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ゴールデンウィークのごみ収集
ゴールデンウィークも通常どおりごみの収集を行

▶内容

います。交通事情などで収集時間が遅れるときがあ

４月 29 日（金・祝）＝通常通り

りますのでご了承ください。

４月 30 日㈯・５月１日㈰＝収集はありません

大型ごみ（有料）も通常どおり木曜日に収集しま
す（要申込）
。

５月３日（火・祝）～５日（木・祝）＝通常通り
▶問合せ

住民課生活衛生係

子宮頸がん予防ワクチンの勧奨再開
キャッチアップ接種
子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）は、平

▶キャッチアップ接種対象

平成９年４月２日～平

成 25 年から積極的な勧奨を控えていましたが、４

成 18 年４月１日生まれの女性

月から勧奨を再開しています。

通知予定です。

接種機会を逃した人は、従来の定期接種対象年齢
を超えても、令和７年３月末まで無料で接種を受け
ることができます（キャッチアップ接種）。
有効性と接種による副反応が起こるリスクを理解
した上で、かかりつけ医と相談して接種してください。
▶定期接種対象 小学校６年生～高校１年生相当の
女子

※標準的接種年齢（国が接種を奨める望ま

しい年齢）の中学１年生～高校１年生相当の女子

▶費用

※順次、個別に

無料

▶場所 府内の協力医療機関で事前に予約し、接種
してください。久御山町、宇治市、城陽市以外の
医療機関で接種を希望するときは、必ず接種前に
子育て支援課に連絡してください。
▶その他

詳細は、ホームページで確認するか問い

合わせてください。
▶問合せ

子育て支援課

に順次、個別に通知します。

町議会定例会３月会議
定例会３月会議が、３月３日～29 日の会議期間
で開かれ、令和３年度一般会計補正予算や条例一部
改正、令和４年度予算などが可決されました。
主な内容をお知らせします。
人事

た ぐ ち よしひこ

▶人権擁護委員に田口賀彦さん（新任）
人権養護委員の推薦につき意見を求めることにつ

令和３年度補正予算
一般会計補正予算（第９号）では、年度末の事業確
定などに伴い、全般にわたって増額・減額をしたもの
で、１億 468 万円（１万円未満四捨五入、以下同じ）
を減額し、予算総額を85 億 5,239 万円としました。
令和４年度予算
令和４年度一般会計予算は、79 億 1,100 万円で、

