経営組織、事業所の開設時期、従業者数、主な事業の内
容、売上および費用の金額、事業別売上金額等を調査します。
● 調査の流れは？

調査書類の配布（５月下旬）
 ↓
回答（６月８日まで）

● 新型コロナウイルス感染症防止対策は？

●子どもたちの安全を守るために

訪問はインターホン越しに、書類はポストへ
 調査書類の配布のため、調査員が５月下旬か
ら各事業所を訪問しますが、調査の趣旨等の説
明はインターホン越しに行い、調査書類は郵便
受けまたはポストに入れて配布します。
■ 対面の場合はマスク着用等対策を徹底
 やむをえず対面で説明をする場合は、マスク
の着用・咳エチケットを徹底するとともに、一
定の距離を保ちつつ簡潔に行います。
■

～ぜひ、インターネットからご回答ください～

着信時に、「この電話は、振り
込め詐欺など犯罪防止のため、
会話内容が自動録音されます」
といった警告メッセージが流
れます

対象者＝町内在住の65歳以上の高齢者世帯（日中、高
齢者のみとなる世帯も含む）
※役場健康課が実施している「みまもりホットライン
事業」の機器との併用はできません。その他、お使
いの電話回線、電話機等によっては、ご利用いただ
けない場合があります。
※応募多数の場合は抽選
貸与期間＝180日間

土 ～５月31日□
月
申込期間＝５月１日□
申込方法＝郵 送、FAX または持参で申込書を下記ま
で提出してください。
※町内各公共施設に申込書を配架します。申込書の入
手が困難な方は下記までお問い合わせください。
問・申込先＝〒618-8501（住所不要）経済環境課 農
林商工係 ☎956-2101（内線244）、 956-0131

本取り組みは、大山崎町消費者安全確保地域協議会の事業として実施するもので、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不
十分となった方の消費者被害を防ぐため、地域の関係者と連携して実施します。
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●住民の安全・安心なくらしのために
もしものときに備え、緊急連絡先や持病、常
備薬などを記入して保管する救急安心キット等
（
「命のカプセル（下段記事）
」や「安心カード」
）
を配布するなど、住民の安全・安心な暮らしの
ための活動を行っています。また、機関紙「天
王山のそよかぜ」を発行し、地域の身近な話題
の提供に努めています。
●災害に備えて
災害時に自力での避難が困難な高齢者や障害
地域の防災力向上に取り組んでいます。
●地域をより住みやすくするために
関係機関と地域における課題の共有を図るな
ど、住みよい「まちづくり」に取り組んでいます。

民生委員児童委員協議会
（民児協）とは

問＝企画財政課 企画観光係 ☎956-2101（内線314）

通話録音装置を無償で貸与します
特殊詐欺の犯人は、音声が録音され、証拠
が残ることを嫌います。通話録音装置は、
難しい設定や操作は不要。お使いの固定電
話に取り付けるだけの簡単な機械です。

います。

者を把握し、地域での支援体制に協力するなど、

限定30台

特殊詐欺被害防止に効果的 ！！

犯罪被害から子どもを守るための活動を行って

すべての民生委員・児童委員は
「民生委員児童委員協議会（民児
協）」に所属しています。民児協
では、委員それぞれの活動を通じ
て把握する地域の課題を共有し、
対応方法について検討したり、委
員への研修を実施したりします。

②主に支社等を有する企業（本社）
調査書類の配布：国から郵送されます
回 答 方 法：インターネットまたは郵送にて回
答して下さい

✓いつでもご都合の良い時間に回答できます
✓調査員との対面を避けることで、新型コロナウ
イルス感染症予防につながります

通学路や遊び場の危険箇所を点検するなど、

問＝福祉課 社会福祉係 ☎９５６ ２１０１（内１５６、１５３）

①主に個人経営の事業所および新設事業所
調査書類の配布：調査員が配布します
回 答 方 法：インターネット回答または調査員
が調査票を回収します

パソコンもしくはスマートフォンから回答でき
ます。ただし、スマートフォンからは「【01】調
査票（産業共通）」と記載のある調査票のみ。

組んでいます。

12

日から５月 日は民生委員・児童委員活動強化週間

● どのようなことを調査するの？

齢者が集うことのできるサロン等の運営に取り

５月

火 を基準日とし、全国のすべて
令和３年６月１日□
の事業所および企業が対象です。

調査結果は、各種行政施策や学術研究の基礎資料
としての利活用だけでなく、経営の参考資料とし
て、事業者の皆様も活用できます。

域において高齢者や支援が必要な
方の見守りや子どもたちへの声か
けなどを行っています。また、さ
まざまな相談に応じ、必要な支援
が受けられるよう、地域で専門機
関とのつなぎ役になります。
主任児童委員は、担当区域をも
たず、子どもや子育てに関する支
援を専門に担当しています。民生
委員・児童委員には法に基づく守
秘義務があり、相談内容の秘密は
守られます。

● 調査はいつ？対象は？

一息つくことのできる居場所作りや、地域の高

34

名の民生委員・児童委員が活動しています

我が国のすべての産業分野における事業所・企業の
経済活動の状況を全国的・地域別に明らかにすること
を目的としており、５年に１回実施される、重要かつ
大規模な統計調査です。

● 調査結果は何に使われるの？

民生委員・児童委員とは

● 経済センサス - 活動調査とは？

子育て中の親が育児の悩みを共有するなど、

民生委員法に基づき、厚生労働
大臣から委嘱された非常勤の地方
公務員です。また、民生委員は児
童福祉法に定める児童委員を兼ね
ています。給与の支給はなく、ボ
ランティアとして活動しているも
ので、任期は３年（再任が可）で
す。

令和３年経済センサス- 活動調査キャンペーンサイト▶

●地域での孤立をなくすために

民生委員・児童委員の活動は

日本経済の「いま」を明らかにするための調査が始まります。事業所・企業の皆様のご理解・
ご協力をお願いします。

民児協は地域で
こんな活動をしています

地域住民の一員として、担当区

令和３年経済センサス‐活動調査を実施します

18

ひとり暮らし、高齢者世帯などの方へ

～「命のカプセル」配置・更新のお願い～
冷蔵庫の中に医療情報
「命のカプセル」は、平成23年11月に始まり、
救急要請により救急隊が自宅まで来たものの、本
人や家族から状況が聞き取れない場合を想定し
て、冷蔵庫に保管しておく医療情報の入った容器
のことです。救急隊員が「命のカプセル」に保管
されている情報に基づき、適切な医療機関に搬送
することで的確な救命措置に役立てます。

対象者
①70歳以上の一人暮らしの方、および70歳以上の高
齢者世帯の方

（※令和２年度より対象年齢を65歳から70歳に引き上げています）

②障がい児・者の方
③健康に不安を抱えている方

＊①・②・③の方で、命のカプセルを希望される方は、担当
の民生児童委員もしくは、福祉課までご連絡ください。

問＝福祉課 社会福祉係 ☎956-2101（内153・156）
2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき
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の姿はときに人間の子どもの、ときに疲れたおじさ

