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このまちを、もっと好きになる

Fukuchiyama city Public Relations

主な内容
特集

ニューノーマルも
バリアフリーでいこう

「新しい生活様式」と障害のある人の暮らしを考える

新型コロナウイルス感染症

感染防止対策を徹底しましょう

感覚過敏 のある
フクコさんの場合

マス ク を 着 け る と 痛 み が
あって、気 分 が 悪 くなりま す 。
でもマスクを着けずに外出
すると、周りの目が気になっ
て…外出するのが怖くなって
しまいました。

マスクを着けるこ と が
できない人もいま す

んでいる人がいます。

実際に寄せられた相談から、バリアフリーなニューノーマルを一緒
に考えてみませんか？

問 新型コロナウイルス対策室（ TEL 24-7086・ FAX 23-6537）

困りごとは
障害によってさまざま
視覚障害
・安全な移動のためにガイドヘル
パー（介助員）の支援を受けた
いが、ヘルパーの肘や肩に触れ
てしまうため、密接を避けなけ

知的障害・発達障害
・人との距離感をつかむことが苦
ればと思い、利用を遠慮してし
・買い物の際、つり銭のやりとり

手で、身体的距離をとることが
・マスクを着ける理由が分からず、
がトレーの上でされるように

まう。

マスクを強要されるとパニック
なったが、お金がどこにあるの

難しい。

になってしまう。
しく、これまでと異なる状況に
ひとつ手に取り、大きさなどを

・スーパーなどで、商品をひとつ

か分からない。

混乱し、普通にできていたこと
確認しないと、どんな商品か分

・状況の変化を理解することが難

もできなくなってしまう。
からない。
・スーパーなどでの支払いの際、
セルフレジが増えたが、お金を
どこに入れて、お釣りがどこか

肢体不自由

ら出てくるのか分からない。

聴覚・言語障害
・手が不自由なので、マスクが外

まずは近づいて自分が誰なのか名

ている人の口の動きや表情は重要な

聴覚障害のある人にとって、話し

離が近くなるので頼みづらい。

で手助けをお願いしたいが、距

・車いすで外出中に、段差や坂道

毒液が置かれている。

・車いすでは届かない場所に、消

れてもつけ直せない。

・電話での相談窓口を利用できな
い。
・オンライン授業やイベントは、
字幕対応していないと参加でき
ない。
・マスクを着けた人に話しかけら
れても気付かない。

聴覚障害 のある
ヤマオさんの場合

動きや表情が見えません。
コンビニで「温めますか？」
「 袋 い り ま す か？」 と 聞 か れ
ても分からないんです。

乗り「何かお手伝いしましょうか」

情報です。マスクがあると、口の動

聞こえない、聞こえにくい人と
コミュニケーションを取る時は

などの声掛けをしてみましょう。ポ

いことがあります。

られているのかどうかさえ分からな

きや表情が分かりにくく、話しかけ
んで伝えてください。

スターや貼り紙などの視覚情報は読

白杖を持っている人が
困っていたら

てしまうことがあって…

そのせいで人に近づきすぎ

印が分からないんです。

前後の間隔を空けるための目

マスクを着けられると口の

障害者福祉課（ TEL 24-7017・ FAX 22-9073）

買い物でレジで並ぶとき、

視覚障害 のある
トモオさんの場合

で誤解されたり心無い批判を受けたりするなど、様々な困りごとで悩

セルフレジで困っていたら、積極

そんな時は、身振りや筆談で伝え

た。→詳しくは10ページへ

よって「新しい生活様式」の実践が困難な場合があります。そのこと

的に声をかけ、カードやお金の投入

てみましょう。フェイスシールドな

をかけてみましょう。

ケーション支援希望表示カードを作成しまし

れてきました。しかし、障害のある人の中には、障害の特性や程度に

口などを伝えましょう。

どで口の動きを見えるようにするこ
とや、ゆっくりはっきりと穏やかな
口調で伝えることも効果的です。
お店で袋や箸を必要か尋ねるとき
は、実物や分かりやすいイラストな

日常生活や社会生活が送れるようコミュニ

マークを付けた人が困っていたら、まずは声

フクコさんは感覚過敏のため、マ
スクを着けると肌に痛みを感じてし
まいます。この他にも、マスクを着
けられない事情がある人がいます。
マスクを着けていないことを一概
に否定するのではなく、様々な事情
を持った人がいることを忘れず、想
像してみてください。

コロナ禍でも誰もが笑顔で
安心して暮らしていけるよう、
１人ひとりがちょっとした配慮と

どで表現したコミュニケーション支
援ボードで伝えるのもいいでしょう。

よって必要な手助けは違うので、
が身に着けるマークです。人に

聞こえない人や聞こえにくい人が安心して
配慮や支援を必要としている人

ニューノーマルも
バリアフリーでいこう。

思いやりを大切にしていきましょう

外見からは分からなくても、

コミュニケーション
支援希望表示カード
ヘルプマーク

2
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支援や配慮を必要とする「サイン」
知ってください

着用や手指消毒、身体的距離の確保など「新しい生活様式」が求めら

CASE

3

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、私たちにはマスクの

2
CASE

新しい生活様式と障害のある人のくらしを考える
特集

1
CASE

体調・行動履歴表
日付

体調
体温

例）
36.5
2021/1/7

外出

調子

時間

内容

行先

良

13時〜15時

買い物

○○ストア

なし

なし

なし

例）
37.5 咳・倦怠感
2021/1/8

会った人

感染予防策
マスク

手洗い
アルコール

Aさん
（○○ス
トアで会話）

○

○

家族

×

○

大切な家族を守るために

WITH
CORONA

こんなとき、どうする？ -もしも感染したら編-

備考

感染予防策に努めていても、誰もが新型コロナウイルスに感染するおそれがあります。
自分自身や家族に発熱やせきなどの症状が現れた場合、万が一新型コロナに感染しているかもしれないということを
想定し、感染拡大を防ぐための行動を知っておきましょう。

