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地球温暖化対策ワークショップ

31・ 28 一人ひとりが自分にできる地球温暖化対策を

昨年10月から２回にわたり、
「地球温暖化対策ワークショッ
プ」を開催しました。本ワークショップは、地球温暖化の影

かには、第１回目で学んだ再生可能エネルギーに関すること
を２回目の開催までに実践されている方も見受けられ、取り
組みへの意識の高さがうかがえました。

Vol.89

平成７年１月17日に「阪神・淡路大震災」が発生して
から26年が経過します。南海トラフ巨大地震が発生する
確率が、今後30年で70〜80％とされる中、災害時には
まず、正しい情報を素早く収集することが重要です。町
では、気象警報や避難勧告などの災害情報、緊急性が高
い防犯情報などを登録制の「大山崎町防災・防犯情報メ
ール」で配信しています。また、
「携帯電話を持っていな
い」
「メールを使っていない」という方に対して、メール
で配信した内容を電話とFAXで配信する「大山崎町防災
・防犯電話・FAX」を併せて運用しています。このメー

どのように情報が届くの？

⃝メール

⃝メール
⃝電話

小学５年生の「環境学習」

以下の災害や防犯情報などが届きます。
防犯情報
・緊急性の高い防犯情報
災害情報
・気象警報（大雨警報など） ・避難情報（避難勧告など）
・緊急地震速報 ・記録的短時間大雨情報
その他

※いずれか１つの方法のみご登録いただけます。

登録方法は？
⃝メール bousai.oyamazaki-town@raiden.ktaiwork.jp
に空メールを送信し、返信されたメール
の指示に従って登録してください。
⃝電話・ 登
 録申請書を役場３階政策総務課 危機管
F A X 理係へ提出してください。登録申請書は同
係で配布しているほか、町ホームページか
らもダウンロードできます。

・国民保護情報（弾道ミサイル発射情報など）

Town Topics

Town Topics

要」「一人ひとりができることを考えないと」と、思い思い
の感想を口にしました。

どんな情報が届くの？

⃝FAX

□ まちの話題

□ まちの話題

子どもたちにとって身近な存在の天王山。小学校５年生の
授業では、毎年、森林ボランティア団体「久保川と天王山の
森を守る会」協力のもと、天王山の生態などについて学ぶ体
験型の環境学習を実施しています。
この日は、第二大山崎小学校から天王山の放置竹林などを
見学。普段目にすることのない、人の手が入らないまま置き
去りにされた荒れた竹林を前に、児童たちは驚いている様子
でした。
授業後は、「きれいな環境にしていくためには人の力が必

「携帯電話を持っていない」
「持っ
ているけどメールを利用できな
い」ために、町防災・防犯情報メ
ールを利用できない方

登録されたアドレスにメール送信
登 録された番号に電話発信し、自動音声
で読み上げ
登録された番号にFAX送信

Relax

Relax

16 動物・昆虫がゆたかに生きられる環境をつくるために

どなたでも登録可能

□ 図書室だより

□ 図書室だより

どんな人が利用できるの？
⃝電話・FAX

11

ル、電話、FAXでは、同報系防災行政無線
（屋外スピーカ
ー）で放送する情報も同時配信しますので、聞き逃した
り、聞き取れなかった場合にも放送内容を確認できます。
災害時・緊急時には、普段使用している情報収集手段
が使用できない事態になるかもしれません。「いざとい
う時」に備えて、複数の手段で情報を入手できるように
ぜひともご登録をお願いいたします。

Survive

Survive

気候変動対策につながる「食」と「電気」の選択について
考えるグループワークを行った後、今後、自分たちが取り組
めることについて参加者一人ずつ発表してもらいました。な

大山崎町防災・防犯情報メール（電話・FAX）のご登録をお願いします！

QRコードからも！▶

□ インフォメーション

Message
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□ 伝言板
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「大山崎町第４次総合計画・

うに VR 眼鏡を覗いていました。

後期基本計画」（案）
の

Message

ンを360°映像で間近に感じる VR 体験企画も実施。駒役の門
脇麦さんが、「麒麟がくる」の撮影現場を案内してくれる内
容で、体験者は VR 技術特有の臨場感を感じながら、楽しそ

パブリックコメントを実施します

□ 伝言板

ん）など、計10名の等身大パネル展示を同館で行いました。
土 、29日■
日 の２日間限定で、ドラマの撮影シー
また、28日□

令 和 ３ 年 度 か ら ス タ ー ト す る「 大
山 崎 町 第 ４ 次 総 合 計 画・ 後 期 基 本 計
画」（案）について、住民の皆さまか
らの意見を募集します。
募集期間＝１月中下旬（予定）

マ『麒麟がくる』の明智光秀（長谷川博己さん）、木下藤吉
郎（のちの秀吉）（佐々木蔵之助さん）、帰蝶（川口春奈さ

計画（案）の閲覧方法＝
募 集 期 間 中、 町 ホ ー ム ペ ー ジ や 町
の各公共施設で閲覧できます。

Information

大山崎町歴史資料館の第28回企画展「描かれた山崎合戦～
秀吉・光秀と合戦像の変遷～」の開催に合わせて、大河ドラ

ホームページにてお知らせします。

17〜29 迫力の展示とVR体験にファンが大歓喜

※募 集 期 間 等 の 詳 細 は、 決 ま り 次 第、 町

大河ドラマ『麒麟がくる』の等身大パネル展示とVR体験

問＝政策総務課 企画観光係（内３８０）

□ インフォメーション

※その他、詳細については、上記担当にお問い合わせいただくか、町ホームページ掲載の運用要領をご覧ください。
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□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

響により、自然災害が各地で発生し、大きな被害が及んでい
るなか、住民自ら身近なことから実践できる対策を考えても
らい、地球温暖化対策に向けて取り組むためのものです。

