１号以東）
・森村東（国道１号
以東）
・野村・野村村東・佐山・新開地・佐
古・清水・林・市田・田井・荒見・下津屋

問合せ一覧

10月12日㈫
11月２日㈫

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）

久御山町役場
（代表） ☎ 075
（631）
6111／0774
（45）
0001

075
（632）
1899

総 務 課 ☎
（631）9991/（45）3922
somu@town.kumiyama.lg.jp
075（632）1899
住民福祉課 ☎
（631）9902/（45）3902
jumin@town.kumiyama.lg.jp
075（632）5933
環境保全課 ☎
（631）9917/（45）3907
kankyo@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6149
上下水道課 ☎
（631）9987/（45）3919
suido@town.kumiyama.lg.jp
0774（46）0086
社会教育課 ☎
（631）9980/（45）3918
shakyo@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6129
消 防 本 部 ☎ 075（631）1515
shobo@town.kumiyama.lg.jp
075（632）5382

行財政課 ☎
（631）9992/（45）3924
gyozai@town.kumiyama.lg.jp
075（632）1899
子育て支援課 ☎
（631）9904/（45）3905
kosodate@town.kumiyama.lg.jp
075（632）5933
都市整備課 ☎
（631）9961/（45）3912
toshi@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6149
新市街地整備室 ☎
（631）9903/（45）3904
shigaichi@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6149
議会事務局 ☎
（631）9996/（45）0105
gikai@town.kumiyama.lg.jp
075（632）3000
図 書 館 ☎ 0774（45）0003
toshokan@town.kumiyama.lg.jp
0774（46）5690

社会福祉協議会
☎ 075（631）0022・ （632）3001

地域包括支援センター
☎ 075（631）0033・ （631）0132

老人福祉センター 荒見苑
☎0774（44）3405・ （44）7801

健康センター いきいきホール
☎ 0774（41）3466・ （44）1199

スポーツ協会
（総合体育館内）
☎ 0774（44）2205・ （44）2203

ふれあい交流館 ゆうホール
☎0774（45）0002・ （46）5610

中央公民館
ゆうホールに移転しました

総合体育館
☎ 0774（44）3700・ （44）2203

みまきこども園／みまきこども園分園
☎・ 075（631）
／2475

さやまこども園
☎・ 0774（43）8644

とうずみこども園
☎・ 0774（44）4966

税 務 課 ☎
（631）9926/（45）3908
zeimu@town.kumiyama.lg.jp
075（632）5933
国保健康課 ☎
（631）9913/（45）3906
kokuho@town.kumiyama.lg.jp
075（632）5933
産 業 課 ☎
（631）9964/（45）3914
sangyo@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6149
学校教育課 ☎
（631）9974/（45）3917
gakkyo@town.kumiyama.lg.jp
075（631）6129
会 計 課 ☎
（631）9932/（45）3909
kaikei@town.kumiyama.lg.jp
075（632）1899
まちの駅クロスピアくみやま
☎ 075（632）2300
075（632）2001
子育て支援センター あいあいホール
☎ 0774（41）2263・ （41）2283
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みんなのひろば