の力が抜け、ほっとした気持ちになります。こ

んに似て、その愛くるしいふるまいに思わず笑みが

んな時だからこそ、ぜひ。

…。さあ、大人の方も素敵な絵本の世界へどうぞ。

Message

『LIFE SCIENCE』
『お探し物は図書室まで』

17
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青山 美智子／著 ポプラ社

『パンどろぼう』
『こども衛生学』
『5分後に残酷さに震えるラスト』
『オニタロウ』

柴田 ケイコ／作 KADOKAWA
宮崎 美砂子／監修 新星出版社
エブリスタ／編 河出書房新社

■どうして雨水を貯めるの？
雨が降ったとき、雨水を貯める場所（雨水タン
ク）がたくさんあると、河川の急激な増水を抑える
ことができ、浸水被害の予防や軽減につながります。
また、水道水の代わりに使えるため、節水にも
なります。
■貯めた雨水は何に使えるの？
・打ち水
・庭に水撒き
・洗車
・災害や断水など非常時の
トイレなどの生活用水 など

木 造 住 宅 のの耐 震 診 断 ・
改 修 等 をを助 成 し ま す

まれた写真に、ページをめくるたびになぜか肩

最大

45,000円

雨水タンク設置助成金交付制度

近年頻発している短時間豪雨に対して、雨水を
「貯める」取り組みを進めています。雨水タンク
を設置された方に助成金を交付しています。町へ
の申請のみで、町と京都府の両方の助成金・補助
金を受け取ることができます。

問＝建設課 都市計画係 ☎９５６ ２-１０１（内２６２）

てくれます。本作品の主人公（猫）も表情豊かに、そ

吉森 保／著 日経BP

耐震改修

綴った本書はその飾らない文や柔らかな光で包

佐伯 泰英／著 文藝春秋

31

必要書類などの詳細は町ホー

□ 伝言板

絵本はやっぱり、素晴らしいですね。子どもたちの心
を豊かにするだけでなく、大人の心も癒し、楽しませ

バーバラ・オークレー／著 アチーブメント出版

56

対象＝次の要件を全て満たす住
宅

町田 尚子／作 ほるぷ出版

か？雑誌編集者である著者の日々の暮らしを

『学び方の学び方』

▼昭和 年５月 日以前に着工
された木造住宅▼延べ床面積の
２分の１以上を住宅の用途とし

Information

『ねこはるすばん』

他人が書いた日記やブログに興味はあります

『三つ巴』

ムページに掲載しています。も
しくは右記へお問い合わせくだ
さい。
水
受付期間＝令和３年５月 日□
～令和４年１月上旬
募集戸数＝いずれも若干数（先

児童書

『日常は5ミリずつの成長でで
きている』 一田 憲子／著 大和書房

30

着順）

（＊）回数は1回のみ。また他の方のご予約がある場合や返却期限が過ぎた場合、他の図書館から取り寄せ
た本等はできません。

一般書

18

12

て使用しているもの▼耐震診断
の 結 果、 評 点 が １・０ 未 満 と 診
断されたもの

昨年から始まったインターネットサービス、もうご利用されていますか？本や雑誌
の予約（貸出中か雑誌の最新号のみ）ができるほか、特におすすめは返却期限の
延長です。これまでならわざわざ電話をかけるか、窓口で申し出る必要がありま
したが、インターネットサービスではご自身のお好きな時間にいつでも延長できま
す（＊）。貸出券をお持ちでない方は貸出券作成と同時に申し込みも可能です。お申
し込み、お問い合わせは図書室まで。皆さまからのお申し込みをお待ちしております。

【新着図書紹介】

30

耐震診断

☎957 ー1421

31

対象＝次の要件を全て満たす住
宅

図 書 室
(公民館内)

【図書室インターネットサービスをご利用されていますか？】

木
５月27日□

56

※簡易改修のみ、平成 年６月
日に発生した大阪北部地震
により被害を受け、り災証明
を交付された木造住宅も対象

日

▼昭和 年５月 日以前に着工
された木造住宅もしくは平成
年６月 日に発生した大阪北部

□ インフォメーション

休 室

毎週月曜日

補助率（いずれも）＝改修に要
する費用の５分の４

Town Topics

平日 10：00〜16：30
祝  10：00〜16：00
土日■

18

雨水 を有効利用しませんか

中央公民館図書室だより
図 書 室
開室時間

①本格改修
補助金＝最高１００万円
※従前に簡易改修を行っている
場合は前回交付された額を右

□ まちの話題

Relax

記の額から差し引いた額
②簡易改修（屋根の軽量化等、

Relax

農地等の利用の最適化を中心に、農地
法に基づく農地の賃借の許可、農地転用
の受理、遊休農地の発生防止など、農地
に関する事務を執行する行政委員。

建物の簡易な改修を行うもの）
補助金＝最高 万円

□ 図書室だより

大山崎町農業委員会

前川光町長 今後は、ネットを使って販
路を拡大するなど、個人に直接売り込む
ような場がより必要になってきますね。

Survive

Profile

40

地震により被害を受け、り災証
明を交付された木造住宅▼延べ
床面積の２分の１以上を住宅の

□ シリーズ防災

70

用途として使用しているもの▼
簡易診断書を用いた自己診断の
結果、倒壊などの危険性が高い
もの

問＝企画財政課 企画観光係 ☎956-2101（内312）

自己負担費＝３，０００円

Fire Department

No.23
大山崎町農業委員会
平井 章司 会長

前川光町長 本日は、農業委員会の平
井会長にお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。

町長がまちの企業や団体から、
活動のこと、地域のこと、何でも聞きます。

平井会長 町内の農家は約 名程度し 平井会長 ところが個人販売も状況が
かおらず、その中から委員を選出しな 少し変わってきています。私は「いき
ければなりませんので、少数精鋭でやっ いき朝市」にも出店していますが、コ
ています。コロナ 禍で、町の農 業が抱 ロナの影響で来客数が減ったのを感じ
える課題も一層浮き彫りになりました。 ま す。 ス ー パ ー の 野 菜 の 価 格 が 下 が
り、朝市より安くなってしまっている
前川光町長 以前から後継者不足の課 のです。もちろん朝市のほうが鮮度は
題があることは承知していますが、今の いいのですが。
農業を取り巻く状況はいかがでしょうか。
前川光町長 大変な状況です。そのよ
平井会長 農業者の高齢化も進んでお うな中で、現在どのようなことをされ
り、また、担い手不足という中で、農 ていますか。
地転用が進み、今後の農地のあり方が
課題となっています。また、コロナの 平井会長 今はＪ Ａと協力して、少し
影響としては、飲食店の経営が危うい でも利益が多く出せるものがないかを
こ と ば か り が メ デ ィ ア 等 で ク ロ ー ズ 探っているところです。色々試行錯誤
アップされがちですが、飲食店が苦し の毎日です。
んでいるということは、そこに野菜を提
供している私たち農家にも影響が出て 前川光町長 町内の数少ない農家の中
います。野菜の価格相場が下がり、市 から長きにわたって活動いただいてお
場に出荷しても利益が出にくいのです。 り、感謝いたします。依然として厳し
い 状 況 で す が、
農業に携わって
い る 方 々 が、い
きいきと活動で
きるよう町とし
ても支援を継続
していきたいと
考えています。
これからも大山
崎の農業をよろ
しくお願いいた
します。