シリーズ防災 政策総務課 危機管理係 ☎956-2101（内332）

Fire Department

Fire Department

TownTopics

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

Survive

まちのわだい

10

12

11

乙訓地区労働者福祉協議会から医療用ガウンを寄贈いただきました

２ コロナ禍での地域貢献

史跡大山崎瓦窯跡公園オープニングセレモニーとお茶会

22 歴史を感じながらおいしいお抹茶と和菓子を楽しむ

小林純会長は、「コロナ禍でも地域に貢献できる形を考え
ました」と話されました。
いただいた医療用ガウンは、病院などへ提供する予定です。

町の茶道サークル「友あそび」による呈茶の接待では、出
土した瓦をモチーフとした和菓子がお茶とともに提供され、
訪れた人々を楽しませました。

とお茶会を開催しました。この公園は、平安京造営に必要な
瓦を生産した遺跡として国史跡の指定を受けている貴重な場
所です。

ランティアイベントを例年開催していましたが、コロナ禍で
実施が困難なため、イベント予算を医療用ガウンの購入に充
てられました。

12

同様の瓦があしらわれたあずま屋では、眼下に広がる街並
みを眺めながら一服する来場者の様子が見られました。

これまで町の人口は、長らく15,000人台で推移していまし
たが、この日、町役場に16,000人目の届け出がありました。
ひでや
記念すべき16,000人目となったのは、鏡田在住の土井英弥さ

11

おうすけ

※推計人口とは、国勢調査を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出
を加減して算出された推計値をもととした人口

中央公民館図書室だより

【社会福祉事業功労者表彰】
壷内重博／上田常昭／新留雅也

【絵本の読み聞かせ】

毎週月曜日

金 〜１月３日■
日、
1月1日□
木
1月28日□

☎957 ー1421

毎月第二水曜日（10：30～11：00）
、中
央公民館別館2階和室にて絵本の読み聞
かせ（読み手：どんぐりん、竹の子文
庫）を開催しています。主に未就園児

【新着図書紹介】

とその保護者の方が対象です。参加費
無料、申し込み不要です。お気軽にお
越しください。皆さんのご参加をお待
ちしています。

11

児童書

一般書

『13歳からの英語が簡単に
話せるようになる本』

磯辺 篤彦／著
化学同人

東大卒の著者が英語を話すコツを伝授。ネイ
ティブスピーカーのように会話できる発想のヒ
ントが豊富に紹介されています。中高生の方は

端の研究について解説。今、私たちが知るべき

もちろん、大人の方にもぜひ読んでほしい一

事実が書かれています。ぜひご一読ください。

冊、おすすめです。

『もしも虫と話せたら』
『半沢直樹 アルルカンと道化師』
『メイドの手帖』

13
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ペズル／文 プレジデント社
朝井 まかて／著 集英社
池井戸 潤／著 講談社
ステファニー・ランド／著 双葉社

『猫町ふしぎ事件簿』

廣嶋 玲子／作 童心社

『アンパンマンとみかづきまん』 やなせ たかし／作・絵 フレーベル館
『火狩りの王 4』
『ピラミッドのサバイバル 2』

日向 理恵子／作 ほるぷ出版
洪 在徹／文 朝日新聞出版

は、2008年にスタートし、今年で13回目を迎えます。
メイン会場の離宮八幡宮では、お菓子や雑貨、アクセサ
リーなど手作りの品を扱ったお店が軒を連ね、老若男女問わ
ず、さまざまなお客さんで賑わいを見せていました。実行委
員長の井幡和幸さんは、「コロナ禍にも関わらず、平日でも
思ったよりたくさんの方に来ていただけて嬉しい」と話しま

Message

Message

『類』

参画する「おもてなしウィーク」が、町内一円で開催されま
した。町の魅力の再発見や地域の交流につながる本イベント

□ 伝言板

□ 伝言板

一度、海に出てゴミになると…。海洋プラスチッ
クごみ研究の第一人者がその深刻な実態や最先

27〜29 大山崎を再発見！見て、
買って、
食べて、
聞いて、
体験しての３日間

町内のお店や工房・自宅で活動するプロ・アマの出展者が

小野田 博一／著 PHPエディターズ・グループ

レジ袋やペットボトルなどのプラスチック製品が

第13回おもてなしウィーク

Information

Information

『海洋プラスチックごみ問題の真実』

【社会福祉事業功労者感謝状】
蔦谷信郎／西宇俊夫／南健一／大同利明／赤木明代／
辻本絹代／浅野輝男／山口幾世／築出妙子

□ インフォメーション

□ インフォメーション

図 書 室
(公民館内)

―被表彰者等―（順不同・敬省略）

Town Topics

Town Topics

日

□ まちの話題

□ まちの話題

Relax

休 室

25 社会福祉事業の発展を祈願して表彰式を開催

民生委員・児童委員としてご活躍された方々のうち、令和
元年12月の一斉改選に伴いご退任された12名の方々に対し、
町社会福祉行政の推進に大きく貢献いただいたことに感謝の
意を表すとともに、表彰状を贈りました。
本表彰式は、毎年11月３日に挙行する自治記念式典とあわ
せて実施していましたが、新型コロナウイルスの感染症拡大
を避けるため、今年度は別日での開催としました。