✓ 毎日自分の体温と体調を記録する

毎日の体調や行動を
記録しておきましょう

体調の変化に早く気付くことは、感染拡大の防止にもつながります。

✓ 自分の行動歴を記録する

どこに行ったか、誰と会ったか、感染予防はしていたかは接触者を調べる貴重な
情報です。

5ページに体調・行動履歴記録表を掲載して
います。

※これらは、病院での受診の際や、陽性となった場合の保健所の調査に必要な情報です。

✓ 症状のある場合、その日から、仕事や学校は休んでかかりつけ医な
どに電話する

体調不良を感じたら

✓ 相談した医療機関が指定する時間・場所で診察や検査を受ける

5ページに相談・受診先を掲載しています。

※発症する前後数日は、特にウイルスの排出量が高く、他の人に感染させてしまう恐れがあります。発熱や咳、
のどの痛みなどの症状がある
場合は休みましょう。

✓ 誰もが感染する可能性があります。感染した人や医療関係者への差
別や誹謗中傷は絶対にやめましょう

差別はダメ、絶対！

家族が感染・自宅待機になったら

家族に感染の疑いがある、または医療機関や保健所から自宅

定期的に換気をし、
湿度は ％以上を維持

寒くても換気を徹底しましょ

う。

体液で汚れた衣類などを
洗う際は、マスク・手袋
を着用する

洗濯は、家庭用の洗濯で十分

です。

手で触れる共用部分を
消毒する

待機の指示をされた家族がいる場合は、次のような感染対策を

とりましょう。

部屋を分ける

食事や就寝時にも部屋を分け

ましょう。分けることができな

い場合は、家具やカーテンなど

を仕切りにする、２ｍ以上の距

離を保つ、頭の位置を互い違い

にして寝るなどで対応しましょ

う。感染者本人は極力部屋から

出ないようにしましょう。

家でもマスクを着用する

感染者が使用したマスクは他

の部屋には持ち出さず、捨てる

ときは袋つきのごみ箱に捨てま

ドアノブ、電気のスイッチ、
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しょう。

5

ベッド柵など共用部分は、消毒

TEL 075-414-5487（24時間/365日/多言語）

マスクを外すときは表面に触

きょうと新型コロナ医療相談センター

液で拭いた後、水拭きします。

休日・夜間、かかりつけ医のいない人

れないようにし、外した後は必

ず手を洗いましょう。

地域のかかりつけ医など、近くの医療機関に電話

履歴表は市ホーム
ページからダウン
ロードできます。

相談・
受診先

発熱・のどが痛いなどの風邪症状がある人

40
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くらしの掲示板

PICK
UP

! ふくちやまふくふくクーポン券
重症化するリスクの高い人の衛生用品購入などを支援

新型コロナウイルス
感染症対策事業

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの流行期において、重症化するリスクの高い人への感染拡大を防止
するために、市内の取扱店で衛生用品を購入する時などに使えるクーポン券を発行します。

問

【金
額】 1人あたり3,000円分（500円×6枚）
【購入対象】 感染症予防のための衛生用品の購入など
（例：マスク、消毒液、通院を伴うタクシー利用など）
※たばこ、酒類の購入、金券などの購入、公共料金など
の支払いには使用できません。
【配布方法】 2月中に対象者へクーポン券を郵送
【利用期限】 令和3年5月31日㈪
社会福祉課（ TEL 24-7087・ FAX 22-6610）

PICK
UP

【対
象】 基準日（令和3年1月1日）に本市に住民
登録があり、次の①〜④に該当する人
対象者

①65歳以上の人
②障害のある人
③妊娠している人
④基礎疾患のある人

備考

新型コロナウイルス感染症

感染防止対策を徹底しましょう
□ いつでも実施！３つのキホン
✓

昭和31年1月1日以前に生まれた人
身体障害者手帳1・2級、療育手帳
Aを持つ人
令和2年4月1日から令和3年5月
31日までに妊娠届出をした人
※本人による申請が必要です

! ひとり親世帯等臨時特別給付金
まだ申請していない人は申請を

手を洗おう

こまめに手洗いや手指消毒
をしましょう。

新型コロナウイルス
感染症対策事業

■追加給付
【対象者】 基本給付の対象者の①または②に該当す
る人のうち、新型コロナウイルスの影響を受けて家計
が急変し、収入が減少した人
【給付額】 1世帯につき50,000円（1回限り）
【申 請】 令和3年3月12日㈮までに要申請
それぞれの詳細は市ホームページでご確認いただく
かお問い合わせください。
子ども政策室（ TEL 24-7011・ FAX 23-7011）

マスクを着けよう

マスクを外す時は大声を出し
たり騒いだりせず、飛沫が飛
ばないよう徹底しましょう。

□ 寒くても換気を
✓
こまめな換気をし、適
度な保湿（40％以上）
を保ちましょう。換気
扇の活用も有効です。

□
✓

距離をとろう

開ける距離は2ｍを目安に

３密（密集・密接・密閉）の回避

人が密集する場所、密接する場面、密閉された場所が
重なる場面は感染リスクが高まります。

□ 外出は体調と相談
✓
毎朝の体温測定や健
康 チェックを 忘 れず
に 。不 調 が あ れ ば外
出は控えましょう。

問

■基本給付
【対象者】
①令和2年6月分の児童扶養手当を受給した人
②公的年金などを受給しており、令和2年6月分の児童
扶養手当の支給が全額停止される人
③新型コロナウイルスの影響で家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当受給の水準となる人
【給付額】 1世帯につき50,000円 第2子以降 1人
につき30,000円 （いずれも1回限り）
※申請時に「再給付」を希望した場合、基本給付金の
同額を同時に支給します。
【申 請】 ①の該当者は不要 ②、③に該当する人
は令和3年3月12日㈮までに要申請

自分自身や大切な人を守るため、感染しない・させないための行動を

感染拡大防止アプリで感染拡大を予防
京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービス「こことろ」
府内の施設（店舗）・イベントを利用する際、アプリ上でチェックイン

Topics

することで、同じ日に施設などを利用した人の感染が判明した場合やク

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種対策チームを発足しました

新型コロナウイルス感染症対策

１月補正予算を
編成しました
7
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総額

接種方法などの詳細は、「広報ふくちやま3月号」な
どでお知らせします。
健康医療課ワクチン接種対策チーム
（ TEL 23-2788・ FAX 23-5998）

を受けることができます。

市内の公共施設や市主催イベントも登録しています。詳しくは京都府

のホームページへ。

問

国の予定では、2月からワクチン接種が始まることに
伴い、本市でも円滑な接種体制を構築するため準備を
進めています。
2月下旬から医療従事者、3月下旬から高齢者の順で
接種を実施する予定です。