□ 消防ひろば

駆 掛
町長がかける！

■手続きのながれ
申請（受付） ※町
購入・設置

の助成！

必ず申請後に雨水
タンクを購入して
ください

申請書類提出
現地確認
交付決定通知
助成金交付
■助成対象など
助成対象＝容量100～500L の雨水貯留タンクを新
たに購入（※制度の申請後購入）し設置される戸建
て住宅の方
助成額＝タンクと架台購入費の３/４（上限45,000円）
木 ～令和４年２月28
申請期限＝令和３年５月６日□
月 ※次年度は実施未定です
日□
問・申請先＝上下水道課 下水道係☎956-2101（内292）

こさか まさみ／文 福音館書店

2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき
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□ 消防ひろば

□ シリーズ防災
Survive

□ 図書室だより

Relax

なったり、パワーウインドウが動
かなくなって脱出不能になります。
【ハザードマップで確認しましょう】
〇洪水時に自宅は安全？
〇どのくらい浸水する？
〇どこに避難する？
〇避難場所までの安全な経路は？
※役場３階（ 番窓口）でハザード
マップ（被害予測地図）を配布し
ています。

Town Topics

□ インフォメーション

Information

□ 伝言板

Message

に進路を譲らなければならない。
※緊急走行時にサイレンを鳴らすこ
とは、法令で義務付けられていま

□ まちの話題

路交通法で「緊急自動車」として、
一般の車両より優先して走行するこ
とが認められています。

新型コロナウイルス感染症拡大に
伴い、講習会を見合わせることがあ

普通救命講習

す。夜間緊急走行時のサイレン音
についても皆様のご理解をお願い
します。

自動車などの運転中に緊急自動車
が近づいてきた場合は、進路を譲っ
ていただき、スムーズな緊急通行が
できるようご協力をお願いします。
道路交通法では、緊急自動車が接
近してきた場合の対応が、次のよう
に定められています。
●交差点またはその付近の場合

毒 液（ ま た は 薬 用 石 鹸 ）、 ウ ェ ッ
トティッシュ、体温計など
災害時には「身の安全」を確
保することが最優先であり、避
難をためらうことがあってはな
りません。事前に避難先を確保
することや感染症対策グッズを
用意することで被災リスクと感
染リスクの両方を低減させま
しょう。

大山崎町の自主防災活動
・鏡田連合自治会自主防災組
織の取り組みが、地域防災
に関する総合情報雑誌「地
域防災２０２１年２月号」
に掲載されました。

・円明寺が丘北第３住宅団地
自主防災会が、京都府消防
定例表彰式の自主防災活動

□ 伝言板

Message

表彰で受章されました。

Information
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Fire Department

あなたの備えは万全ですか？
～５月は「水防月間」です～
もしもの時に備えて、防災の意識
を持つこと、日頃から水害に対する
準備・対策をしておくことが強く求
められます。
【豪雨の時の注意点】
○天気予報に耳を傾け、気象情報を
確認しておきましょう。
○夜間に豪雨をもたらす雨雲が通過

が平らな鍋を使用してください。

物資の例）マスク、アルコール消

確な温度を測れないときがあるので、鍋底

消防車や救急車の緊急走行に
対するご理解とご協力を！
ります。講習会の有無など、詳しく
は乙訓消防組合ホームページをご覧
ください。
問＝大山崎消防署 救急係 ☎９５６

・鍋底に反りなどがあると温度センサーが正

消防車や救急車は、消火活動や傷

交差点を避け、かつ、道路の左側
（一方通行となっている道路におい
てその左側に寄ることが緊急自動車
の通行を妨げることとなる場合は、
０- １ １ ９ ／ 乙 訓 消 防 組 合 消 防 本 部
救急課（平日昼間のみ） ☎９５３ -

・IH 専用の調理器具を使用してください。

する場合等には、避難に時間を要
する高齢者の方や身体の不自由な
方は、早めに避難しましょう。
道路の右側）に寄って一時停止しな
ければならない。

調理して下さい。

６０３９

ドを使用して、定められた油の量を守って

事前に準備しましょう。

・揚げ物モードがある機種は、必ず揚げ物モー

●交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車

□ インフォメーション

きは必ず電源スイッチを切ってください。

そのため、消防車や救急車は、道

Town Topics

・使わないときや、調理中その場を離れると

病者の搬送など、緊急性の高い用務
を行うことから、一刻も早く災害現
場や医療機関に到着する必要があり
ます。

友人宅などで災害の「難」を「避」
けられる場合には、そちらへの避
難を検討しましょう。
親戚や友人宅が、災害時に安全
かどうか確認しましょう。
親戚や友人宅へ避難した場合の
しましょう。

「３密」回避方法について検討
③非常持ち出しグッズに感染症対
策用品を追加する
避難する場合、避難所での感染

□ まちの話題

程離れていても、金属は発熱します。

道路では水圧でドアが開かなく

する

②指定避難所以外の避難先を検討

かを再確認してください。

び、どのような場合に避難すべき

で、ご自宅にどのような危険が及

「大山崎町防災ハザードマップ」

①避難の必要性を確認する

事前にご準備ください。

めに、住民の皆様には次の３つを

感染リスクを同時に低下させるた

過して、その上の鍋底に当たり鍋を加熱します。

○時機をのがし避難が危険と感じた
場合は、無理をせず家の二階など
高い所で救助を待ちましょう。
○車での避難は危険です。冠水した

号」で

昨 年 の「 令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 」
や、
「令和２年台風第
は、後続の避難者の受け入れがで
きなくなるほど避難所に人が殺到
する事態が発生しました。そのよ
うな問題を抱える中、いまだ新型
コロナウイルス感染症は終息する
気配を見せず、避難所における新
型コロナウイルス感染症対策の必
要が迫られています。

が発生します。この磁場がガラストップを通

避難所には多数の方が集まるた

・周 囲に物を置かない。金属と天板が１cm

※１「これは、Ｊアラートのテストです」を３回繰り返し。
※２「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です」を３回繰り返し。

そこで、町では殺到する避難者

火災を防ぐために

リスクを下げるため、次のような

内閣府

があり、電気を流すとコイルから強力な磁場

め感染リスクが増大します。ご自

※１

の中から発熱者をスクリーニング

Jアラート全国一斉
情報伝達試験

物資を避難時に持ち出せるように

気象庁

みなさんは火を使わない IH クッキングヒー
宅に危険が及ぶ場合でも、親戚や

※２

し、避難所でのクラスター（集団

緊急地震速報訓練

感染）発生のリスクを回避するた

が正確な温度を測れないことがあります。

内閣府

め、避難者の体温を瞬時に測定で
きるサーマルカメラを配備しまし

マットを使用していたりすると、温度センサー

※１

令和４年 ２月16日水
11：00

た。今後は、防災訓練などの場で

していても鍋底が反っている。また、汚れ防止

Jアラート全国一斉
情報伝達試験

11月５日金
10：00

実践的に活用して非常時に備える

IH 専用調理器具を使用しなかったり、使用

気象庁

IH のガラストッププレートの下にコイル
Relax

に合わず火災発生の危険があります。

※２

ことがあります。

□ 図書室だより

急速に加熱されると温度センサーの作動が間
緊急地震速報訓練

10月６日水
11：00

とともに、平常時からイベント等

Survive

力が強いということです。少量の油のときに、

内閣府

６月17日木
10：00

※１
令和３年 ５月19日水
11：00

で活用していくことで、感染症対
策を推進していきます。

一方で、避難所の数や面積には
限りがあるため、避難者の増加に
比例して、感染リスクが高まるこ

□ シリーズ防災

とも想定されます。被災リスクと

Fire Department

コロナ禍における災害時に備え「サーマルカメラ」を整備しました

□ 消防ひろば

IH の特徴は、ガスコンロよりも加熱する
Jアラート全国一斉
情報伝達試験

配信元

IH の取り扱いに注意
内容
訓練名称

訓練実施日時

IH のしくみ
消防庁が運営する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
を、市町村が自動的に配信（放送など）できるかを確認する
ため、非常放送訓練を実施します。当日は、同報系防災行政
無線（屋外スピーカー）
、町防災・防犯情報メール、公共施
設館内放送による情報配信（放送）を行います。なお、緊急
速報メール（エリアメール）の配信は行いません。