体も多い中、町の未来にとって嬉しいニュースでした。

平日 10：00〜16：30
祝 10：00〜16：00
土日■

社会福祉事業功労者表彰式

Relax

Relax

んのご家族にお生まれの央祐くん。人口が減少に転じる自治

□ 図書室だより

□ 図書室だより

※
10 町の推計人口 が16,000人を突破

図 書 室
開室時間

Survive

Survive

昨年６月に桜の広場公園横にオープンした史跡大山崎瓦窯
跡公園で、教育委員会主催のもと、オープニングセレモニー

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

この度、乙訓地区労働者福祉協議会から、医療用ガウン
360枚を寄附いただきました。同協議会では、地域貢献のボ

Fire Department

Fire Department

TownTopics
まちのわだい

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

TownTopics
まちのわだい

した。
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コミュニティカフェ

木 、②１月12日□
火 、各
とき＝①１月７日□

日13：30～15：00

人はマスク着用

・
「密」を避けるための配慮を
・おもちゃは各自で持参

・今後の感染状況等により、運営の取扱
いを変更する場合あり

【マタニティさん、プチママさんソーイ
ング】（要予約）

内 容 ＝ ① 小 物 づ く り（
「陽だまり」よ

対象＝マタニティさん・生後５カ月まで

丘自治会館

り）、②来られてからのお楽しみ（「ヘル
シーメイト」より）

のお子さんを持つ親子

【あかちゃん集まれ】

予約なしで「ゆめほっぺ」を気軽に体

※新型コロナウイルスの状況によって

験してみませんか。

問＝大山崎町社会福祉協議会

ところ＝保健センター１階機能訓練室

は、内容・会場が変更の可能性あり

介護者の会
金 13：00～14：30
とき＝１月８日□

ところ＝なごみの郷２階ボランティアルーム

大人の教養講座
「シニアのためのヨガ講座」
筋力アップの講座です。参加無料、要申込。

子育て中の悩みなどの相談を受付け。

木 14：00～15：00
とき＝１月21日□

（１組15～30分程度）

問・申込先＝ゆめほっぺ

火 ～□
金 （祝日除く）９：30
☎959-9050（□

～16：00）

ZOOM でお話会！
水 19：00～
とき＝２月10日□

楽しい時間を過ごしませんか。相談無料。

Consultation

水 13：30～15：30
とき＝１月20日□

ところ＝役場１階第１会議室

無料出張がん個別相談会

対象＝町内在住の長期離職、生活困窮、ひ

木
とき＝１月７日、２月４日、３月４日□

きこもりなど生活に課題を抱える方とその

ところ＝京都府乙訓保健所

問＝乙訓もも

記申込先まで

障がいのある方の生活相談
（身体・知的・精神）

の13：00～15：30

申込方法＝実施日の前日16：00までに下
問・申込先＝京都府がん総合相談支援セ
ンター

☎0120-078-394

月 ～□
金 （祝日・
※電話および対面相談を□

年末年始を除く）の９：00～12：00、
13：00～16：00に実施しています

京都弁護士会弁護士による
無料法律相談
金 13：30～16：30
とき＝１月15日□

※予約制、一人30分

※新型コロナウイルス感染症に関連する
相談優先

ところ＝政策総務課 企画観光係窓口（役

家族

藤田

☎952-2800

生活リズムや、障害をお持ちのご友人

のことなど、どんなことでもご相談くだ
さい。専門相談員である「アンサンブ
ル」職員が相談を受け付けます。
水 13：30～15：30
とき＝１月20日□

ところ＝役場１階相談室

問＝福祉課 社会福祉係（内156）

募集

Wanted
会計年度任用職員募集（手話通訳者）
募集人員＝１名
業務内容＝手話通訳業務、一般事務補助他

ところ＝中央公民館別館３階大研修室

センター長

対象＝町内在住の方

講師＝向井先生

実施方法＝自宅でパソコン等からご参加

または電話で下記申込先まで

をお伝えしますので、開催時間の30分前

312）

対象＝町内在住・在勤の概ね60歳以上の方
定員＝20人（先着順）

濱田咲子氏

ください。申し込み後、ID・パスコード

持ち物＝長方形タオル、水筒、マスク、

～19：00までに入室ください。

その他＝参加当日、発熱・体調不良の方

※パソコン等にマイク、カメラがあるこ

動きやすい服装

が、ご了承ください。

申込方法＝電話または直接下記申込先へ
水 ～13日□
水
申込期間＝１月６日□

問・申込先＝中央公民館

月 までは年末年始のため閉所
１月４日□

ください。

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会
地域福祉係

認知症啓発映画
「ばあばはだいじょうぶ」上映会
忘れる病気のばあばが教えてくれた忘

れられない物語。2018年ミラノ国際映画

申込制（各時間帯ごと５組まで）。原則

月 ９：45～11：50
とき＝２月８日□

９：30から受付け。利用は年齢別・完全
保護者１人子ども１人。場所の記述がな

15
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祭 W 受賞。

木 13：30～16：30
とき＝１月21日□

※申込不要、相談無料

受付＝当日、役場２階第２会議室へ

問＝政策総務課 企画観光係（内312）

司法書士による無料法律相談会
火 13：30～16：30
とき＝１月19日□

※相談無料、予約優先

当日受付窓口＝政策総務課 企画観光係
窓口（役場３階32番）

問・申込＝京都司法書士会

☎255-2566

このコーナーは17ページから始まります

場合があります。

報酬＝時給992円
手当＝通勤手当あり、期末手当なし
勤務場所＝町役場 税住民課 税務係

問＝政策総務課 総務係（内323）

令和２年度３・４月自衛官募集
採用種目＝自衛官候補生

①陸 上 要 員（ 男 子・ 女 子 ）
：令和３年
３・４月に入隊する隊員

②海上要員（男子）
：令和３年３・４月
に入隊する隊員

③航 空 要 員（ 男 子・ 女 子 ）
：令和３年
３・４月に入隊する隊員

日 、女子：２月
試験期日＝男子：１月17日■
土
６日□

試験会場＝陸上自衛隊宇治駐屯地

受付期間＝試験期日の５日前まで（必着）

任期＝委嘱の日から令和５年３月31日まで

手当＝通勤手当あり、期末手当なし

応募資格＝次の条件をすべて満たす方

申込方法＝市販の履歴書に写真を貼付の

・本町区域内に１年以上住所を有する者

えて下記まで持参。後日面接を行います

・年４回程度の会議および各種研修会に

月 ～21日□
木
申込期間＝１月４日□

提出先・問＝政策総務課 総務係（内323）

会計年度任用職員募集（税務事務）

このコーナーは17ページから始まります

・選挙に関心をもち、明るい選挙の実現
について考え、公平・中立に活動する
ことができる方

・令和３年４月１日時点で満18歳以上の
町内在住の方

任期＝令和３年４月１日から２年間
応募方法＝「明推協委員申込」と明記
し、住所・氏名・年齢・電話番号を記入
のうえ、ハガキ、FAX またはメールにて
下記までご応募ください。
金
応募期限＝１月22日□