ラスターの発生が確認された場合などに、京都府から注意喚起の連絡

6億7233万5千円

市民生活の安心・安全と、市内の経済対策のため1月の補正予算を編成しま
した。ワクチン接種事業や、府の時短協力金の対象とならない事業者への市
独自の応援給付金などを実施します。

感染対策や新型コロナウイルス感染症に関する
お問い合わせ、ご相談は
新型コロナウイルス感染症対策室まで
TEL 24-7086・ FAX 23-6537

新型コロナウイルス感染症に関
する最新情報や支援情報は、市
ホームページの特設サイトでご確
認ください。
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ふくちやまトピックス

まちの話題

あなたが写っていたら、

写真（Ｌ判）1 枚を差し上げます。

PHOTO NEWS

秘書広報課（TEL 24-7000）まで。

図書館

1

10

令和３年出初式を開催

12

コロナ禍で規模を大きく縮小して実施

9

は、
「新しい団員服には、市民の期待が込められている。期待に
応えられるよう活動してほしい」とエールを送りました。

暮らしに読書を、
おうえん貸出セット開始

PR

オンラインイベント
鬼鬼祭を２月に開催
おに

おに

まつり

自分らしい生き方へ踏み出そう
女性の起業応援セミナーを開催

この日、「ふくちやま女性起業応援セミナー第２講座」を開
こ ばやし か な こ
催。株式会社小林ふぁ〜む代表取締役の小林加奈子さんが、福
知山へＵターン就農し、女性目線での農業を取り組んできた起
業体験を講演しました。講演の後、座談会が開かれ、起業に興
味がある女性など６人が集まり、意見交換をしました。

今年はパレードや一斉放水を中止し、参加者も最小限にするな
ど感染対策を徹底して執り行いました。消防団員は、この日お披
いけ ざわ とおる
露目予定だった新しい消防団員服を着て参加。池澤徹消防団長

鬼伝説の大江山を発信

あなたの身近に図書館を

福知山市立図書館では、図書館まで来館することが
難しい高齢者や子どもに向けて、図書館での密集の回避
や外出自粛のストレス緩和を目的に、図書館の本を図書
館以外の施設で読んだり借りたりすることができる新
制度「暮らしに読書を、おうえん」貸出セットを１月から
スタートしました。

令和３年成人式

図書館職員が選んだ50冊を子ども向け45セット・大

〜新成人のみなさん おめでとうございます〜

人向け25セット用意しています。貸出対象は幼稚園、保
育園、こども園、小学校、放課後児童クラブ、児童館、福
祉施設、自治会や地域のサロンなど。貸出期間は２か月
電話またはファクス（17ページ）で。

大江山にも注目が集まっています。そこで、本市の“鬼”を
もっと知ってもらおうと、２月を「鬼鬼月」と設定し、ツ
イッターやインスタグラムをメインに「鬼鬼祭」をオンラ
インで開催します。
コロナ禍で大江山に来てもらうことができない今、
ＳＮＳ
上でクイズ、
フォトコンテストなどを実施
し、大江山と鬼伝説をアピールします。
イベントの詳細は右の二次元コードを
読み込み、
ご覧ください。
問

間です。詳細や申込は、図書館中央館・各分館へ直接、

アニメなどの影響で“鬼”人気が高まり、鬼伝説が残る

秘書広報課（ TEL 24-7090・ FAX 24-7023）

vol.22

知られざる明智光秀のおはなし

市民憲章を朗読する塩見愛陽さん ( 左 )
と谷垣壮哉さん ( 右 )

１月
10

日㈰、三段池公園総合

体育館で成人式を開催。５７６

人の新成人が参加し、友人との

再会を喜んでいました。

会場では、検温やマスクの確

認、座席の間隔をあけるなど感

染症対策を徹底し、例年と異な

った様子に。保護者は入れない

しお み あい ひ

ため会場の外で見守っていまし

た。

たにがきまさ や

新成人を代表して塩見愛陽さ

かわぐち

ん、谷垣壮哉さんが市民憲章を

朗読。新成人の主張では、川口

カーリスさんは、女手一つで育

やまなかたま き

ててくれた母親への感謝などを

伝えました。また、山中珠暉さ
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んは、家族や地域の人、恩師な
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どへの感謝を忘れずに立派な社

成人式の様子は市公式
YouTubeで公開して
います。
左の二次元コードを読
み取ると見ることがで
きます。

本能寺の変後の明智一族

会人になる決意を述べました。

新成人の主張をした川口カーリスさん ( 左 ) と
山中珠暉さん ( 右 )