ＩＨクッキングヒーターは安全？

957-0999
大山崎消防署 ☎956-0119

31

の間違いやちょっとした不注意で火災になる

非常放送訓練を実施します

10

現場からのメッセージを
紹介します。

シリーズ
火災・救急
Vol.93

ターを安全だと思っていませんか？使用方法

同報系防災行政無線（屋外スピーカー）などによる

消防ひろば

シリーズ防災 総務課 危機管理係 ☎956-2101（内332）

2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき
広報おおやまざき 2 0 2 1 . 5
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サーマルカメラ

Fire Department
Survive

インフォメーション

介護者の会

障がいのある方の生活相談
（身体・知的・精神）

金 13：30～
とき＝５月14日□

ル」が相談を受け付け。

火 ～令和４年
雇用期間＝６月１日□
木 、週３日
３月31日□

勤務時間＝９：00～17：00（12時～
13時に休憩あり）、作業の進捗状

水 13：30～15：30
とき＝５月19日□

終えた方、これから介護者になる方

ところ＝役場１階相談室

ります。

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会

問＝福祉課 社会福祉係（内154）

報酬＝時給992円

ZOOM でお話会！
水 19：00～
とき＝５月19日□

長期離職や生活困窮の方、その家
族の方へ「乙訓もも」無料相談

手当＝通勤手当あり、期末手当な
し
勤務場所＝町役場健康課 健康増
進係

SNS など希望を伺います。

申込方法＝市販の履歴書に写真を

申込方法＝ QR コード、

受付日時＝月～金の９：00～16：00

貼付のうえ、下記まで持参。後日

ホームページ等

問・連絡先＝乙訓もも

藤田、脇

面接を行います（応募書類は返却

問＝大山崎町社会福祉協議会

田

FUKUSHI 就職フェア
します。

無料出張がん個別相談会の
お知らせ
木 、６月３日□
木、
とき＝５月６日□

不可）。

木 ～20日□
木
申込期間＝５月６日□

問＝総務課 総務係（内323）

河川愛護モニター募集
活動期間＝令和３年７月～令和４

ところ＝みやこめっせ（京都市勧

ところ＝京都府乙訓保健所

年６月（１年間）

業館）３階

申込方法＝実施日の前日16時まで

活動内容＝淀川桂川に行き、見た

問＝（福）京都府社会福祉協議会

に下記申込先まで

こと・感じたことを月１回以上レ

京都府福祉人材・研修センター

問・申込先＝京都府がん総合相談

ポート報告

☎252-6297

支援センター

応募資格＝町内の淀川・桂川近辺

相談

Consultation

暮らしと事業の行政相談会
申込不要、相談無料です。

当日受付場所＝役場２階第３会議室

金 （祝日・年末年始を除く）の
□

９：00～12：00、13：00～16：00）。

募集

Wanted
会計年度任用職員募集
（一般事務）

ト環境をお持ちの方
募集人数＝若干名
謝礼＝4,500円程度／月

月までにホー
応募期限＝５月31日□

ム ペ ー ジ（https：//www.kkr.mlit.
go.jp/yodogawa/）で受け付けて

ギングバスケットで寄せ植えをして、とても楽しかった」
「寄せ植えのやり方
が勉強になった」
「また教室をやってほしい」などの感想が寄せられました。

３

天王山マツ山再生プロジェクト」を開催

14 よみがえれ天王山の赤松林

松枯れの進行などにより減少している天王山の赤松。
「町の木」

にも指定されているこの赤松を再生させるため、町では毎年、
「天
王山マツ山再生プロジェクト」を実施しています。

今回のプロジェクトでは、京都府森林技術センター職員から、

赤松林の再生方法やマツタケの人工栽培などについての講義を受

けた後、実際に天王山に出かけ、赤松林の再生のために必要とな

る「地掻き作業」を実施するとともに、マツタケ菌床の接種の見
学等を行いました。

以前に植樹した赤松の苗は、すくすくと順調に育っている様子

で、今後も町では、赤松林の再生に向けて活動を継続していきます。

４

KDDI株式会社よりご寄付いただきました

５ ともに美しい天王山を守って

この度、KDDI株式会社から、大山崎町へ130万円の寄

３

20 〜

開館25周年を記念した企画展が開かれています

作家たちの「夢」をめぐる

25年前、町民の保存運動を受け、行政とアサヒビー

付をいただきました。同社は天王山の森林整備に取り組

ルが連携を取りながら山荘を修復し開館した「アサヒ

田中稔関西総支社長は、
「これからも持続可能な形で

館では、館蔵品より７点のモネ作品を主軸に、ルノ

んでおり、今年で13年目を迎えます。

森林保全に協力していき、より安全に気軽に登れる天王

山にしていけたら

ビール大山崎山荘美術館」。今年で25周年を迎える同

ワールやモディリアーニなど、夢をテーマに絵画や陶
器の作品等が公開されています。

土 、30日■
日 には、ドビュッシーをはじめ印象
５月29日□

と思います」と話

問＝淀川河川事務所管理課

域の企業と連携し

にかけて花開いた印象派の

林整備を続けてい

入館料＝一般900円、高大

このコーナーは25ページから始まります

派音楽家の曲を演奏するピアノコンサートも開催。皆さ

今後も、町は地

んも19世紀後半から20世紀

ながら天王山の森
きます。

業務内容＝新型コロナウイルス感
広報おおやまざき 2 0 2 1 . 5

加されました。講師に教わりながらバランスよくバスケットに寄せ植えしてい

き、各々満面の笑顔で楽しんでいる様子でした。参加者からは、
「初めてハン

しました。

募集人数＝１名

21

教室を開催しました。午前、午後と分けて開催した教室には、34名の方が参

います。
☎072-843-2861

完成!