くみやま夢タワー137 10月のライトアップ
点灯時間

今日の色

広報に掲載された人で、希望者には写真を差し上げます。
役場３階総務課秘書広報係へお越しください。
来庁が困難なときはご相談ください。

日没後～24時

※毎時00～10分（10分間）

基本色

※毎時10～00分（50分間）

①素材色（白
白）

▶１㈮～７日㈭

レインボー… 町制施行日（10/１）

②秋をイメージした色
（オレンジ～赤～黄
黄～黄緑～緑）

▶８日㈮～14日㈭
緑… グリーンリボン運動（毎年10月、移植医
療の普及・啓発の運動）

ロゴマークの使用
申請はこちらから

▶15日㈮～21日㈭
ピン ク… ピンクリボン運動（第３金曜日、乳
がんの早期発見・治療をめざす運動）

勇気ある行動に感謝状

子どもの交通事故防止推進の日

交通事故の負傷者を救出

東角小学校前で啓発活動

消防本部は、下津屋で発生した交通事故で負傷者

９月１日、児童の交通事故防止のため、交通安全

を救出し、人命を救助した吉川伸吾さん・中川修 蔵

対策協議会（榊田俊夫会長）が東角小学校前で交通

さん・北森敬浩さんに感謝状を贈呈しました。軽乗

安全を呼びかけました。当日は、地域見守り隊や宇

用車とオートバイの衝突事故で、３人は協力し軽自

治警察署も協力し、登校する児童に注意喚起を実

動車の下敷きになった男性を救出しました。迅速な

施。
「守ろう交通ルール」
「
、ゆっくり走ろう」のプレー

対応が負傷者の短期間の退院につながりました。

トを掲げ、自動車のドライバーにも呼びかけました。

よしかわ し ん ご

な か が わ しゅうぞう

きたもりたかひろ

さかきだ と し お

▶22日㈮～28日㈭
白…読書週間（10/27～11/９）
▶29日㈮～
オレンジ…オレンジリボン運動（子ども虐待の
ない社会の実現をめざす運動）

今月の三行詩

♪クイズけんけつちゃん 初級編♪

命を大切 みんなを大切
家ぞくを大切に

毎月１回献血できる？
こたえは広報紙のどこかにあるよ。
さがしにいこう！

と く だ こ う ま

（德田皐馬さん／佐山小６年）
※令和２年度の選考時での学年です。

のってこタクシー・優タクシー

夢酒くみやま

（株）
増田德兵衞商店、米善（佐山）
、辻村酒
店（森）
、ひだ酒店（東一口）
、イオン久御

平和祈念集会
しました。昨年に引き続き、コロナ禍のため規模縮

「戦時中の久御山
した。松村光朗さんを講師に招き、

小での実施となりましたが、正午のサイレンに合わ

問合せ／新市街地整備室

町」について講演。松村さんは空襲で同級生を失っ

せ１分間の黙とうを実施。その後、信貴町長が記念

高齢者など、日常生活でバスでの移動が困難な人

た悲しい経験など自らの戦争体験を語り、２度と戦

碑に向かい「平和都市宣言文」を朗読し、76回目

争を繰り返してはならないと強く訴えました。

の終戦記念日に平和への決意を新たにしました。

した「のってこ優タクシー」を運行しています。

山町支店で販売中です。

遺族会研修会
ンベンションホールで行われ、約60人が参加しま

を対象に「のってこタクシー」の利用制限を緩和

山店リカーショップ、JA京都やましろ久御

戦没者を追悼し、 真の恒久平和の実現を
８月15日、平和祈念集会を行い、約60人が参加

ってこタクシー」を運行しています。

ルーティーな香りと上品な味わいが特徴です。

平和祈念集会に先立ち開催
８月15日、久御山町遺族会研修会が役場５階コ

住民の日常生活に必要な移動手段の確保のため「の

かも

くみやま産の酒米「京の輝き」で醸した純米吟醸酒。フ

▲みんなに見守られ、安心して登校する児童

問合せ／国保健康課

問合せ／社会教育課

夢を！
ほろ酔いで良い

▲感謝状を受けた吉川さん、中川さん、北森さん（左から）

まつむらみつあき

問合せ／住民福祉課

問合せ／産業課

Youtube で配信

ぶらり旅で久御山町を紹介
み

よ

お茶の京都ＤＭＯ が、フリーアナウンサーの三代
※

さわ やす し

澤 康 司 さんを案内役に、町内をぶらり旅する動画を
作成しました。
「久御山町ドライブ紀行編」として久
御山町の動画が３本配信されていますので、
ぜひご覧ください。
※
（一社）
京都山城地域振興社（通称：お茶の京都 DMO）

「お茶の京都」って？
800年の歴史を持つお茶所、京都府南部。2015年
には宇治茶の歴史と文化、美しい茶畑の景観を通じ
たストーリー「日本茶800年の歴史散歩」が日本遺産
に認定。宇治茶によって紡がれた山城地域を「お茶
の京都」として名付け、世界に発信しています。

▲貴重な話に耳を傾ける参加者

平和都市宣言を朗読する信貴町長▲

視聴はこちらから
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図書館だより

October

トリック オア
トリート!