イラスト：
こうの史代

「山崎の合戦」後、明智光秀や秀満ら明智一族はほとんど

三宅藤兵衛はこの後、細川家を去り肥前国唐津城主寺沢家

が悲劇的な結末を迎えました。光秀の娘「玉」(後の細川ガラ

の重臣となり、天草島原一揆にて落命します。藤兵衛の息子ら

シャ)はこの混乱を生き残った数少ない人物として有名ですが、

は生き残り、細川家に重臣として迎えられ、幕末に至ります。

近年の研究により福知山ともゆかりのある人物が生き残って

熊本藩主細川光尚が藤兵衛の息子「三宅藤右衛門」の事を、

いたことが明らかになってきました。

光秀のひ孫であると当時の幕府に紹介しています。光尚にとっ

そつ

み やけとう べ え しげとし

その人物は幼名を「帥」、後に「三宅藤兵衛重利」を名乗る

ほそかわみつとし

み やけとう う え もん

て藤右衛門は特別な存在だったのでしょう。

人物で、三宅家文書によると明智秀満と明智光秀の娘「於岸」

戦乱により一族の大半が命を散らした明智一族ですが、福

の子とされます。帥は山崎の合戦後、玉に10歳まで養育され、

知山とゆかりの明智秀満の子孫が遠く九州で生き延びていた

その後は細川忠興に仕官したと伝えられています。玉が残した

ことは、非常に興味深いことです。

書状には「帥」のことを心配する内容が書かれており、細川家
めんこうしゅうろく

の家記『綿考 輯 録』にも、
「三宅藤兵衛」の行末を案じていた
様子が伝えられるなど、帥は玉から数少ない明智の生き残りと
して愛情を注がれていたようです。

参考文献 『明智一族 三宅家の史料』
『ＮＨＫ大河ドラマ特別展 麒麟がくる』
問 文化・スポーツ振興課
（ TEL 24-7033・FAX 23-6537）

2021. 2 Fukuchiyama
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くらしの掲示板

くらしの掲示板
今月の
ワンポイント手話
アプリ

スマートフォン
左手を開き、上に向けま
す。その手を機器に見立
て、手のひらの上で右手
のひとさし指を右に2回
払います。

タブレット

障害年金は、病気やけがなどで生活や仕事などが制
限されるようになった場合に、受け取ることができる
年金です。年金を受け取るためには、年金納付状況な
どの要件があります。
障害基礎年金 障害認定日に、年金制度の障害等級1
級または2級に該当し、一定の要件を満たしている場合
は、障害基礎年金を受け取ることができます。65歳以
降に初めて障害の状態になった場合は該当しません。
【20歳前障害】 20歳前に初診日のある病気やけがで
障害の状態になった人は、障害等級1級または2級に該
当すれば20歳から障害基礎年金が受給できます。ただ
し、本人に一定以上の所得や他年金の受給がある場合
は支給が制限されます。
【事後重症】 障害認定日に障害等級が1、2級に該当
しなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害が
重くなり、障害基礎年金に該当するようになった場合
は、65歳になる前日までに請求すると障害基礎年金を
受給できます。
舞鶴年金事務所（ TEL 0773-78-1165）・保険年金課
（ TEL 24-7057・ FAX 23-6537）
問

左手の親指と人差し指を
伸ばしＬ字をつくり手を
立てます。Ｌ字 の横で右
手のひとさし指を右に2
回払います。

Topics

コミュニケーション支援
希望表示カードをつくりました

聞こえない人や聞こえにくい人が安心して日常生活を送るために、求めている配慮や支援を周りに示す
「コミュニケーション支援希望表示カード」を作成しました。
障害者福祉課（ TEL 24-7017・ FAX 22-9073）
問

両手の親指を立てます。
立てた左手の上で、下に
向けた右手を時計回りに
動かします。

聴覚に不安のある人へ

ご存じですか？
障害基礎年金

聞こえない、聞こえにくいことは、外見から
は分かりません。マスクを着用されたまま話し
かけられても、気づくことさえできないまま、
不自由な思いや、不安を抱えて暮らしている人
がいます。
このカードを呈示されたら、できる範囲で配
慮をお願いします。希望どおりの支援が難しい
場合は、本人へその旨を説明・相談して、それ
に代わる配慮をお願いします。
カードが必要な人は障害者福祉課までお問い
合わせください。障害者手帳をお持ちでない人
でもお渡しします。

令和3年度から運用開始！

自動引き落としが便利です

税・料の納付に、口座振替をご利用ください

窓

口

ＴＥＬ

ＦＡＸ

市府民税（普通徴収）
固定資産税

税務課管理証明係

※口座振替納付は、

24-9720

納め忘れを防止する

軽自動車税（種別割）

ことができる便利な

国民健康保険料

保険年金課国保係

24-7019

23-6537

後期高齢者医療保険料

保険年金課高齢者医療係

24-7018

（代表）

介護保険料

高齢者福祉課介護保険係

24-7013

少ないため、市民の

保育所保育料

子ども政策室

保育所副食費

保育園・幼稚園入園係

24-7083

願いしています。

放課後児童クラブ使用料

生涯学習課放課後児童育成係

【口座振替が利用可能な金融機関】
ゆうちょ銀行 京都銀行 京都北都信用金庫 近畿労働金庫福知山支店
関西みらい銀行福知山支店 福知山市内の中兵庫信用金庫
京都丹の国農業協同組合 福知山市内の京都農業協同組合
但馬銀行福知山支店 但馬信用金庫福知山支店
※上記に下線のある金融機関では、キャッシュカードによる口座登録の手続きがで
きませんので、口座振替依頼書で口座登録をしてください。
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方法で、取扱手数料
がコンビニ納付より
皆さんにご協力をお

24-7067
【各手続の窓口】
①口座振替依頼書による口座登録
・・・・各金融機関窓口へ
※口座振替依頼書は各金融機関窓口、市役所に設置、届出印が必要
となります。
②キャッシュカードによる口座登録 （ペイジー）
・・・・市役所、各支所の窓口へ
※放課後児童クラブ使用料については、ペイジー口座登録はご利用
できません。

特別編

第2段

福知山市防災アプリの機能
問

本市では、税・料の納付に自動引落としの口座振替の利用をお願いしています。口座振替が利用可能な
金融機関をお確かめのうえ、各窓口で手続きをお願いします。
利用可能な税・料

【カードの例】

危機管理室 （ TEL 24-7503・ FAX 23-6537）

災害発生時には、自助や共助による助け合いが大きな力を発揮します。今回は、家族や隣近所、会社などでの助
け合いの手段として活用が期待できる「安否の確認」や「多言語への翻訳」の機能についてご紹介します。

●家族・知人の安否情報を確認！

●多言語にも対応！

自分の安否情報を登録でき、知りたい人の安否
情報を検索できます。また、最後に安否情報を登
録された場所と日時は、地図上でも確認できます。

英語、中国語（繁体字、簡体
字）、韓国語、ポルトガル語、ス
ペイン語、ベトナム語、フィリピ
ン語に翻訳できます。

こんな活用方法も！
事前に、家族や知人でグループ登
録を行うことで、災害時に、グ
ループ登録した人の安否情報を一
括検索し、確認することができま
す。

こんな活用方法も！
受信した防災情報に加え、
地図上の情報も翻訳できるた
め、日本語の理解が難しい外
国籍の人などへの防災情報伝
達ツールとして活用できます。

2021. 2 Fukuchiyama
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健康になるための！

知っ得シリーズ

Part

くらしの掲示板

104

障害年金の受給により児童扶養手当を
受給できなかったひとり親家庭が対象

けんこウサギちゃんの「ちょこっとトレーニング」
①姿勢をまっすぐにして、床につかない程度に片脚を
あげよう。
② そのまま脚をあげた状態を1分間保とう！
左右交互に1日3回チャレンジしよう！

バランス能力を
身につける体操

◆注意◆
転倒しないように、
必ずつかまるものが
ある場所でしよう！

ウォーキング大作戦 結果発表!!