いて、適任とされました。任期は、令和４年７月１

前年度比 4.7㌫増としました。予算の概要は、広報

日～令和７年６月 30 日です。

くみやま４月１日号の６～９ページに掲載していま
すので、ご覧ください。

さやまこども園指導保育教諭 川勝幸代

とうずみこども園主任保育教諭 𠮷田敦子

（さやまこども園主任保育教諭）

みまきこども園主任保育教諭 大槻麻衣

さやまこども園主任 前川郁子 （東角小学校主任）

さやまこども園主任 西村敏美 （とうずみこども園主任）

（住民福祉課福祉介護係主査）

学校教育課学校教育係主査 篠田咲生

（上下水道課業務係主査）

産業・環境政策課環境企画係主査 南龍弥

宮地亜理紗 （税務課課税係主事）

京都地方税機構山城中部地方事務所派遣

税務課納税係主査 豊田清志 （議会事務局主査）

税務課課税係主査 頼成美信 （住民福祉課福祉介護係主事）

（総務課秘書広報係長）

生涯学習応援課生涯学習応援係長 片田亮

とうずみこども園総括主任 坂井健二 （さやまこども園総括主任）

（さやまこども園指導保育教諭）

とうずみこども園指導保育教諭 足立沙智代

（みまきこども園主任保育教諭）

みまきこども園指導保育教諭 黒田麻未

（とうずみこども園指導保育教諭）

笑顔あふれる新規採用職員

（みまきこども園主任保育教諭）

都市整備部担当部長 三嶋孝佳 （事業建設部参事）

都市整備部長 松岡治 （事業建設部担当部長）

事業環境部長 岡本裕史 （事業建設部長）

新市街地整備課課長補佐 堀井敬祐 （行財政課行政管財係長）

上下水道課課長補佐 内田貴信 （子育て支援課課長補佐）

住民課課長補佐 鈴木恵美 （住民福祉課戸籍住民係長）

企画財政課長 神園哲也 （行財政課長）
福祉課長 清本浩司 （住民福祉課長）

（総務課課長補佐）

国保健康課新型コロナワクチン接種担当課長 福原泉

住民課長 西野石一 （環境保全課長）
産業・環境政策課長 本郷和典 （産業課長）

産業・環境政策課担当課長 山澤貴志子 （産業課担当課長）

建設課長 武田隆弘 （都市整備課長）
新市街地整備課長 𠮷田明浩 （新市街地整備室長）
さやまこども園長 宮川野添美 （さやまこども園副園長）
生涯学習応援課長 森本智代 （社会教育課長）
※課長
 補佐級以下は、組織・機構改革による所属課
などの変更のみによる異動は除いています。
総務課課長補佐 田中友美 （議会事務局次長）
総務課課長補佐 西尾洋士 （総務課庶務係長）
企画財政課課長補佐 吉村公一 （行財政課財政情報推進係担当係長）

福祉課課長補佐 鈴木貴美子 （住民福祉課総括保健師）

子育て支援課課長補佐 佐野美奈 （税務課課長補佐）

子育て支援課課長補佐 河元直之
（子育て支援課子育て支援係長）

子育て支援課総括保健師 木下絵里 （子育て支援課課長補佐）

国保健康課課長補佐 久乗崇 （行財政課財政情報推進係長）

総務課防災安全係主事 黒川爽佳 （産業課商工係主事）
総務課秘書広報係主事 奥小苗 （学校教育課総務係主事）
企画財政課企画行政・まちづくりセンター整備係主事

西村拓人 （環境保全課環境衛生第１係主事）
京都地方税機構事務局派遣 田中洋佑 （税務課納税係主事）

福祉課包括ケア推進係保健師 村上由雅
（国保健康課健康推進係保健師）

子育て支援課子育て支援係主事 西川里帆
（子育て支援課子育て保健係主事）

住民課生活衛生係環境衛生員 齊藤康智
（京都地方税機構山城中部地方事務所派遣）

京都府後期高齢者医療広域連合派遣 川上雄一郎
（学校教育課子育て支援係主事）

上下水道課業務係主事 林川航輝 （総務課防災安全係主事）
上下水道課下水道係技師 山本裕斗 （都市整備課工事管理係技師）

建設課建設工事係技師 櫛谷友貴 （上下水道課下水道係技師）

議会事務局主事 河島理絵 （京都地方税機構事務局派遣）
学校教育課学校教育係主事 山村彩子 （総務課庶務係主事）
さやまこども園保育教諭 下出梨佐 （とうずみこども園保育教諭）

みまきこども園保育教諭 國松澪 （とうずみこども園保育教諭）
とうずみこども園保育教諭 山口夢子 （さやまこども園保育教諭）

総務課庶務係長 森英樹 （警防課警防係長）
警防課警防係長 武田大介 （総務課庶務係長）

議会事務局次長 神園清美 （都市整備課課長補佐）

学校教育課課長補佐 内田明子 （学校教育課子育て支援係長）

学校教育課課長補佐 小川伸二 （学校教育課学校教育係指導主事）

さやまこども園副園長 庄司幸恵 （みまきこども園副園長）
みまきこども園副園長 小林典子 （みまきこども園指導保育教諭）

総務課秘書広報係長 大石順子 （総務課秘書広報係主査）

企画財政課財政デジタル推進係長 髙月大和
（会計課会計係長）

企画財政課財政デジタル推進係総括主査
小野彰子 （行財政課財政情報推進係主査）
企画財政課企画行政・まちづくりセンター整備係長
山田泰弘 （学校教育課学校教育係長）
税務課課税係総括主査 奥田睦美 （税務課課税係主査）
税務課納税係長 篠田賢吾 （税務課納税係主査）

福祉課高齢介護障がい係長 寺内亜主香
（国保健康課国保医療係長）

産業・環境政策課環境企画係長 福田幹夫
（新市街地整備室新市街地整備係主査）

上下水道課業務係長 岩上太一 （上下水道課下水道係長）
上下水道課下水道係長 小澤和之 （上下水道課業務係長）
建設課建設計画係長 山口恭平 （社会教育課社会教育係長）