●開館時間
火～金曜日 ：午前９時 30 分～午後７時
土・日・祝日：午前９時 30 分～午後５時
●10月の休館日
４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、31日㈰

新着図書
10月の新着図書を
紹介します

10月の健診・相談・教室

テーマ図書
ふしぎ！魔法の世界
サラと魔女とハーブの庭

星のように離れて雨のように散った

七月 隆文／著 宝島社

宮沢賢治について論文を書く
春。失踪した父との記憶や、周
りの人たちとの関係に思い悩み
ながら、自身を見つめ直す。

学校生活になじめない由花は
田舎で薬草店を営む祖母の元へ。
そこには由花にしか見えない友
達サラがいた。由花は祖母とサ
ラのおかげで元気になるが…。

能面検事の奮迅

まるごとハロウィン

島本 理生／著 文藝春秋

中山 七里／著 光文社

コダシマ アコ／著 かもがわ出版

感情を表に出さず、忖度を考
えない不破検事。文書改ざんの
調査を任されることになるが、
事態は意外な方向へ展開を見せ
る。能面検事シリーズの第２弾。

ハロウィンの仮装やパーティ
の準備はどうする？部屋や料理
の飾りつけなど、手作りで子ど
もたちと一緒に用意をするコツ
を紹介。

くしゃみおじさん（児童書）

きかせたがりやの魔女（児童書）

オルガ・カブラル／作 岩波書店

岡田 淳／作 偕成社

おじさんがおおきなくしゃみ
をすると、子どもやどうぶつが
おかしなかっこうになってしま
った。もとにもどるにはどうし
たらいいの…？

ほとんどの学校には魔女や魔
法使いがいるらしい…。定年退
職した話好きな魔女が、小学生
の男の子に語るゆかいな６つの
話。

オレじてんしゃ！（絵本）

まほうつかいのトビィ（絵本）

石井 聖岳／作 ほるぷ出版

カズノ コハラ／作 光村教育図書

オレじてんしゃ！タイヤやハ
ンドル、 ギア や チ ェ ー ン な ど、
自転車の各部品が自分の気持ち
をはなしながら、みんなで力を
合わせて走りぬける。

心やさしいドラゴンから空の
飛び方を教わったトビィ。練習
をしていると騎士が通りがかり、
今からドラゴン退治に行くと言
い出したから、さぁ大変！！

た

父・母

おめでとうございます

な

晋一・恵美

夫の氏名・妻の氏名

ひ

と

日菜太 芳樹・麻由

り

理人

光司・香織

昌幸・愛

・桃子

まゆり 友貴・真沙美

な

か

中村 将・昂弓

ご結婚

地区名

島 田

出生児

う え だ

上田

き む ら

木村

お誕生

地区名

坊之池

佐 山

そ つ か

せ

の

瀬那

しょう

昌

ほ

帆乃花 忠
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き む ら

木村

こんどう

近藤

にしさか

西坂
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〃

林

市 田

栄

令和３年８月15日から令和３年９月14日までの受付分(敬称略)

※母子手帳を必ずお持ちください。

受付時間

対象

問子育て支援課

健診

期日

３～４か月児健診

26日㈫

医師による健康診査
離乳食・保育などの指導

10か月児健診

19日㈫

医師による健康診査、
離乳食・保育などの指導

１歳８か月児健診

15日㈮

対象者に受付時間をずらして案内します。

場所

内容

保健
センター

歯科医師による健康診査
身体的・精神的な発達指導

２歳６か月児歯科健診 21日㈭
３歳児健診

22日㈮

相談・教室

期日

パパ＆ママ教室
（個別相談）

医師、歯科医師による健康診査
身体的・精神的な発達指導

医師、歯科医師による健康診査
身体的・精神的な発達指導
受付時間

対象

場所

内容

①妊婦とその家族
午後１時00分～３時00分 ②おおむね10か月ま
での子どもと産婦
６日(水)