月
・11
月
0
1

１３９人の参加がありました！ありがとうございました♪

マイスイーツウォーキング
〜協力店舗の皆様、ありがとうございました！〜
・菓樹工房きぬがわ
・夢の里やながわ
・まいまい堂
・CaptainT s
・遊 ´s

人気のコースは…

障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金
が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給
できませんでした。しかし、令和3年3月から児童扶養
手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年
金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当とし
て受給できるようになります。
受給には申請が必要で、令和３年３月1日より前でも
申請できます。また、通常は申請の翌月から支給を開
始しますが、令和３年３月１日に支給要件を満たして
いる人は、令和３年６月30日までに申請すれば令和３
年３月分の手当から受給できます。
児童扶養手当には所得制限があります。申請方法な
ど、くわしくはお問い合わせください。
子ども政策室（ TEL 24-7011・ FAX 23-7011）

市民税非課税世帯の子どもに対して、高等学校へ
の進学を支援しています。
【申請期限】
１次申請 ２月26日（金）まで
（２月中に進学する高校が決定する
新１年生のみ）
２次申請 ７月１日（木）まで
【対象】
・市民税非課税世帯であること
・母子世帯、父子世帯、障害者世帯などであること
※他の奨学金などと併給制限があります。
京都府中丹西保健所福祉課（ TEL 22-5766）

問

・パティスリーイブー
・パティスリーカタシマ
・パン工房ラントブロート
・三万二千石音無瀬堂
・仏蘭西焼菓子調進所足立音衛門

ウォーキングマップから、
おすすめの
コースを選んでもらいました★

児童扶養手当に新たな支給要件

問

たくさんのスイーツ店を巡りました♪

おすすめウォーキング

高校生給付型奨学金

1 位 三段池コース
2 位 大江由良川堤防・旧街道コース
3 位 三和アネックス周辺コース

参加者の声
�お菓子をもらえたので、
お菓子をもらえたので、
やる気になって最後まで頑張ることができた。
�コースがあると違った感じで、
コースがあると違った感じで、マップを見て歩くのもよかった。
�歩くことで家族とゆっくり色々な話ができたので、
歩くことで家族とゆっくり色々な話ができたので、
楽しかった。
健
︵検︶
診

歯の健康

たばこ

アルコール

身体活動・運動

★日本一周ウォーキング★

こころの健康

令和2年8月〜11月

栄養・食生活

これからも引き続き、健康づくりに取り組みましょう♪

子育て中の親どうし、
子どもどうしのネットワークを広げませんか?

参加者の感想

�坂道にも挑戦し良い汗をかいています。
坂道にも挑戦し良い汗をかいています。
（T・A）
�同世代の者に比べて私の方が元気だ！
同世代の者に比べて私の方が元気だ！と
自覚するようになりました。

ヘルスメイトが今より塩分を減らす方法と簡単・野菜レシピを紹介します♪
日時：2月16日㈫ 午前10時〜10時30分
場所：ハピネスふくちやま２階
＊参加費無料 申込不要（ 問 中央保健福祉センター）
新型コロナウイルス感染症の状況により中止になる可能性があります。
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申込・問合せ先

『ヘルスメイト知っ得情報
〜減塩と野菜摂取について〜』

・各行事の予約受付開始日は、おたよりやイベントカレンダーに掲載
します。
・行事は変更になる場合があります。ひろばのおたよりを確認してい
ただくか、各ひろばに直接お問い合わせください。
・子育て支援施設の行事をまとめたカレンダーを市HPにて掲載していま
す! 本市LINEで更新をお知らせします。

市公式ラインで
子育て情報発信中 !

健康づくり7つの柱

今回新たに４名が日本一周を達成され、
完歩者は計１４名になりました！
ょう♪
い！
負けな 体を温めまし
に
さ
寒
で
全体の平均は 7,037 歩 / 日
キング
ウォー

ミニミニ健康講座のお知らせ！！

3月の
事
子育て行

◎中央保健福祉センター
（内記三丁目）
（ 23-2788・ 23-5998）
◎東部保健福祉センター
（三和町千束）
（ 58-2090・ 58-3013）
◎西部保健福祉センター
（夜久野町下町）
（ 37-1234・ 37-5002）
◎北部保健福祉センター
（大江町中央）
（ 56-2620・ 56-2018）