会計課会計係長 松林宏和 （上下水道課課長補佐）

総務課施設係係員 小森倫 （予防課予防係係員）
予防課予防係係員 鈴木大輔 （予防課指導係係員）
予防課指導係係員 下出将之 （総務課施設係係員）
予防課指導係係員 野原輝希 （警防課警防係係員）
警防課警防係係員 宮﨑広将 （予防課指導係係員）
総務課庶務係主事 田原ほのか
福祉課包括ケア推進係主事 田井郁雲
子育て支援課子育て保健係保健師 石原優花
産業・環境政策課商工振興係主事 大西黎
上下水道課下水道係技師 溝端尚哉
新市街地整備課新市街地整備係主事 南光貴裕
みまきこども園保育教諭 佐藤亜月
生涯学習応援課生涯学習応援係主事 菊地愛実
消防本部総務課庶務係係員 田口幹浩
消防本部警防課救急救助係係員 拝野来紀
巨椋池排水機場管理協議会派遣 岸均
老人福祉センター専門員 （副所長） 髙味幸子

東角小学校専門員 奥田光弘
国保健康課新型コロナワクチン接種担当課長 髙味幸子

さやまこども園長 内座多恵
子育て支援課子育て保健係主任 佐ノ木久美子
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 播田紗矢香
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部長級
課長級

課長補佐級
係長級
消防本部

新規採用

再任用

退職

係長級

課長補佐級

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。

職員人事異動
主査級

一般職
消防本部

）は異動前です。兼職
４月１日付で発令しました。（

イベントの中止などはご確認を
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（QRコ
ード）で確認するか担