時代に思いを馳せてみては。

田中関西総支社長（右）と前川町長

Message

Message

問＝福祉課 社会福祉係（内154）

月～
の相談も受け付けています（□

在住の20歳以上で、インターネッ

ングの基本を学びながら、壁面に吊って楽しめるハンギングバスケット作り

□ 伝言板

□ 伝言板

木 13：30～16：30
とき＝５月20日□

※電話相談または支援センターで

土 、本事業の第一弾として土づくり、花苗の植え方などガーデニ
３月27日□

Information

Information

行政書士による

☎0120-078-394

ハンギングバスケットで寄せ植えづくり

□ インフォメーション

□ インフォメーション

各日13：00～15：30

生活環境づくりを目指しています。

Town Topics

Town Topics

土 13：00～16：30
とき＝５月29 日□

それぞれ持っている特色を活かし、協働により緑を育み、魅力ある地域の

□ まちの話題

□ まちの話題

感染症防止対策に配慮して実施

☎952-2800または952-2890

けでなく住民や地域の団体、事業者といった地域に関わる方々と連携し、

Relax

Relax

金
申込期限＝５月14日□

大山崎町は、「花と緑のまちづくりグリーン戦略事業」と称して行政だ

□ 図書室だより

□ 図書室だより

電 話、 来 所、 訪 問、 メ ー ル、

内容＝「社協事業紹介」について

況により勤務日数が減る場合があ

27 ガーデニング教室を開催

Survive

Survive

対象＝ご家族を介護中の方、介護を

３

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

ところ＝なごみの郷２階

町が委託している「アンサンブ

染症予防接種に係る入力事務等

Fire Department

Fire Department

同じ立場の方と過ごしませんか。

TownTopics
まちのわだい

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

●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＝企画財政課 企画観光係（内312）

生500円、中学生以下無料
2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき

20

ることができません。
問・申請先＝税住民課 税務係（内142）

限は５月31日月です

す。６月上旬を目途にご挨拶文書や

定員＝30人（応募者多数の場合は

対象＝令和２年11月～令和３年２

総会冊子等送付させていただくこと

抽選）

対象＝町内在住、在勤の方

月生まれ（ずりばい等で動き回ら

をもって、総会に代えさせていいた

申込方法＝▼開催日程・コース名

級２級、療育手帳の A 判定に該当

定員＝午前の部・午後の部（各５

ない程度）

だきますのでご了承ください。

▼氏名▼住所▼氏名（人数分）▼

される方に、青い鳥郵便葉書を無

人※先着順）

持ち物＝▼バスタオル▼ハンドタ

問＝生涯学習課（内234）大山崎

年齢▼住所▼電話番号（自宅・携

償配布しています。

持ち物＝▼筆記用具▼水筒▼マスク

オル▼ベビーオイル

町少年補導委員会事務局

帯）▼ FAX 番 号（ な け れ ば メ ー

郵便はがきを無償配布
郵便局では、身体障害者手帳１

月（受け渡
受付期間＝～５月31日□

講師＝アドリアン・フリースさん
（国際交流員）

土 ～８日□
土
申込期間＝５月１日□

火以降）
しは４月20日□

スストア、府の納税窓口で納期限

対象者＝身体障害者１級、２級ま

には参加をお断りする場合もあ

までに納付してください。

たは療育手帳「A」判定、または

ります。ご了承ください。

問＝京都府 京都西府税事務所

１度、２度に該当する方

問・申込先＝中央公民館

☎326-3312、 326-3310

配布枚数＝葉書20枚／人

1421

あなたの善意を「赤十字」に

持参し、配布申込書に必要事項を
ご記入ください。代理人や郵送で

☎957-

ゆめほっぺ５月の行事
木
５月行事の申し込みは、６日□

【おそとでほっぺ：雨天中止】
一緒に公園で遊びませんか。午後は
保健センターでのゆめほっぺは休み。
火 ９：30～11：30
とき＝25日□

持ち物＝▼水筒▼着替え▼砂場で

る希望者は下記問い合わせ先まで

のおもちゃ等

ぜひご連絡ください。

【ゆめほっぺ電話相談日】

対象＝町内在住の小学１年生～４

ムページからご覧いただけます。

・保健センター入口での検温・消

町にお住まいのみなさんのあた
たかいご協力をお願いします。

催し

Meeting

あかりちゃんからのお知らせ
大山崎町社会

「英会話Café in 大山崎」
（前期）

・「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
【あかちゃん集まれ】
予約不要。初めての方でもお気

検索〟で「大山崎町社会福祉

の文化の違い等について英語で語

金 13：30～15：00
とき＝５月14日□

協議会」または〝ID 検索〟で「@

り合い、交流・親睦を深めます。

対象＝生後11カ月まで

fvb6235d」と入力いただくか。こ

参加費無料、要申込。

のQRコードからご登録ください。

とき＝５月13日・27日、６月10日・

皆さまからの友達登録をお待ちし

24日、７月８日・21日、８月５日

〝

ております。
問＝大山崎町社会福祉協議会
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木）
、午前の部 10：00
（21日以外は□

～11：00／午後の部14：00～15：00

軽にどうぞ。

【マタニティさん、プチママさん
ソーイング：要予約】
内容はお問い合わせを。

金 10：00～11：30、13：
と き ＝21日□

30～15：00
このコーナーは25ページから始まります

の受け付けをしていません。

願いします。

大山崎町歴史資料館
小企画展「大山崎山荘今昔」
加賀正太郎が大正年間に築造した
大山崎山荘の変遷について、当時の
絵図や写真資料で振り返ります。

火 ～６月６日■
日
とき＝５月18日□
月 、31日□
月
休館日＝５月24日□

町内の高齢者であればどなたでも参
加可能。様々な催し物を町内のボラン

問＝ 生涯学習課 生涯学習・スポー

ティア活動団体が企画しています。

ツ振興係（内233）

＜いきいきサロン＞

阪急沿線 観光あるきガイドツアー
「天下分け目の天王山・山崎
合戦ゆかりの地巡りコース」
土
とき＝６月12日□

内容は当日来られてからのお楽
しみ。

木 13：30～15：00
とき＝５月６日□

ところ＝中央公民館本館１階実習室
活動団体＝陽だまり

集合＝大山崎ふるさとセンター１階

定員＝20名（事前申込制）

入館料＝200円

ロビーに９：30

＜昭和浪漫カフェ＞

ところ・問＝大山崎町歴史資料館

行程＝▼町歴史資料館▼宝積寺▼

水 13：15～15：00
とき＝５月26日□

令和３年度大山崎町少年補導
委員の皆様へ、令和３年度
総会の中止について
本年５月22日土に実施を予定して
いました当委員会総会は、社会の
このコーナーは25ページから始まります

旗立松展望台▼天王山山頂（山崎

ところ＝長寿苑大広間

城跡）▼史跡大山崎瓦窯跡公園▼

内容＝映画上映「奥様は魔女」

東黒門跡▼山崎合戦古戦場碑▼明

定員＝20名（事前申込制）

智光秀本陣跡（境野一号墳）▼阪

問＝どちらも大山崎町社会福祉協

急西山天王山駅

議会

☎957-4100

参加費＝600円
2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき
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Message