なかよしひろば
月

日

3月2日㈫
3月16日㈫

行事内容

日

3月4日㈭

場

お楽しみ会準備会
お楽しみ会

所

三和子育て
支援センター

（3月2日の準備会に参加した人が対象）

ふれあいひろば
月

■三和子育て支援センター
TEL58-4580・FAX58-3005
いずれも午前10時〜 11時30分

行事内容

ひよっこクラブ

3月11日㈭ お楽しみ会

予約

要予約
各行事
定員10組

■夜久野子育て支援センター
TEL37-1107・FAX37-0189
いずれも午前10時〜 11時30分
場

所

夜久野子育て
支援センター
プレイルーム

予約

要予約
各行事
定員10組

きらきらひろば
月

日

3月12日㈮

行事内容

春のお楽しみ会

（

日

3月4日㈭

場

2月19日
「春のお楽しみ会準備
会」
に参加した人が対象

おひさまひろば
月

■大江子育て支援センター
TEL兼FAX56-0990
いずれも午前10時〜11時30分

）

所

予約

大江子育て
支援センター
プレイルーム

要予約
各行事
定員14組

■おひさまと風の子サロン
TEL23-5722・FAX45-6066
午前10時30分〜 11時30分

行事内容

講師

場所

予約

わくわくドキドキ
お楽しみ会

みかんの木
文庫

武道館
剣道場

先着順
40組

2021. 2 Fukuchiyama
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費

募

テ

定

対

講

内

申

費

定

対

問

期

所 申

時
他

イベント・催し

日㈰

時 分～

ヒューマンフェスタ
映画『 若おかみは小学生！』
時３月

分

時まで
内さつき盆栽の展示・相談

日㈰

■ 洋ランの植替えと育て方講習会
時３月

時 分～ 時 分

人（先着順）

費資料代１００円（材料代は別）

定

所大江町総合会館
持植替える洋ランを一鉢持参

上映時間は
（多数の場合は抽選）
定１６０人

望と明記のうえ、代表者の住

申ヒューマンフェスタ参加希

までに送付します）

内鉢や軽石に寄せ植えした多

時３月

■多肉植物展

ファクスで

申３月１日㈪から電話または

所、氏名、電話番号と、参加
肉植物約２００点を展示

日

人数（代表者含め最大４名）
料 大人３３０円／子ども１６０円

持入場券（当選者へ２月

および氏名を記入しメール
またはハガキで人権推進室

日㈮
７- ０ ２

（
・住所〒６ ２０
jinken@
０- ０ ３ ５ 福 知 山 市 字 内 記
１００番地）へ
期２月
問人 権 推 進 室 （

１・

日㈯ ９時

分～ 時

日 ～４月 日㈰

分

講座・講演
日㈪

経済講演会
時２月

時～ 時

所ホテルロイヤルヒル福知山

い とうよういち

７-

申告をして、ナンバープレー

障害のある人への
支援や配慮を学ぶ研修
障害や障害のある人への理
解を深め、ちょっとした支援
や配慮ができる支援者を養成

時３月９日㈫

■あいサポーター研修

お申し出ください。

が高まっており、地方の空き

の人は、空き家バンクへの登
録をこの機会にぜひご検討く
ださい。
問ま ち づ く り 推 進 課 （

７２２５・

６-５３７）

春季全国火災予防運動

防ぐあなたに

３月１日から７日まで、
「その火事を

金メダル」を標語に、火災予
防運動を実施します。

気持ちの感染や、
ウイルス感染に関わる人に対する嫌悪や

避けるといった意識の感染もあり、
これらが偏見や差別に

時

ようにするために自分には何ができるか具体的に考えたり

分

つながっていることを知ったり、誤った情報に惑わされない

難しい場合は研修動画を貸し

め、集まって研修することが

ナウイルス感染拡大防止のた

企業や団体などで新型コロ

■あいサポーター研修（動画）

も行っています。

他企業・団体向けの出前講座

期３月２日㈫まで

所総合福祉会館

時～

けでなく、見えないウイルスに対する不安や恐れといった

日㈬
時～ 時

分

５-４５８）

芦田均記念館に
ひと
“均っさんピアノ”
日㈰設置

５１１９・

問消 防 署 予 防 課 （

火気から離して使いましょう。

引火しやすいものもあるため、

○ 消毒用アルコールの中には

てください。

る容器の取り扱いには注意し

○ガソリンや灯油などを入れ

す。

問し、火災予防啓発を行いま

○ 一人暮らしの高齢者宅を訪

災予防広報を行います。

○期間中、消防車両などで火

しましょう。

ので、火の取り扱いには注意

くなる事例が発生しています

ぜ焼きが拡大して被害が大き

生しやすい季節です。毎年あ

春は空気が乾燥し火災が発

所総合福祉会館

時３月

■コミュニケーション支援研修

さい。

福祉課までお問い合わせくだ

s h o g a i 出しします。詳しくは障害者

）へ。手話通
shafukushi@
訳や要約筆記が必要な場合は

９
- ０７３・

７- ０ １ ７ ・

申期限までに住所、氏名、連

する研修を行っています。

＆スパ
絡先を記入し電話、メール、

６-５３７）

都市緑化植物園のイベント
の知恵
郵送またはファクスにて障害

時３月

席研究員）

６-５３７）

日以内に税務課・各支所に申

入・名義変更をした時は、

から課税対象となります。購

され、財産として所有した日

０７７・

２- １０８・
６-５３０）
ま た は産 業 観 光 課 （

申福知山市商工会議所（

定先着１００人（要事前予約）

サバイブ

講伊藤洋一さん（株式会社三

者福祉課 （

テコロナ禍の経済

６-６１７ ・
６-６２９
■３月の植物観察会

井住友トラスト基礎研究所主

内自然科学協力員と林の中で

日㈭までに電話また

春の植物を観察
申３月

はファクスで
時３月６日㈯～７日㈰

■さつき盆栽展
９時～ 時 ※最終日は

募集
ふくちやまファイヤーエンジェ
ルス・消防鼓隊 隊員募集

トの交付を受けてください。

告する必要があります。必ず

①ファイヤーガード隊

■活動内容
／街頭広報、高齢者宅への防
使用していなくても保管し
ている場合、修理すれば使用

火訪問などの防火防災啓発
②カラーガード隊
きませんのでご注意ください。

き家改修補助金が他の地域よ

となりました。

技
■小型特殊自動車の対象

り手厚くなるなどのメリット

できる場合は、廃車受付はで

※訓練の見学は可能です。訓
▼農耕トラクター、薬剤散布

があり、開始から５年間で約

／フラッグを使用した広報演

練場所などについてはお問い
車、コンバイン、田植機など

人が、移住特区内の

移住特区では、移住者の空

合わせください。

世帯

空き家を住まいや別荘、古民
家カフェ、農家民宿などに活

未満）

（乗用装置があり、最高速度
▼動力運搬車、フォークリフ

用しています。

㎞／

③消防鼓隊／カラーガード隊

ト、ショベルローダ、ロード

の広報演技時に、太鼓で演奏
市内在住・在学・在勤の

ローラなど（長さ４・７ｍ 以
下 、 高 さ ２ ・８ｍ 以 下 、 幅

コロナ禍で地方移住の関心