問・応募先＝〒618-8501（住所不要）大山

崎町選挙管理委員会事務局
（政策総務課内）
senkyo@town.oyamazaki.lg.jp

大山崎町社会教育委員を募集

報酬＝時給1,327円

（応募書類は返却不可）

応募資格＝次の条件をすべて満たす方

案内を行っています）

募集人員＝１名

うえ、資格の確認できる書類の写しを添

発活動等を令和３年度から２年間、ボラ

受付場所＝自衛隊京都地方協力本部ほか

～13：00休憩あり）

勤務場所＝福祉課 社会福祉係

各種公職の選挙が明るく正しく行われ

ンティアで活動いただける方を公募します。

月 ～１月19日□
火
申込期間＝１月４日□

問＝自衛隊京都地方協力本部 ☎803-0820

火 ９：00～17：00（12：00
勤務時間＝毎週□

明るい選挙推進協議会委員を
募集します

ます（応募書類は返却不可）

月 ～３月31日□
水 （更
雇用期間＝２月１日□

新の場合あり）

問・応募先＝生涯学習課（内234）

るよう、政治意識の向上を呼びかける啓

のうえ、下記まで持参。後日面接を行い

（自衛隊各駐屯地・各基地等においても

がきる方

結果通知＝郵送で本人に通知

申込方法＝市販の履歴書に顔写真を貼付

ド・エクセルなど基本的なパソコン操作

募集人員＝１名

ところ＝長寿苑大広間

※作業の進捗状況により勤務日数が減る

選考方法＝申込書類による書類選考

・満20歳以上（令和３年４月１日現在）
・社会教育に関心がある

出席できる（おもに平日の昼間）

・本町の他の審議会等の委員でない

・本町議会議員または本町職員でない
応募方法＝下記の書類を町教育委員会生

Message

Message

火
します。１月行事の申し込みは、５日□

行政書士による
暮らしと事業の行政相談会

月 ～□
金 （祝日は除く）
勤務時間＝□

９：00～17：00（12：00～13：00休憩あり）

からもダウンロード可。

月 ～22日□
金
応募期間＝１月18日□

□ 伝言板

□ 伝言板

ゆめほっぺ１月の行事

と、インターネット環境の確認をして

問・申込先＝政策総務課 企画観光係（内

対象＝手話通訳者の資格のある方、ワー

月 ～３月15日□
月
雇用期間＝２月１日□

Information

Information

には参加をお断りする場合もあります

金
申込期限＝２月５日□

火 ９：00以降、直接
申込方法＝１月12日□

て受付・案内等の納税者対応ができる方

□ インフォメーション

□ インフォメーション

場３階32番）

ゲスト＝地域包括支援センター

土 10：00～11：30
とき＝１月16日□

でお渡し可能なほか、町ホームページ

Town Topics

Town Topics

椅子を使った家庭でできる簡単ヨガと

【保健師相談日】（要予約）

適応能力アップなど、支援員と話しながら

対象＝簡単なパソコン操作、申告会場に

※応募要綱・申込書は、生涯学習課窓口

□ まちの話題

□ まちの話題

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会

対象＝０～１歳のお子さん

相談

就労に向け生活習慣の改善や社会への

て」の小論文（800字程度、様式は自由）

告の入力受付、仕分け、封入など

Relax

Relax

同じ立場の方と過ごしませんか。

水 13：30～15：00
とき＝27日□

締め切りますことをご了承ください。

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会

内容＝所得税の確定申告および住民税申

□ 図書室だより

□ 図書室だより

定員＝各回15人

金 10：00～11：30、13：30～15：00
とき＝22日□

制限を行いますので、満席になり次第、

長期離職や生活困窮の方、
その家族の方へ「乙訓もも」
出張相談

Survive

Survive

ところ＝①なごみの郷２階、②円明寺が

※コロナウイルス感染症予防のため人数

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

町内の高齢者はどなたでも参加可能。

【いきいきサロン】

・保健センター入口での検温・消毒、大

金
申込期限＝２月５日□

Fire Department

Fire Department

Meeting

い場合は保健センターで開催します。

【利用時の注意】

957-1860
954-4400
952-6289
957-0999

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション

催し

957-1101 保健センター☎953-3430
953-7335 老人福祉センター「長寿苑」☎・
954-4400 福祉センター「なごみの郷」☎957‒4100
社会福祉協議会☎957‒4100
952-2846 町体育館☎956‒0567
956-0566 歴史資料館☎952‒6288
中央公民館☎957‒1421
952-6289 大山崎消防署☎956‒0119
大山崎ふるさとセンター☎956‒2310

役場代表☎956-2101

●広報誌作成のための写真撮影について●
毎月の広報誌作成のため、イベントや学校行事などで写真を撮影するこ
とがあります。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
問＝政策総務課企画観光係（内312）

涯学習課（役場２階）に持参または郵送
応募申込書＝テーマ「生涯学習につい
2 0 2 1 . 1 広報おおやまざき
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期等変更する場合があります。
情報は町ホームページで随時お知らせ
しますのでご確認ください。

○水道メーター検針のため、検針員が敷

京都府内の各市町村（京都市を除く）分

響により令和２年２～10月の任意の連続

る町内の団体（10名以上）の方を対象に

○メーターボックスの上に物を置かない

の提出（郵送可）が可能になりました。

①50％以上の減少→100％（全額）

規利用を希望する団体、および継続して

地内に入らせていただきます。
でください。

○車やバイクは、検針期間中はメーター

【令和３年度以降の償却資産申告書等の提出先】
①新型コロナウイルス感染症に係る固定
→大山崎町へ（償却資産申告書等提出

す。また、ガレージ門扉の開放にご協

時に必要書類を添付ください）

力お願いします。

Information

②上記軽減措置の適用を受けない場合→

○メーターボックスの中はきれいにして

京都地方税機構へ（申告書は償却資産

おいてください。

大山崎町有財産（土地）を一般競争入

札により売却します。

所在地＝大山崎町字大山崎小字西山田17

い」、「メーター故障」および「門扉

・申告書用紙等は、京都地方税機構また

水量を認定させていただくことがあり

・前年度に申告された方には、京都地方

は町ホームページからダウンロード可。

内、宅内等の場所でご不在」の場合、

税機構から12月中旬に申告書等が郵送

ます。

問＝上下水道課 業務・府営水道係（内272）

地目＝雑種地
地積＝270平方メートル（実測面積）
用途地域等＝第一種低層住居専用地域、
10m 高度規制、宅地造成等規制区域、

火 、平日８：30～17：00
月２日□

配付場所＝役場２階生涯学習課（24番）

お渡しいたします。
窓口

問＝政策総務課 管財係（内371）

問＝生涯学習課（内234）

大山崎町立
大山崎小学校

固定資産税の軽減措置の場合）税住民課
税務係（内142）

（償却資産申告書等の場合）京都地方税
機構事務局業務課償却資産担当

火 ～３月31日□
水
配付期間＝１月12日□

☎075-414-4503

新型コロナウイルス感染症に係る
固定資産税等の軽減について

償却資産（固定資産税）の申告書等の
提出先に御注意ください

１月は水道メーターの検針月です
火 ～18日□
月
実施期間＝１月５日□

対象資産＝事業用家屋および償却資産
軽減期間・軽減割合＝中小企業・個人事
業主で、新型コロナウイルス感染症の影

ジからダウンロード可能▼特例対象資産
一覧※事業用家屋を所有する場合は、特
例申告書の別紙「特例対象資産一覧」を
添付してください▼収入が減少したこと
を証明する書類（会計帳簿や青色申告決