保健
６か月までの子どもと センター
午後１時00分～１時10分
産婦（定員５人）

パパ＆ママ教室
（ヨガクラス）
乳幼児相談

５日㈫

午前９時30分～11時30分

子育て･発達相談
（出張相談）

４日㈪
18日㈪
25日㈪

午前９時～午後４時30分

乳幼児

妊娠中の栄養・離乳食の相談
妊娠、出産、産後、母乳の相談
※2日前までに要申込
産後ヨガ、離乳食の話
※2日前までに要申込
発達・育児・栄養などの相談
（要申込）

おおむね中学校卒業ま あいあい
での子どもの保護者
ホール

あいあいホールの休館日を利用して、
保健師などが育児や発達に関する相談
をお受けします（要申込）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「相談・教室」は予約制としています。パパ&ママ教室（ヨガクラス）以外は、個別対応としています。

SNS

marco.montesano.355

hi.taniuchi

sacred_place81

masa.s.127

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。
久御山町公式LINE
「友達登録」をして、「ホッと」
な情報を受け取りましょう。

「#ええとこくみやま」をつけて、く
みやまのええとこを探しましょう。

HP 久御山町
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。

アプリをダウンロードして、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。
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ヘルシークッキング

ブロッコリー ������������������� 80ｇ
ミニトマト ������������������������� ４個

Ⓐ

ベーコン ����������������������������� ３枚

牛乳 �������������������� 大さじ２
塩 ��������������������������������� 少々

オリーブオイル ����大さじ1/2

ぱく質とバランスがとれています。
家族全員分の材料で一度に焼き上げ、切り
分けていただきます。
卵で包まないオムレツなので簡単に作れま
す。

作り方
①

トマトの赤、ブロッコリーの緑、卵の黄色で
彩りのきれいな一品です。
栄養面でもβカロテンや、ビタミンＣ、たん

●材料（４人分…作りやすい量）

卵 ����������������������������������������� ４個

Vol.273

食生活改善推進員協議会「久味の会」
エネルギー
塩分

ブロッコリーは小さめの小房に切り分ける。
ミニトマト
はへたを取り、
横半分に切る。
ベーコンは１㎝幅に切る。

10
2021
No.1080

188キロカロリー／１人分
0.6グラム

② フライパンにベーコンを入れて中火にかけ炒める。油
が出てきたらブロッコリーを加えてさっと炒める。
③

ボウルに卵を割り入れてよく溶きほぐし、Ⓐと②を加
えてよく混ぜる。

④

フライパンをさっと拭き、オリーブオイルを加えて火
にかける。フライパンが温まったら③を流し入れる。
菜箸で軽くかき混ぜたら、仕上がりがきれいになるよ
て弱めの中火で８分蒸し焼きにする。

トマトとブロッコリーの
フライパンオムレツ
☆くみやまっ子の元気な笑顔を募集中☆

わが

■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
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うに表面の具材を整え、ミニトマトを散らす。フタをし

やの

＜対象＞０歳～９歳の町内在住のお子さん

イ ドル

申込はこちら

ア

＜応募方法＞メールタイトルを「わがやのアイドル応募」とし、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（秘書広報係）へ。
※お子さんが２人以上のときは、それぞれの名前がわかるように記入して
ください。（例＝右の子が太郎で、左の子が次郎です）

■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

む ら た
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内田 澪・迅ちゃん

パパ・ママからの一言

パパ・ママからの一言

村田

喜一ちゃん

生まれてくれてありがとう！

う ち だ

みお

はやて

ずっと元気で２人仲良くいてね。

健やかに大きくなってね。

９月24日正午現在の町内在住の新型コロナウイルス感染者数＝208人（京都府発表） 開庁時間＝８：30 〜 17：15
（土・日・祝を除く）
広報くみやま
2021 年10月1日

28