歳以上の女性（消防鼓隊は男
性も募集）

家を活用したい都市部の人か

■入団資格

新型コロナウイルスによる病気そのものとしての感染だ

年に寄贈したグランドピ

９４４５）

問芦 田 均 記 念 館 （

・

時

使用できない場合があります。

他館内イベント時や混雑時には

分まで・毎週火曜日は休館）

- として設置します。
時９時～ 時（入館は

とができるストリートピアノ

アノを、誰でも自由に弾くこ

和

名誉市民の故芦田均氏が昭

らの相談も増えてきています。 ２月

㎞

７- ０ ２ ４ ・

告が必要となります。

固定資産税（償却資産）の申

※これらの要件を超える場合、 農山村地域の空き家をお持ち

／ｈ以下）

１・７ｍ 以下、最高速度
-

問税 務 課 （

６-５３７）

空き家を活用しませんか？
移住促進特別区域（移住特
月

区）は京都府の条例に基づき
指定されています。昨年

自治会が指

地区１０６自治会

に新たに２地区
定され、

-

-

とらえ、
ウイルスを正しく恐れ、
冷静に判断し、
自分や周りの

人たちを大切にして生活できる力
（意識・意欲・態度）
を身に

ない取り組みや運動は全国各地で行われています。

子どもも大人も人権問題について学び続けることで、
しょう。

期３月

日㈬まで

方法を学びます

害のある人への具体的な支援

内視覚・聴覚障害の特性や障

問 学校教育課（ TEL 24-7040・FAX 23‐6537）

問

14
2021. 2 Fukuchiyama

あいことば」 修斉小学校 1 年生

30 21

20

他市消防団員としての手当の

支給があります。
問① 消 防 署 予 防 課 （

４１１９・

５１１９・
５-４５８）
②③消防署警防課（
５-４５８）

その他
原 付 バ イ ク・小 型 特 殊 自 動
車をお持ちの人へ
軽自動車税（種別割）は、
４月１日時点の所有者に課税

子どもたちが学び考えているように、差別や偏見を許さ

17

行った学校もあります。

15

にこにこえがおの
「だいすきは
いい日だよ」 惇明小学校 1 年生
明日はもっと
「まえ向こう

令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より
令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

Fukuchiyama 2021. 2
15

8

危機管理室
（ TEL 24-7503）

月間賞
12月
「耐える」
撮 影 者：福島潤 さん

河守上

緊急時に迅速かつ確実な情報伝達を行う
ため、全国一斉で防災行政無線の試験放送
が実施されます。防災行政ラジオなども起
動しますので、起動確認をしてください。

感染症に関わる人権学習にも取り組んでいます。

大江地域

つけられるように学んでいます。

O
T
O
M
I
J
GO！
へ
#いがいと福知山

市内の小中学校では、子どもたちが新型コロナウイルス

46

「共に幸せを生きる」
まちづくりをこれからも進めていきま

インスタフォト
コ ン テ ス ト 5

「雪いるかぁ？」
撮 影 者：勝彦 さん

21

訓練日：2月17日
（水）
11時
放送内容
（予定）
：
「これは、Jアラートのテ
ストです」
×3回
「残したい記憶」
撮 影 者：松本健汰 さん

菟原、細見、川合

人権学習をとおして、子どもたちは自分自身の課題として

30

三和地域

感染症には誰でもかかる可能性があります。だからこそ、

27

31

30

23
FAX

上六人部、中六人部、
三岳、雲原、佐賀

地震などに備えたJアラート試験

問題になっています。

下夜久野、中夜久
野、上夜久野

TEL

TEL

16

旧福知山市域

80

しています。医療従事者へメッセージを届ける取り組みを
TEL

TEL

自治会数

30

新型コロナウイルスに関連して、感染者の特

24

特区

TEL

FAX
移住促進特別区域の指定状況

40

14

定、
デマの拡散、誹謗中傷や排除などの偏見や差別が社会
夜久野地域

24

FAX

自分ごととして学び続けること
22

エリア

FAX

22

11

TEL

22

15
12

23

23

15

30

23

TEL

TEL
TEL

24

15

（土·祝）

45
FAX

23
24

10

17

15

24

30

FAX
22

14

26
12

15
18

h
12

23

FAX

FAX

21

35

23

33

TEL

人権

12 13
14

22
15

FAX

24

15

17

FAX

22

22

R2.12 月時点

FAX

シリーズ

13
93

７
19
23

13

11

お知らせ
持

持ち物

TEL
22

Information

※特に記載のない場合、申込や問い合わ
せの受付時間は各施設の執務時間中。

＝不要

以下の場合は記載していません。
＝だれでも
＝なし
＝無料
※メールアドレスは@のあとに、
city.fukuchiyama.lg.jpを
入れてください。

参加費

募集人数
メール

場所
内容
講師
対象
定員
テーマ
申込方法
期限
問合先 TEL 電話 FAX ファクス

日時
その他

記号の意味

＝不要

！

エコは了解

Information

の巻
「リチウムイオン電池を処分するとき」
問

今月の
テーマ

カンちゃんとビンちゃんの

お知らせ

※特に記載のない場合、申込や問い合わ
せの受付時間は各施設の執務時間中。

申

費

定

対

以下の場合は記載していません。
＝だれでも
＝なし
＝無料

生活環境課（ TEL 22-1827・FAX 22-4881）

ビンちゃん カンちゃん、「リチウムイオン電池」って知っとるか？

2 月のおすすめ図書
ひ
展示テーマ「ネコの日」

中央館 初心者向け
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇

館

内

見

学

会

図書館中央館について、館内を職員がご案内し
ます。
普段はご覧いただけない自動化書庫なども見
ていただけます。
この機会に図書館を利用してみませんか。

カンちゃん 知
 っとるで。携帯電話・デジタルカメラの電池やらモバイルバッテリー、コードレスタイ
プの掃除機・電動アシスト自転車のバッテリーなんかに使われとんやろ。
ビンちゃん そ
 うや。３つの矢印のリサイクルマークが付いとって、リチウムイオン電池のほかに「ニ
カド電池」や「ニッケル水素電池」なんかもあるんや。捨て方は知っとるか？

ねこのほそみち

カンちゃん 乾電池みたいに中身の見える透明な袋に入れて燃やさないごみの日にごみステーションに出したらええんやろ。

はい く

ジャンル＝俳句
ちょ

ほりもとゆう き

しゃ

著＝堀本裕樹、ねこまき（さくら舎）

と き：令和３年３月１２日（金）
午後２時から午後３時
ところ：福知山市立図書館中央館
２階研修室
対 象：どなたでも
定 員：５人（要予約・先着順）
申 込：令和３年２月２６日（金）
午前 10 時から受付開始