不要
0003

インドアホッケー体験
体育振興会では、ニュースポーツ

研究所の鈴 木靖 文さん

定員／50

人（先着） 費用／無料

申込／要申

午 後１時 30

分～３時 30 分

場所／総合体育館

メインアリーナ

講師／京都山城ホ

ッケー協会

本にどきどき」です。

図書館では「こんなえほん

ある

よ」をテーマに図書の展示・貸出を

正午

行います。

横のいも畑

期間／４月 23 日㈯～５月 15 日㈰
問合せ／図書館☎ 0774（45）0003

午前 10 時～

日時／５月９日㈪

おしらせ

交流ホール

申込／

対象／４月１日現在で 70 歳以上

知的障害者相談員
あさい

かおる

薫さん（森）



問合せ／福祉課

国民年金保険料の納付

の町内在住の人

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

令和４年度の国民年金保険料は、 阪 バ ス ㈱ の 路

できないときや、併給調整が行われ

月額１万 6,590 円です。金融機関や

線しか使用で

るときがあります。

郵便局、コンビニエンスストアでの

きません。 申

納付のほか、クレジットカードでも

込／身分証明

納付できます（要申込）。

書を必ず持参してください。 問合せ

対象／乳幼児～高校生の子どもを

民生児童委員

分保険料を当月末に引き落とす「早

【第１期】生後 12 か月～24 か月未

か、ひとり親

割（はやわり）
」にすることで、月額

満。10 か月児健診で予診票を渡しま

福祉推進員の

50円の割引があり、便利でお得です。

証明を受け提

口座振替の申込みは、口座振替申

住宅への住宅用火災警報器の設置

出書（国保健康課や年金事務所の窓

が義務化されてから 10 年以上が経過

口、日本年金機構のホームページに

しました。住宅用火災警報器は、古

有）に必要事項を記入 ･ 押印し、口座

くなると電子部品の寿命や電池切れ

をお持ちの金融機関、郵便局か京都

などで、火災を感知しなくなること

出（郵送可） 問合せ／子育て支援課

給食調理員の募集
（会計年度任用職員・補助）
雇用期間／令和５年３月 31 日ま

日本脳炎ワクチン

口座振替をご利用の人でも、当月

／新市街地整備課

住宅用火災警報器を
点検しましょう

南年金事務所☎ 075（644）1165 へ。 があり、とても危険です。火災発生

て、接種回数（４回）の不足分を定

～金曜日（午前８時 30 分～午後５

国民年金保険料学生納付特例

住宅用火災警報器の点検・確認方法

期接種として受けられます。

時。土・日曜日、祝日休み）※配属

学生で収入が少ない人は、申請し

①警報器のボタンを押すか、ひもを

先によっては月２回程度土曜日出勤

て承認されると在学中の保険料を後

引いて音を確認する。※正常なと

れ、かつ 13 歳未満の人で、第１期

有

勤務場所／町立小学校・こども

払いにすることができます。

きは、正常をお知らせするメッセ

場所／ゆうホール２階 （３回）の接種が完了していないとき

園

賃金／時給 964 円（別途交通費

平成 19 年４月１日以前に生まれ、

平 成 21 年 10 月１日 以 前 に 生 ま
午後２時～

対象／町内在住・在勤

は、特例対象として、不足回数分を

納期限は５月２日㈪

木下 忠治（84歳・林）

立岡 陽太郎（88歳・佐山） 唐澤 京子（74歳・下津屋）
福山

実施しています。

作動点検をしてください。

小谷 喜久子（88歳・佐山） 福武 美千子（80歳・林）
並河 厚生（85歳・佐古）

浩子さん（栄）

わせは同事務所へ。

おくやみ
小川 保（81歳・坊之池）

服部

以上 65 歳未満の人 勤務時間／月

日時／５月 27 日㈮

費用／無料

用促進、高齢者の外出支援のために

ひろこ

かつ 20 歳未満の人は、特例対象とし

開催します。

階おはなし室

和子さん（大橋辺）

時に適切に作動するよう、定期的な

省エネ対策学習会を以下のとおり

３時 30 分

武元

はっとり

クレジットカードでの納付の問い合

ボランティアスタッフによる絵本

場所／ゆうホール２

路線バスやのってこタクシーの利

で（更新の可能性有） 対象／18 歳

省エネ対策学習会

30 分～11 時

かずこ

麻しん風しん混合ワクチン

申込／要申込。 年３月 31 日まで）に限り無料です。

おはなし会

午 前 10 時

たけもと

申込／５月 31 日㈫まで。申請書に

定員／10 組（先着） 予診票を送ります。年度内（令和５

／社会福祉協議会☎ 075（631）0022

や紙芝居の読み聞かせをします。

し

し、対象期間内に接種しましょう。

成 29 年４月１日生まれ。個別通知で

問合せ

京都府の他の奨学金制度と併給が

よ

養育している母子家庭の母親など

内容／さつまいもの苗植

４月 18 日㈪～５月２日㈪

す。期限までに申請してください。

き

喜代至さん（東一口）

下記対象の人は、母子手帳を確認

【第２期】平成 28 年４月２日～平

費用／１組 200 円

岸

浅井

の支給となり、支給額が減額されま

・環境政策課

対象／未就園の子ども

え、宝さがし

きし

す。

場所／京都郵便局（城陽市） す。

と保護者

身体障害者相談員

給しています。

申請が遅れると申請月の翌月から

バス・のってこタクシー回数券
高齢者の購入に助成
身分証明書を必ず持参

ください。

京都府では、母子家庭奨学金を支
この奨学金の申請は毎年度必要で

小児定期予防接種

親子ニコニコ子育てサロン

母子家庭奨学金

問合せ／産業

申込／要申込。５月６

問合せ／生涯学習応援課

問合せ／子育て支援課

連絡をしてく
ださい。電話可

限を設けると

「こどもの読書週間」で、標語は「ひ

惠（90歳・下津屋）
（敬称略。３月受付分）
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育ルームを希望する人は、申込時に