ひとのうごき
町の人口と世帯数
2020年12月１日現在（前月比）

15,984人
（△11）
7,753人
（1）
8,231人
（△12）
6,626世帯
（△ 1 ）

このコーナーは17ページから始まります

火 19：30～
とき＝２月９日□

ところ＝大山崎町体育館小体育室
問＝大山崎町体育館事務所

就学通知書を送付します
12月下旬に、令和３年４月に町立小・

算書の写し等）※不動産賃料を猶予した

中学校へ入学予定の児童生徒の就学通知

動産賃貸業者は、猶予の金額や期間等を

になっても届いていない場合は、下記ま

ことにより、特例の適用要件を満たす不
確認できる書類▼特例対象家屋の事業用
割合を示す書類（青色申告決算書等）

提出先・問＝〒618-8501（住所不要）大
山崎町役場 税住民課 税務係（内142）

令和３年度
「岩崎テニスコート」団体登録
説明会
令和３年度に、岩崎運動広場を定期的に

書を保護者あてに送付しています。１月
でご連絡ください。なお、転出をお考え
の方や、国公立・私立学校等への入学を
予定されている方は、入学許可書を受け
取り次第、必ずご連絡ください。

問＝学校教育課 学校教育係（内213）

生ごみ処理機をご購入の方に
補助金を交付します
補助金交付申請後、町からの交付決定

利用する町内の団体（６名以上）の方を対

の通知を受けてから製品を購入してくだ

ら新規利用を希望する団体、および継続

※申請受付順に交付します。予算限度額

さい。説明会当日、登録申請書を配布し
ます。

※１団体につき１人の参加です。

※年度途中の登録はできません。令和３
年度に利用予定の団体は必ず説明会に

さい。

に達した時点で終了。交付決定前に商
品を購入した方は対象外となりますの
でご注意ください。

※補助金額は機器購入価格の２分の１
で、上限は２万円。購入金額が５千円
未満のものは対象外。

日常生活において常時、特別の介護を必
要とする在宅の重度障害者の方に支給さ
れます。

【障害児福祉手当】

20歳未満の方で、重度の障害のため、

日常生活において常時の介護を必要とす
る方に支給されます。

※本人、配偶者または扶養義務者の所得
が一定額を超えている方や、障害者支

援施設、障害児入所施設等に入所され

ている方は対象とはなりません。

問＝福祉課（内154）
、乙訓保健所福祉課
☎933-1154

三菱 UFJ 銀行における
税・料等の取扱いについて
㈱三菱 UFJ 銀行における税・料の窓

口・口座振替（引き落し）の取扱いは、

水 で終了します。口座振替で㈱
３月31日□

三菱 UFJ 銀行を指定されている方は、登

録口座の変更の手続きが必要です。

【対象の税・料】

▼町府民税▼固定資産税 / 都市計画税▼
軽自動車税▼保育料 / 副食費▼放課後児

童クラブ保護者協力金▼国民健康保険税
▼介護保険料▼後期高齢者医療保険料

【口座振替取扱い金融機関】

▼京都銀行▼京都信用金庫▼京都中央信

ご出席ください。

対象＝町内にお住まいで、次の要件すべ

用金庫▼近畿労働金庫▼京都中央農業協

対策をお願いします。

・大山崎町内で処理機を利用する

りそな銀行▼三井住友銀行▼池田泉州銀

※各自で新型コロナウイルス感染症予防
（マスク着用、上履き持参・平熱の方
のみご参加可能）

火 10：00～
とき＝２月９日□

ところ＝大山崎町体育館研修室
問＝大山崎町体育館事務所

令和３年度
「学校体育施設スポーツ開放団体」
登録説明会
令和３年度に、学校を定期的に利用す
このコーナーは17ページから始まります

てに該当する方

・町税および公共料金等を滞納していな
い

・過去５年以内に当制度の助成を受けて
いない世帯

金 まで
申請期間＝２月12日□

申請方法＝▼申請書（役場２階経済環境

課21番窓口にあります）▼見積書（店印

同組合▼関西みらい銀行▼みずほ銀行▼
行▼ゆうちょ銀行

木以
※各種手数料についても、４月１日□

降、㈱三菱 UFJ 銀行の窓口での取扱い

ができなくなります（上下水道料金

は、口座振替の取扱いのみ継続）
。
問＝会計課（内100）

が押印されているもの。レシートは不

Message

※敬称略。このコーナーには希望
された方のみ掲載しています
※満年齢で表記しています

みご参加可能。

20歳以上の方で、著しい重度の障害

□ 伝言板

く

総数
男
女
世帯数

※年度途中の登録はできません。

Information

ほ
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【若宮前】 竹内

渡邉

天野
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【夏目】
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末浪