Message

興味あるテーマやスイスと日本

施します。ご理解とご協力をお

□ 伝言板

□ 伝言板

式 LINE とつながりませんか。LINE

～16：00）※福祉課ではイベント

コミュニティカフェ

Information

Information

福祉協議会の公

大人の教養講座

毒、大人はマスク着用

※教室は感染症対策を徹底して実

□ インフォメーション

□ インフォメーション

問＝福祉課 社会福祉係（内153）

問＝京都府広報課 ☎414-4074

火 ～□
金 （祝日除く）９：30
9050（□

年生

Town Topics

Town Topics

するのが、
「赤十字」です。

☎959-

kikaku@town.oyamazaki.lg.jp
□ まちの話題

□ まちの話題

○利用時の注意

を中止する場合があります。

光係（内314）

問・申込先＝ゆめほっぺ

り」は、京都府のホー

※コースの変更またはツアー自体

後期（11月～３月上旬））

組まで）。原則保護者１人子ども

す。このふたつの心の橋わたしを

（必着）

水 13：00～15：00、25日□
火
とき＝19日□

９：30～11：30

健センターで開催します。

金 ～27日□
木
申 込 期 間 ＝ ５ 月 ７ 日□

要）大山崎町 企画財政課 企画観

別・完全申込制（各時間帯ごと５

「きょうと府民だよ

のいずれかで下記申込先まで

年３月（前期（６月～10月上旬）
・

子育てに関する電話相談。

問＝お近くの郵便局

求めている多くの人々が存在しま

キ／ハガキ、FAX、メール、電話

問・申込先＝〒618-8501（住所不

ことになっています。人を助けた

１人。場所の記述がない場合は保

ルアドレス）を記入し、往復ハガ

実施期間＝令和３年６月～令和４

９：30から受け付け。利用は年齢

ています。その一方で、助けを

５月中にチラシを配布する予定で
す。町外の小学校に通学されてい

の申し込みも相談に応じます。

「きょうと府民だより」のお知らせ

詳細については町内各小学校に

ところ＝野鳩公園（消防署横）

間、赤十字運動月間が展開される
いと思う気持ちは、だれでも持っ

大山崎町スポーツ体験教室事業

Relax

Relax

今年も５月１日からの１カ月

申込方法＝上記の手帳を郵便局に

※参加当日、発熱・体調不良の方

水 13：30～14：30
とき＝26日□

□ 図書室だより

□ 図書室だより

局などの金融機関やコンビニエン

【ベビーマッサージ：要予約】

Survive

Survive

お近くの銀行、信用金庫、郵便

持ち物＝▼弁当▼水筒

ところ＝中央公民館別館２階第２研修室

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

自動車税（種別割）の納期

状況を鑑み、やむを得ず中止としま

重度の障がい者に青い鳥

Fire Department

Fire Department

※申請期限を過ぎると減免を受け

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

月
申請期限＝５月31日□

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＝企画財政課 企画観光係（内312）

生ごみ処理機を購入して、ごみ

領収証書は発行されませんので、

ラブ保護者協力金▼国民健康保険

充放電できることがわかる書類）

領収証書や車検用の軽自動車税

税▼介護保険料▼後期高齢者医療

の写し▼太陽光発電・蓄電設備設

（種別割）納税証明書が必要な人

保険料

の減量に取り組む方に補助金を交

太陽光設備および蓄電設備を同

置の契約書の写し▼太陽光発電・

は、指定の金融機関・コンビニエ

付します。交付申請後、町から交

時に設置しているご家庭に補助金

蓄電設備設置の設置費用が詳細に

ンスストアなどで納付してくださ

付決定の通知を受けてから製品を

を交付します。

確認できる領収書の写し▼電気事

い。

購入してください。

※申請受付順に交付。予算限度額

業者との電力受給契約書の写し▼

対象税目＝▼固定資産税・都市計

ています（上下水道料金は、口

※申請受付順に交付。予算限度額

に達した時点で終了します。電

町税完納証明書▼印鑑を下記まで

画税▼町・府民税（普通徴収）▼

座振替の取扱いのみ継続）
。

に達した時点で終了します。交

気事業者との電力受給契約開始

持参（郵送不可）
。

軽自動車税（種別割）▼国民健康

付決定前に商品を購入した方は

日より１年以内の設備が対象。

問・申請先＝経済環境課 清掃環境

保険税（普通徴収）

係（内246）

納付方法＝納付書に記載のバー

対象外となります。

※補助金額は設備導入経費の２分

※補助金額は機器購入価格の２分

の１以下とし、上限は13万５千

晴子さん、加納信行さんが行政相

の１で、上限は２万円。購入金

円（太陽電池の最大出力と蓄電

談委員に委嘱されました。行政相

額が５千円未満のものは対象外。

設備の蓄電容量によります）
。

５月30日日はごみゼロの日です
町内会、自治会、事業所の皆様

木 以降、㈱三菱 UFJ 銀行の
１日□

窓口での取扱いができなくなっ

コードを読み取り、アプリの支払
い方法に従って決済してくださ

問＝会計課（内100）

新たに軽自動車税（種別割）
の減免を受ける方は、
納期限までに申請を

い。なお、次の納付書は利用でき

対象＝次のいずれかに当てはまる

におかれまして、５月30日に清掃活

ません。

軽自動車（▼障害者が所有し、か

員法に基づき民間有識者の中から

べてに該当する方（▼町内で処理機

べてに該当する方（▼未使用の太

動を実施していただいた場合、回

▼バーコードがない・汚損してい

つ自ら運転する軽自動車▼障害者

委嘱する委員で、町民の皆さんの

を利用する▼町税および公共料金等

陽光発電および蓄電設備を同時に

収されたごみは、可燃ごみと資源

る▼納付期限を過ぎている▼納付

と生計を一にする者が、もっぱら

国などの行政に関する苦情・問い

を滞納していない▼過去５年以内に

設置する▼町税および公共料金等

ごみとに分別し、適正に定められ

金額が30万円を超える▼金額が訂

障害者の移動手段として継続的に

合わせなどの相談を受け付け、解

当制度の助成を受けていない世帯）

を滞納していない）

た収集日に出してください。ごみの

正されている

運転する軽自動車▼（障害者のみ

※集合住宅、借家は対象外

量が多く、通常のごみ収集日に出

※各アプリの利用については、

で構成される世帯の場合）常時介

※申請者１人につき１件のみ

すことが困難な場合には、町が別

サービス提供会社が掲げる利用

護者が、もっぱら障害者の移動手

途回収します。団体名および回収

規約や注意事項などを確認のう

段として継続的に運転する、障害

決を図る業務を無報酬で行います。

木～
申請期間＝令和３年５月６日□

木
令和４年２月10日□

ところ＝中央公民館

申請方法＝▼申請書（役場２階経

木～12月28日□
火
申請期間＝５月６日□

※秘密は厳守されますので、お気

済環境課21番窓口にあります）▼見

申請方法＝ ▼申請書（役場２階経

を希望される日時を事前に下記へ

え、利用ください。

者が所有する軽自動車）

積書（店印が押印されているもの。

済環境課21番窓口にあります）▼

ご連絡ください（道路上のごみの

◀ PayPay 請求書払い

※身体障害者手帳の１・２級以外

レシートは不可）▼カタログ（写し

太陽光発電・蓄電設備が確認でき

み。個人や事業所の敷地内のごみ

LINE Pay請求書支払い▶

の方は、障害者本人が車の所有

でも可）▼町税完納証明書▼印鑑

る写真および配置図▼蓄電設備の

は対象外）
。また、清掃活動を実施

問＝税務係（内線141）

者でないと減免の対象になりま

を下記まで持参（郵送不可）
。

形式、規格、蓄電容量など仕様が

される場合は、新型コロナウイル

問・申請先＝経済環境課 清掃環境

わかる書類の写し▼回路図（常時

ス感染防止のため、マスクの着用

係（内246）

住宅用太陽光発電システムと接続

等対策をお願いします。

軽にご相談ください。

迷惑駐車について
天王山夢ほたるの周辺に路上駐
車等をされますと、近隣の方の迷
対にやめてください。
車等でお越しください。
問＝建設課 都市計画係（内263）
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通常収集曜日