の他／人数制

です。４月 23 日㈯～５月 12 日㈭は

5

講師／有限会社ひのでやエコライフ

す。

４月 23 日㈯は「子ども読書の日」 きがあります。

日 時 ／４月 23 日 ㈯

相談するときは、福祉課へご連絡

日㈮まで そ

子ども読書の日・
こどもの読書週間

とみキラキラ

未満の間に合わせて接種できます。

込。４月 18 日㈪～５月 18 日㈬。保

日 時 ／５月８日 ㈰

募集・催し

ついて～SDGs の達成に向けて～」

のインドアホッケー体験を実施しま

丁寧に指導します。

ださい。

やその家族からの相談に応じます。

内容／講演「食品ロス削減に

す ず き やすふみ

京都山城ホッケー協会の指導者が

当課にお問い合わせく

第２期の対象期間である９歳～13 歳

問合せ／図書館☎ 0774
（45） の人

諸税など

問合せ

上 下 水 道 料 金（ ２･ ３ 月 分 ）

上下水道課

こ ど も 園 保 育 料（ ４ 月 分 ）

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
アや一部スマートフォン決済アプリでも納付できます。バー
コード印字がない納付書は使用できません。

申請には所得基準がありますが、

ージか火災警報音が鳴ります。電

支給） その他／調理師免許がある

会社などを退職して学生となった人

池切れか故障のときは、音が鳴ら

方が望ましい

もそれを考慮した審査が受けられま

ないなどの状況となります。

申込／履歴書

す。

②警報器の設置年月や製造年月を確

（写真添付）を

申請は毎年必要です。手続きが遅

提 出。郵 送 可

れると、万が一のときの障害基礎年

用期間は概ね

問合せ／学校教育課

金などが受けられないときがありま

10 年といわれ

すのでご注意ください。

て い ま す。10

久御山町障害者相談員

認する。※家電製品の標準的な使

申請 ･ 問合せ／国保健康課か、ね

年を目安に警報

んきん加入者ダイヤル☎ 0570（003）

器の交換をおす

ため、町から委嘱された相談員が公

004 へ。050 から始まる電話からは

すめします。

的機関や関係団体と協力し、障害者

☎ 03（6630）2525 へ

障害者の地域での生活を支援する



問合せ／消防本部
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KUMIYAMA

いきがい大学の開催予定

シニア世代の皆さんが、いきがいのある充実した
人生を送っていただくために、幅広い分野について

▶日程 ７月～令和５年３月（４講座・社会見学）
▶場 所 A クラス＝役場５階コンベンションホー

防止の観点から、開閉講式などは中止し４講座と社
会見学を実施します。
受講生の募集と講座内容は、あらためて広報くみ

▶そ の他 新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、中止するときがあります。
▶問合せ 生涯学習応援課

学習する「いきがい大学」の開催を予定していま
す。
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大

やまでお知らせします。

４

15

2022
No.1093

町政モニターを募集

町政に対する意見などを町政運営に反映するた
め、町政モニターを募集します。

▶対象 町内在住・在勤で４月１日現在、18歳以上の人

ル、B クラス＝ゆうホール２階交流ホール
▶対象 町内在住の 60 歳以上の人
▶定員 各クラス 100 人（抽選）

回答がないときは減額）
▶申込 ５月６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」と明記の

■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 )

うえ、住所･氏名（ふりがな）･年齢･職業･電話番
（過去３年間＜令和元年度～令和３年度＞の経験者は除く）
▶期間 令和５年３月まで
号、在勤者は勤務先名と住所を記入して総務課へ。
▶定員 50 人（先着）
あて先の住所などは欄外左側をご確認ください。
▶謝礼 ３千円相当の商品券（依頼したアンケート ▶問合せ 総務課

GW

公共施設のお休み
施設名

久御山町役場

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

休

休

休

休

休

休

休

クロスピアくみやま
あいあいホール

休

休

荒見苑

休

休
休

休

問合せ
☎075（631）6111
☎0774
（45）0001
☎075（632）2300

休

休

休

☎0774（41）2263

休

休

休

☎0774（44）3405

休

☎0774（45）0003

いきいきホール

休

☎0774（41）3466

ゆうホール

休

☎0774（45）0002

図書館

■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

☎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

町公式ウォーキングアプリ

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。

iPhone用

問合せ／福祉課
Lesson.19「得意」

鼻高のイメージです。あごを少し上げ
気味に得意げな表情で表すと、さらに
伝わりやすいでしょう。

android用

久御山町公式LINE

立てた親指側を
鼻におきます。

そのまま上方斜めに
上げます。

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＝991人
（京都府発表）

「友達登 録 」をして、
「ホッと」な情報を受け
取りましょう。

開庁時間＝８：30 〜 17：15
（土・日・祝を除く）