威（

加代子（

歳）

Message

72

【竜光】

山

小畑

淳子
（

□ 伝言板

88

月
申告期限＝２月１日□

だいていましたが、令和３年度申告から

ご冥福をお祈りします

【横林】

【竜頭】

【茶屋前】 笠原

Information

67

17

軽減します。

産の所在する市町村にそれぞれ提出いた

必要書類＝▼特例申告書※町ホームペー

して利用する団体の方は必ずご参加くだ

却資産に係る固定資産税・都市計画税を

これまで償却資産申告書等は、償却資

（重い障害が２つ以上重複等）のため、

令和３年度に限り、事業用家屋および償

日までに申告していただく必要がありま
月）
。
和３年２月１日□

※マスク着用、上履き持参・平熱の方の

書類を税住民課 税務係窓口（役場１階

６番）へ持参または下記提出先まで郵送。

象に説明会を開催します。令和３年度か

業収入が減少した中小事業者等に対し、

す（注：令和３年度申告の提出期限は令

【特別障害者手当】

説明会当日、登録申請書を配布します。

□ インフォメーション

阪急電
鉄京都
線

□ インフォメーション

売却
予定地

※１団体につき１人の参加。

革新等支援機関等の認定を受けて、必要

新型コロナウイルス感染症の影響で事

償却資産をお持ちの方は、毎年１月１

日現在の資産所有状況について、１月31

月 までに、認定経営
申告方法＝２月１日□

→50％（２分の１）

Town Topics

Town Topics

速

高

路

道

問＝（新型コロナウイルス感染症に係る

利用する団体の方は必ずご参加ください。

□ まちの話題

□ まちの話題

申込書入手方法＝町ホームページまたは

大山崎町
役場

までの早期申告に御協力ください。

について、当日ご参加いただけなかった
方に、案内ハガキと引き換えに記念品を

役場３階政策総務課（31番窓口）

火
るので、なるべく令和３年１月12日□

月■
祝 に開催の大山崎町成人式
１月11日□

防火指定＝法22条区域

火 ～２
申込書配布・受付期間＝１月５日□

・申告書等の提出期限間近は大変混雑す

第68回大山崎町成人式の記念品について

特別障害者手当・
障害児福祉手当のお知らせ

②30％以上50％未満の減少

Relax

Relax

土砂災害警戒区域

されます。

ください。※郵送は不可

問・申請先＝経済環境課 清掃環境係（内246）

□ 図書室だより

□ 図書室だより

番地45

の所在する市町村ごとに作成ください）

○「駐車、物を置くなどで点検できな

説明会を開催します。令和３年度から新

Survive

Survive

町有地を売却します

する３カ月間の事業収入の前年比が、

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

資産税の軽減措置の適用を受ける場合

の上に駐車しないようにお願いしま

お知らせ

神

の申告書等は、京都地方税機構に一括で

Fire Department

Fire Department

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、記載しているイベント等を中止・延

957-1860
954-4400
952-6289
957-0999

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション

名

957-1101 保健センター☎953-3430
953-7335 老人福祉センター「長寿苑」☎・
954-4400 福祉センター「なごみの郷」☎957‒4100
社会福祉協議会☎957‒4100
952-2846 町体育館☎956‒0567
956-0566 歴史資料館☎952‒6288
中央公民館☎957‒1421
952-6289 大山崎消防署☎956‒0119
大山崎ふるさとセンター☎956‒2310

役場代表☎956-2101

●広報誌作成のための写真撮影について●
毎月の広報誌作成のため、イベントや学校行事などで写真を撮影するこ
とがあります。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
問＝政策総務課企画観光係（内312）

可）▼カタログ（写しでも可）▼町税完
納証明書▼印鑑の５点を下記までご持参

2 0 2 1 . 1 広報おおやまざき
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ゲームをしながら大いに笑い、脳の活性
化を。参加費無料。
水 13：30～14：40
とき＝①１月13日□
火 10：30～11：40
②１月26日□
ところ＝円明寺が丘自治会館
問＝大山崎町社会福祉協議会 ☎957-4100

西法寺サロン
気軽におしゃべりしませんか。申込不
要。参加費無料。
月 10：00～12：00
とき＝１月18日□
ところ＝南円明寺が丘団地４棟の大池近く
の永田様宅
対象＝町内在住の65歳以上の方
問＝永田 ☎957-3094

広告

大山崎シニア野球チーム
「大山崎マスターズ」部員募集
40歳以上の男性の方歓迎。一度練習に参
加・見学にお越しください。
土 ９：00～12：00
とき＝毎週□
ところ＝桂川河川敷グラウンド
対象＝町内在住、在勤の方
問＝大山崎マスターズ事務局 関
☎090-3896-7305

大山崎スポーツ少年団野球クラブ
団員募集
野球はじめてみませんか。体験受付中。
土■
日■
祝
とき＝毎週□
ところ＝大山崎小学校、第二大山崎小学校
のグラウンド、マクセル裏河川敷グラウン
ドほか
対象＝大山崎町の小学生
参加費＝3,000円／月
問＝石橋 ☎090-8755-1529

大山崎町
広告

企業・事業所の広告欄です

人生

年時代のプラス年金

○ 掛金は
全額所得控除
○ 公的年金控除
の対象
○ 自由な
プラン設計

お問い合わせは

０１２０‐６５‐４１９２
全国国民年金基金 京都支部

企業・事業所の広告欄です

書き損じはがきキャンペーン
▼書き損じはがき▼未使用のはがき▼切
手をお寄せください。はがき400枚でタイの
子ども１人が１年間中学校に通うことができ
ます。皆さまのご協力をお願いします。
回収箱設置場所＝役場、長寿苑、保健セン

Message

Message

広報おおやまざき 2 0 2 1 . 1

土 ９：30～11：30
とき＝１月30日□
ところ＝中央公民館本館２階講座室
講師＝島崎愛子先生
持ち物＝▼楽譜▼飲み物▼フェイスシールド
※お越しの際は、マスクの着用をお願いし
ます
問＝辻本 ☎956-6967

2021年４月入学生を募集しています。心
理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自
然科学など、約300の幅広い授業科目があ
り、１科目から学ぶことができます。資料
の請求は下記へお電話ください。

毎年１月に開催の離宮八幡宮境内におけ
る「どんど祭り（左義長）
」は、新型コロ
ナウイルスの関係で今年の開催は中止とな
りました。お札・しめ縄・しめ飾りは、各
ご家庭での処分をお願いします。
問＝離宮八幡宮 ☎956-0218

□ 伝言板

□ 伝言板

19

小倉神社裏山の放置竹林皆伐跡地にミツ
マタ、カエデ他240本を植樹します。本イ
ベントには前川光町長も参加予定です。
土 10：00～12：00
とき＝１月23日□
※雨天の場合は翌日開催
集合時間・場所＝９：45に小倉神社裏駐車
場集合（駐車不可、公共交通利用）
募集人数＝50名
対象＝京都府在住の方。親子での参加も可
服装＝▼作業できる格好▼運動靴
※作業道具は会で準備します