変更後（振替日）

水
５月５日□

月
５月10日□

火
５月４日□

金
４月30日□

問＝経済環境課 清掃環境係（内246・247）

このコーナーは25ページから始まります

町税のスマホ決済がスタート
PayPay・LINE Pay

提出物＝▼申請書（役場１階６番

㈱三菱 UFJ 銀行における大山崎

窓口（税住民課 税務係）に置い

町の税・料の窓口・口座振替（引

ています。
）▼障害者手帳などの

水
き落し）の取扱いは、３月31日□

写し（表裏両面）▼申請者の印鑑

で終了しました。口座振替で㈱三

▼運転者の免許証の写し▼納付

菱 UFJ 銀行を指定されている方に

書（５月上旬までに送付します）

プリでできるようになりました。

ついては変更の手続きが必要です。

▼個人番号の確認できるもの（マ

納付書記載のバーコードをスマー

対象の税・料＝▼町府民税▼固定

イナンバーカード・個人番号通知

トフォンで読み取ることで、時間

資産税／都市計画税▼軽自動車税

カード・個人番号が記載された住

や場所を気にせず納付できます。

▼保育料／副食費▼放課後児童ク

民票の写しのいずれか）

町税の納付がスマートフォンア

このコーナーは25ページから始まります

2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき

24

Message

Message

来園される際には、徒歩や自転

ゴールデンウィーク中、祝日は資源ごみの収集がありません。下記のとおり日
程変更（振替え）をしていますので、お間違えのないようにお願いいたします。
なお、もえるごみは祝日でも所定の曜日に収集します。

問＝経済環境課 清掃環境係（内246）

を受けられている方は、対象外。

□ 伝言板

□ 伝言板

惑になり、また大変危険です。絶

ゴールデンウィーク中の資源ごみ収集の
日程変更にご注意ください

料等の取扱いについて

せん。普通自動車で同様の減免

Information

Information

天王山夢ほたる公園周辺の

三菱 UFJ 銀行における税・

□ インフォメーション

□ インフォメーション

金13：30～15：30
相談日＝毎月第３□

Town Topics

Town Topics

対象＝町内在住で、以下の要件す

□ まちの話題

□ まちの話題

対象＝町内在住で、以下の要件す

Relax

Relax

談委員は、総務大臣が行政相談委

□ 図書室だより

□ 図書室だより

令和３年４月１日付けで、中西

※各種、手数料についても、４月

Survive

Survive

行政相談委員が委嘱されました

入の方に補助金

し、同システムが発電する電力を

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

Information

太陽光発電・蓄電池をご購

Fire Department

Fire Department

お知らせ

生ごみ処理機をご購入の方に補助金

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

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。

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＝企画財政課 企画観光係（内312）

況により、記載しているイベント等が中

体育館

詳細は各団体へお尋ねください。

問＝長岡京市バレーボール協会

火 10：30～11：40
②５月25日□

中村

問＝大山崎町社会福祉協議会

新緑茶会

殿山サロン

お茶会を開催します。ぜひご来場く

参加無料、申込不要です。

4100

山田様宅

ところ＝アサヒビール大山崎山荘美術
館 彩月庵

ところ＝中央公民館別館３階大研修室
講師＝島崎愛子先生

持ち物＝飲み物

料金＝800円

田中

☎956-4585

持ち物＝▼オカリナ▼楽譜▼飲み物
▼フェイスシールド

できませんのでご持参願います。

問＝殿山サロン

大山崎 俳句会

辻本

※お越しの際は、マスクの着用をお願

☎956-6967

いします

大山崎町子どもの居場所

初めての方もどうぞお気軽に。

問＝辻本

18時から夕食提供。その後勉強をし

西法寺サロン

ます。勉強道具（宿題も可）持参。

ところ＝大山崎ふるさとセンター

水 の
と き ＝ ５ 月 12 日、19 日、26 日□

会費＝3,000円／年

持ち物や参加料等、詳細はお問い合

【小学生バレーボール教室】

※雨天の場合は中止

ところ＝京都先端科学大学附属 みど
りの丘幼稚園

☎957-3003

乙訓山の会・体験教室
展望良好の繖山（観音寺山）
比良方面、鈴鹿方面、琵琶湖が一望

参加費＝100円／人（大人200円）

近くの永田様宅

申込方法＝前週日曜日までに下記申込

対象＝町内在住の65歳以上の方

駅改札

参加費＝無料

会費＝500円（保険料含む）

問＝永田

☎080-5321-7843

☎957-3094

スマイルプレイスからのおしらせ
火 10：00 ～ 10：40、
と き ＝ ５ 月 18 日□

ゲームをしながら大いに笑い、脳の

集合時間・場所＝９：00に JR 能登川

日
申込締切＝５月16日■

天王山ふもと商店街
大山崎の「今」を代表するお店や

☎090-3896-7305

関

土 ・30日■
日 （時間は店舗
とき＝５月29□

大山崎社交ダンスサークル
会員募集

ところ＝町内一円

健康維持に最適。見学自由です。本

による）

問＝ ZAKURO

田和代プロ（スタンダード・ラテン A

☎954-6222

大山崎短歌サークル会員募集
初めての方大歓迎。見学の方もお気

軽に。

級）が指導します。

火 18：00～21：00（講師の指
とき＝毎週□

導は19：30～）

ところ＝中央公民館別館３階

とき＝月１回（第３火13：00～16：30）

問＝井ノ本

問・申込先＝北村

☎956-5705

大山崎スポーツ少年団野球
クラブ団員募集

参加費＝1,000円／月

☎956-6115

体験受付中。道具の貸し出しも。野

大山崎ハピネスクラブ
サークル会員募集

球他、楽しいイベントもしています。

大山崎町の未来を考える活動に参加

ところ＝大山崎小学校・第二大山崎小

とき＝土日祝

しませんか。お気軽にお電話ください。

学校のグラウンド、マクセル裏河川敷

ところ＝大山崎鏡田45-232（事務局）

グラウンドほか

問＝大山崎ハピネスクラブ事務局代表

対象＝町内在住の小学生

宮本

☎090-8572-5171

参加費＝3,000円／月

大山崎シニア野球チーム
「大山崎マスターズ」部員募集

問＝山中

☎090-3944-3624

shinsu3204@icloud.com

40歳以上の男性の方歓迎。一度練習

□ 伝言板

Message

2 0 2 1 . 5 広報おおやまざき

Information

町長閑話

新緑がまぶしい季節

青葉が芽吹いて色とりどりの花が競うよ
うに咲き出す一年で最も活気に溢れるこの時
期ですが、やはりコロナのために自由に動き
づらく色々と制限を受けながらの生活は続
いています。