オカリナサークル「山鳩」

放送大学
入学生募集のお知らせ

どんど祭り（左義長）中止のお知らせ

Information

Information

新年好評のイベントを今年も開催しま
す。昨年は和菓子を作りましたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、今年
は洋菓子を作ります。何を作るかは当日の
お楽しみ。
日 ９：00～12：00
とき＝１月10日■
ところ＝中央公民館別館１階料理講習室
費用＝100円／人
持ち物＝▼エプロン▼タオル▼三角巾
月
申込期限＝１月４日□
問・申込先＝中島 ☎080-5321-7843

植樹イベント～天王山の放置竹林
を美しい森に作りかえよう～

今年開催予定の「ママ・パパ・みんなあ
りがとう FESTA」内で行われる「ココヨイ
ねコンテスト」の出場につながるパステル
アートの講座です。絵心がなくても大丈
夫。自由に描くことを楽しみましょう。動
画配信もできますので、自宅からのご参加
も可能です。
金 、②３月12日□
金 、各日
とき＝①１月29日□
９：30～11：30
ところ＝長岡京市内
対象＝乙訓近辺にお住まいの親子
費用＝4,500円（３回分の会場費、講師代
等、動画配信講座も同じ）
主催＝パイの日実行委員会（活動支援団体
ココヨイの会、NPO 法人子育てサークル
虹色でんしゃ共催）
問・申込先＝パイの日実行委員会
片山 ☎090-5679-0128

創業を考えている女性、創業したばかり
の女性を対象としたセミナーです。自分の
スキルや技術で独立したい方、ライフスタ
イルに合わせて仕事をしたい方など、ぜひ
ご参加下さい。
金 、３月５日□
金 、各日10：00
とき＝２月26日□
～16：00
※今年度は教室受講及び WEB 受講どちら
でも受講可能です
ところ＝長岡京市立産業文化会館３階会議室
受講料＝2,000円
講師＝中小企業診断士 浦出奈緒子氏
定員＝20名（先着順）
主催＝乙訓地域商工会広域連携協議会（長岡
京市商工会・向日市商工会・大山崎町商工会）
問・申込先＝大山崎町商工会 ☎956-4600

仲間と一緒に野球を楽しみましょう。
土■
日■
祝
とき＝毎週□
ところ＝大山崎小学校グラウンド、第二大
山崎小学校グラウンドほか
対象＝大山崎町の小学生
参加費＝3,000円／月
問＝織田 ☎090-8654-7612
富田 ☎090-3677-8383

初めての方とも大歓迎。本田和代プロ
（スタンダード・ラテン A 級）が指導します。
火 18：00～21：00
とき＝毎週□
（講師の指導は19：30～）
ところ＝中央公民館別館３階
問・申込先＝北村 ☎956-5705

□ インフォメーション

□ インフォメーション

大山崎町三つ和母子会
正月遊びと洋菓子作り

ココヨイねコンテストへの道
～パステルアート講座（全３回）～

創業に必要な知識やノウハウを
２日間で学べる
「女性のための起業セミナー」

OYZ パンサーズ団員募集

大山崎社交ダンスサークル会員募集

Town Topics

Town Topics

天王山の魅力を味わいながら登山にチャ
レンジしてみませんか。申し込み不要、参
大山崎ライブラリーフレンズ
加費無料、少雨決行（雨天中止）。
「読書会」
土（３月13日□
土 も開催予定）
とき＝１月９日□
テーマは「新しい」
。小説、漫画、絵本
集合場所・時間＝桜の広場前公園（山崎聖
など好きな本を紹介し合いましょう。参加
天・観音寺下）に８：30集合
費無料。申込不要。
対象＝健康で自力で登山が可能な方
金 19：30～
とき＝１月22日□
行程＝▼公園▼旗立松▼山頂▼公園（10：
ところ＝中央公民館本館２階和室
30ごろ解散）
問＝大山崎ライブラリーフレンズ
主催＝天王山をまもる会
☎070-6998-3649
問＝天王山をまもる会事務局（経済環境課内）
（LINE、フェイスブックも
☎956-2101（内241）
あります）

土 14：00開場、14：30開演
とき＝１月23日□
ところ＝中央公民館別館３階大研修室
演者＝桂九雀 、桂弥壱
チケット＝一般800円、小学生～高校生400
円 ※先着70名
主催・問＝ NPO 法人チャレンジクラブ
☎953-5528

未来にわたり、住みたいまちづくりを目
指す活動に参加しませんか。
ところ＝大山崎鏡田45-232（事務局）
問＝大山崎ハピネスクラブ事務局代表
宮本 ☎090-8572-5171

認知症予防も兼ねて楽しく将棋で遊びま
せんか。初心者歓迎。男女問わず。まずは
お問い合せください。
問＝長寿苑 ☎957-1860

□ まちの話題

□ まちの話題

山の日記念
天王山「春夏秋冬登山」

和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」

初笑いチャレンジ寄席
桂九雀落語会

施設利用者の作品展示（さをり・染め・
フェルトなど）を行います。
土 12：00～17：00、 ７ 日■
日
と き ＝ ２ 月 ６ 日□
９：00～17：00
ところ＝長岡京市立産業文化会館１階ホール
主催・問＝社会福祉法人あらぐさ福祉会
障害福祉センターあらぐさ ☎953-9212

大山崎ハピネスクラブ
11月発足サークル会員募集

長寿苑将棋サークル会員募集

Relax

Relax

０歳～３歳の子どもを中心に、親子でリ
ズム運動、散歩、季節の行事、お誕生日会
などを開催しています。
木
とき＝１月７日、14日、21日、28日□
※時間等詳細は下記の連絡先へ
ところ＝大山崎集会所
参加費＝1,000円／月（体験は、300円／回）
持ち物＝▼バスタオル▼お茶
問＝新婦人の会 東 ☎957-3420

参加費無料、申込不要。保育所の子ども
たちと遊ぶ場合あり。
火 10：00～12：00
とき＝１月12日□
ところ＝円明寺が丘団地中央公園前山田様宅
持ち物＝飲み物
問＝殿山サロン 辻本 ☎956-6967

創17th（Re）
～えがおの手しごと展～

日 、第２
出願期間＝第１回：～２月28日■
火
回：～３月16日□
問＝放送大学京都学習センター
☎371ｰ300

□ 図書室だより

□ 図書室だより

子育てサークル「マンボウ」

殿山サロン

ター、大山崎小学校、第二大山崎小学校、
ラブリー円明寺
日
回収期限＝１月31日■
問＝愛・あ～す KYOTO 大山崎
稲葉 ☎957-3082

Survive

Survive

18時から夕食提供。その後勉強をしま
す。勉強道具（宿題も可）持参。
水の
とき＝１月６日、13日、20日、27日 □
18：00～（小学生20：00、中高生20：45まで）
ところ＝中央公民館
対象＝ひとり親家庭の小中学生
参加費＝100円／人
申込方法＝前週日曜日までに下記へ電話
問・申込先＝大山崎町三つ和母子会
中島 ☎080-5321-7843

障がいのある方の成人式をともに祝います。
月■
祝 14：00～15：00
とき＝１月11日□
ところ＝長岡京市中央公民館３階市民ホール
主催・問＝手作りの成人を祝う会実行委員会
小野 ☎205-2521

申込方法＝「植樹イベント参加希望」と記
載し、住所・氏名・電話番号を記入のう
え、FAX またはメールで下記までお送りく
ださい。
※ボランティア保険加入のため、参加には
事前の申し込みが必須です。
申込先＝
久保川と天王山の森を守る会代表 竹内碩
hiros.takeuchi1942@leto.eonet.ne.jp
大山崎町役場 経済環境課
956-0131

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

大山崎町子どもの居場所

第27回手作りの成人を祝う会

Fire Department

Fire Department

新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
より、記載しているイベント等が中止・延
期される場合があります。
詳細は各団体へお尋ねください。

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

土■
日■
祝 にあたる場
このコーナーへの掲載を希望される方は発行月の前々月末（□
合は直前の平日）
までに、政策総務課企画観光係☎956-2101（内312）まで。

みんなの伝言板

2 0 2 1 . 1 広報おおやまざき
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１

月のカレンダー

成人の日

大山崎町成人式
大山崎町体育館 10：00～

◀大山崎町ホームページ

「譲りたいもの」「譲ってほしいもの」はありませ
んか？ 譲り渡し、譲り受けは無料でお願いします。
現在の登録状況は下記までお問い合わせください。
問・申込＝

町民リサイクル制度

文化財防火運動に伴う消防訓練
小倉神社 ９：30～10：30

①「bousai.oyamazaki-town@raiden.ktaiwork.jp」に、
件名、本文はなにも書かずにメールを送る
②すぐに返信されるメールの指示に従い、登録手続きをする
問＝
332

町防災・防犯情報メール 登録のお願い

大山崎町消防出初式（一般の入場不可）
大山崎町体育館 9：00～

月□
木 収集地域
可燃ごみ収集開始□
資源ごみ収集あり
金 の振替分）
（１／１□

月

水

道路側溝の泥回収
町内一円 ９：00～17：00
月 までに建設課へ予約）
（２／１□
子育て相談（電話のみ）
各保育所 ９：00～16：00

子育て相談（電話のみ）
各保育所 ９：00～16：00
第67回文化財防火デー

司法書士相談（要予約）
役場２階第２会議室 13：30～16：30
子育て相談（電話のみ）
各保育所 ９：00～16：00

子育て相談（電話のみ）
各保育所 9：00～16：00

火□
金 収集地域
可燃ごみ収集開始□
道路側溝の泥回収
町内一円 9：00～17：00
月 までに建設課へ予約）
（１／４□
子育て相談（電話のみ）
各保育所 9：00～16：00

大晦日

木

町立小中学校第３学期始業式

元日

ごみ収集なし
（資源ごみの収集は１／４
月 に振替）
□

金

○道路上にはみ出した樹木などは視界や通行の妨げ
になりますので、剪定してください
○道路や側溝の上に自転車や植木鉢など、通行の妨
げになるものを置かないでください
○道路や側溝にゴミを捨てたり、ペットのフンを放
置したりしないでください
―建設課―

道路を気持ちよく使うために

図書室休室
（月末整理日）

第二大山崎小学校入学説明会
13：40～受付
14：00～開始

行政書士相談
乙訓もも出張相談
役場１階第１会議室 13：30～15：30
役場２階第２会議室 13：30～16：30
障がいのある方の生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30
カラオケを楽しむ会
長寿苑 13：00～15：00

健康相談
年金相談
役場１階相談室 13：00～16：00
長寿苑 10：00～11：30
絵本の読み聞かせ
中央公民館別館２階和室
10：30～11：00

いきいき朝市
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ

金）
文化財防火運動（～29日□
天王山ハイキングコース整備基本構想
ワークショップ（事前申込）
中央公民館 10：00～12：00

いきいき朝市
（迎春特別市）
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ
大人の教養講座
「シニアのためのヨガ講座」
（要予約）
中央公民館別館 ３階大研修室
10：00～11：30

2
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16
23
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土

第
第
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第

後期高齢者医療保険料

国民年金保険料

介 護 保 険 料

第
国民健康保険税

町 ・ 府 民 税

８

７

８

４

月

期

期

期

期

分

分

分

分

分

（２月１日月まで）

（２月１日月まで）

（２月１日月まで）

（２月１日月まで）

（２月１日月まで）

町税などの納付は、便利で安全な口座振替をご利用ください

大山崎小学校入学説明会
14：45～受付
15：00～開始
健康相談
長寿苑 13：30～15：00

無料弁護士相談（要予約）
役場１階第１会議室 13：30～16：30
心配ごと相談
中央公民館別館２階第２研修室
13：30～15：30

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載しているイベン
ト等を中止・延期等変更する場合があります。情報は町ホームペー
ジで随時お知らせしますのでご確認ください。

イベント等が中止・延期等になる場合があります

勝竜寺埋立地が満杯にならないようごみを減らし、
美しいまちを保ちましょう。
問＝

ごみの減量化にご協力ください

火

27 28 29 30 31 1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31 1 2 3 4 5

図書室休室
月）
（年末年始休室、～１／４□

日

今月の納付