そんな中で就職、入学など新生活を始め
た方々は、 少しずつ新しい環境に慣れてき
て緊張も解けてくる頃でしょうか。 あまり
好ましくないですが五月病という言葉があ
りますね。ゴールデンウィークが明けた頃に
なんとなく気分が落ち込んだり体調がすぐ

れなかったり。
頑張りすぎた疲れと緊張が解け始めた緩
みで心身に変調が起きることがあるようで
す。そうならないために、ストレスを溜めす
ぎないよう運動や趣味など自分なりのリラッ
クス方法を見つけておくことが大事ですね。
自由に友人とおしゃべりして発散すること
が難しいコロナ禍ではありますが、オンライ
ンやＳＮＳも上手に活用することもアリだ
と思います。

光

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

さて当町におきましても、新しく事務職
１名、 保 育 士３名が加わり、 私が町 長に
就任させて頂いて初めて副町長が、１年ぶ
りに教育長がそれぞれ就任し三役が揃った

16,002人
（11）
7,751人
（３）
8,251人
（８）
6,644世帯
（20）

前川

拓也・知花

総数
男
女
世帯数

形になりました。 今まで以上にスピード感
をもって、「役場はサービス業」 をモットー
に、住民参加のまちづくりを進めていきた
いと思います。 気軽に住民の皆さんのお声
を聞ける親しみやすい町長でありたいと思
っています。

2021年４月１日現在（前月比）

大山崎町長

坂井

圭祐・綾香

い さ と

あいのすけ

依聖

ご結婚おめでとう

【寺門】

【藤井畑】 辻

内

ご誕生おめでとう

【横林】

愛 ノ助

けい

【南谷】

慧

上林

【西法寺】 高宮

鈴果

す ず か

【里ノ後】 小林

詩生

う た は

山口

あ い り

【堀尻】

愛琳

こうすけ

【鳥居前】 山田

昊介

あ お と

髙田

あ ん な

【葛原】

は や て

勇天

碧仁

ひとのうごき
町の人口と世帯数

☎090-6674-5196

問＝大山崎マスターズ事務局

□ インフォメーション

【親子サロン（スマイルプレイス）】

できます。歩行時間は約５時間。

問・申込先＝西村

マップ、またはInstagram ハッシュタグ

ところ＝円明寺が丘自治会館

日
とき＝５月23日■

【西法寺】 山下

【茶屋前】 森

杏奈

さ く と

朔都

□ 伝言板

広報おおやまざき 2 0 2 1 . 5

【傍示木】 長谷川

竹田

Information

【竜頭】

□ インフォメーション

とき＝５月14日、28日、６月11日、25日、

土 ９：00～12：00
とき＝５月22日□

ところ＝南円明寺が丘団地４棟の大池

和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」

【小学生＆一般ソフトバレーボール教室】

わくわく広場（園庭開放）

対象＝ひとり親家庭の小中学生

中島

金 16：20～17：45
日、７月２日、23日の□

smileplaceooyamazaki@gmail.com

月 10：00～12：00
とき＝５月17日□

問・申込先＝大山崎町三つ和母子会

とき＝５月７日、21日、６月４日、18

☎080-5700-5822

ところ＝中央公民館

先へ電話

詳しくは各店舗にて配布中の商店街

対象＝町内在住、在勤の方

Town Topics

Town Topics

わせください。

不要。

崎のことをもっと好きになる２日間。

土 ９：00～12：00
とき＝毎週□

□ まちの話題

□ まちの話題

バレーボール、ソフトバレー
ボール教室のご案内

幸山（こうやま）

問＝松井

ところ＝桂川河川敷グラウンド

「# 天王山ふもと商店街」でチェック。

きぬがさ

気軽におしゃべりしませんか。申込

18：00～小中学生とも19：40

☎957-1609

☎956-6967

レイス

離宮八幡宮でも同時開催します。大山

ト。各店舗に加え、JR 山崎駅横広場、

Relax

Relax

水 13：00～16：00
とき＝５月５日□

話、メールで申し込み。

に参加・見学にお越しください。

□ 図書室だより

□ 図書室だより

問＝友あそび

※新型コロナウイルスの影響でご提供

申込方法＝ LINE 公式アカウント、電
問・申込先＝スマイルプ

土 ９：30～11：30
とき＝５月15日□

ところ＝円明寺が丘団地中央公園前

のみ別途200円）

クリエイターが参加する商店街イベン

Survive

Survive

日 10：00～16：00
とき＝５月２日■

☎957-

オカリナサークル「山鳩」

火 10：00～12：00
とき＝５月11日□

ださい。

ところ＝円明寺が丘自治会館２階和室
参加費＝300円（アルバム制作は初回

ところ＝①長寿苑、②円明寺が丘自治
会館

11：00～11：40（各回定員７組、要申込）

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

☎090-2193-0564

27

水 13：30～14：40、
とき＝①５月12日□

ところ＝どちらも長岡京市立西山公園

止・延期される場合があります。

問＝加藤

活性化を。参加費無料、申込不要。

Fire Department

Fire Department

金 16：20～17：45
７月９日、30日の□

新型コロナウイルス感染症拡大の状

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、企画財政課 企画観光係☎956-2101（内312）まで。

□ 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、企画財政課 企画観光係☎956-2101（内312）まで。

みんなの伝言板

26

５

月のカレンダー

◀大山崎町ホームページ

企画財政課

道路側溝の泥回収
町内一円 ９：00～17：00（５/31
月 までに建設課へ予約）
□
子育て相談（電話のみ）
各保育所 ９：00～16：00

道路を気持ちよく使うために

○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―

大人の教養講座
「英会話 café in 大山崎」
（前期）②
中央公民館別館２階第２
研修室 10：00～11：00／
14：00～15：00
図書室休室
（月末整理日）

行政書士相談
役場第３会議室
13：30~16：30

Jアラート伝達訓練
（屋外スピーカー放送）
11：00～
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

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

大人の教養講座
「英会話 café in 大山崎」
（前期）①
中央公民館別館２階第２
研修室 10：00～11：00／
14：00～15：00

年金相談
役場１階相談室
13：00～16：00
絵本の読み聞かせ
中央公民館別館２階和室
10：30～11：00
民生委員・児童委員活動強化週間
（～18日）

道路側溝の泥回収
町内一円 ９：00～17：00（５/10
月 までに建設課へ予約）
□
子育て相談（電話のみ）
各保育所 ９：00～16：00

資源ごみの収集あり
水 ・■
祝）
（５/５
（□
の振替）

こどもの日

資源ごみの収集はありません
月 に振替）
（５/10□

昭和の日

木

みどりの日

資源ごみの収集はありません
金 に振替）
（４/30□

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

水

憲法記念日

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

火

1
8
15
22
29
5
いきいき朝市
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ
わくわく広場（園庭開放）※雨天中止
京都先端科学大学附属 みどりの丘幼
稚園9：00～12：00

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ

いきいき朝市
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ

土

第
全
４

固定資産税・都市計画税

軽 自 動 車 税

国民年金保険料

１

月

期

期

分

分

分

（５月31日月まで）

（５月31日月まで）

（５月31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

心配ごと相談
中央公民館別館２階第１
研修室 13：30～15：30

金

25 26 27 28 29 30
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31 1 2 3 4

月

町防災・防犯情報メール 登録のお願い

日

今月の納付