四季折々のねこを詠んだ 88 の俳句を、分かりやす
い解説と可愛らしいマンガを添えて紹介。ねこ好き
にも俳句好きにもおすすめです。
え が

ねこを描く
きょう ち ょ

しゃ

共著＝リカ、ピズ（マール社）

ご連絡

ところ

行

事

名

おはなしのひろば

中央館

三
分

和
館

夜久野
分 館
大
分

江
館

と

き

対

◆中 央 館
（駅 前 町）TEL：22-3225 FAX：22-7118
◆三 和 分 館
（三和町千束）TEL：58-4715 FAX：58-4716
◆夜久野分館
（夜久野町下町）TEL 兼 FAX：37-1066
◆大 江 分 館
（大江町中央）TEL 兼 FAX：56-1017
象

内

ビンちゃん さ
 っきの３つの矢印のリサイクルマークが付いとる製品やったら、家電販売店なんかに置いてある回収ボックスを利用
してほしいんや。 回収ボックスへの出し方や設置場所は一般社団法人ＪＢＲＣのホームページ（https://www.jbrc.
com/）を見たら出とるで。（リサイクルマークが付いていない製品＜スマートフォン・加熱式たばこなど＞は回収され
ませんので、購入されたお店や製造元にお問い合わせください。）

3 月 リサイクルプラザ
体験教室

基本のデッサンやパーツごとの描き方から、鉛筆や
絵の具など、それぞれの画材を使う際のコツまで、
丁寧に解説しています。

3

カンちゃん そうやったんか。知らんかったわ。ほんならどうやって捨てたらええんや？

カンちゃん わ
 かった。リチウムイオン電池は、ごみステーションに出したら危険なんやな。回収ボックスを利用するようにするわ。
了解！

かい が

ジャンル＝絵画

ビンちゃん カ
 ンちゃん、それは間違いなんや。近頃、全国でリチウムイオン電池による発火事故が多発しとって、福知山市でも環境パー
クやごみ収集車で発火したことがあるんや。リチウムイオン電池は、破損・変形することで発熱・発火する危険性が高い
んや。そやから、環境パークでは回収・処理ができへんから、絶対にごみステーションには出さんといてほしいんや。

容

申込開始日

3日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

絵本の読みきかせ（15分程度）

10日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

絵本の読みきかせ（15分程度）

17日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

絵本の読みきかせ（15分程度）

24日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

絵本の読みきかせ（15分程度）

31日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

絵本の読みきかせ（15分程度）

2月24日㈬10：00〜
各日 5組まで

3月10日㈬10：00〜
各日 5組まで

えほんのへや
【わかばクラス】

4日㈭

10：30 ～

9か月児〜
1歳6か月児

絵本の読みきかせ・わらべうた
など（15分程度）

えほんのへや
【めばえクラス】

5日㈮

10：30 ～

4か月児〜
8か月児

絵本の読みきかせ・わらべうた
など（15分程度）

おはなし会

26日㈮

10：30 ～

乳幼児

絵本の読みきかせ・ふれあいあ
そび など（20分程度）

3月12日㈮10:00〜
4組まで

春のおはなし会
スペシャル

28日㈰

10：30 ～

乳幼児

絵本の読みきかせ・ふれあいあ
そび など（30分程度）

3月18日㈭10:00〜
10組まで

おはなし会

18日㈭

10：30 ～

乳幼児

絵本の読みきかせ・ふれあいあ
そび など（20分程度）

当日先着順
14組まで

2月25日㈭10:00〜
各日5組まで

時 各教室とも13時〜15時
所 環境パーク・リサイクルプラザ
申 2月18日㈭ ８時30分から各教室の前日

までに生活環境課へ
問 生活環境課
（ TEL 22-1827・ FAX 22-4881）

※申込は一世帯につき1人まで ※中学生以下は要保護者同伴
開催日

４日㈭

教

室

名

布教室
ガラス教室

内

容

募集人数（先着） 受講料

買い物に便利なエコバッグを作ろう
ガラス彫刻（五月用）を作ろう

６人

300円

4人

300円

（税込）
（税込）

納 付 の お 知らせ

3月1日㈪

納期限日：

◇国民健康保険料・介護保険料9期（普通徴収）
◇後期高齢者医療保険料8期
（普通徴収）
■保険年金課国保係(℡24-7019)
■高齢者福祉課介護保険係(℡24-7013)
■保険年金課高齢者医療係(℡24-7018)
■代表FAX 23-6537

牛乳パック教室

座椅子（大）を作ろう

６人

300円

布教室

ホームウェアー（袖付き）を作ろう

６人

300円

生ごみ堆肥化講習会

木箱を使った生ごみ堆肥作りの
ノウハウを学ぼう

10人

無料

布教室

ベスト（前開き）を作ろう

６人

300円

12月末現在の人口・世帯数

布教室

帯地でタペストリー（季節の絵）を作ろう

６人

300円

★人

17日㈬

布教室

ホームウェアー（袖なし）を作ろう

６人

300円

19日㈮

布教室

帯地でバッグ（まち付き、たて型）を作ろう

６人

300円

22日㈪

布教室

ショルダーバック（ファスナー付）
を作ろう

６人

300円

25日㈭

布教室

ズボン（ポケット付き）を作ろう

６人

300円

8日㈪
10日㈬

12日㈮

（税込）
（税込）

（税込）
（税込）
（税込）
（税込）
（税込）

口／77,038人 （−6）
男／38,019人 （−4）
女／39,019人 （−2）
★世帯数／36,397世帯
（−7）
※
（

）
は前月比

※最新の人口・世帯数は市ホームページで公開しています。

（税込）

※内容は予定です。変更になる場合もあります。詳しいことは、図書館までおたずねください。

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/city-fukuchiyama/
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令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「その言葉

自分にならば

どう思う」 美鈴小学校 4 年生

令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「いいんだよ

あなたのままで

わたしのままで

いいんだよ」 成仁小学校 3 年生

2021. 2 Fukuchiyama

16

3 月・相談あんない

シリーズ

区分

福知山の文化財

人

収蔵資料紹介 

日本の鬼の交流博物館

健

ちょうば ん

康

10

バンナイの面（中筋 知巳制作）

福
祉

いず も

たいしゃ

島根県出雲市

にある出雲大社

ちょう

の門前町で行わ

きっ

れる新春の一大

ばんない

行事が、「吉兆

さんと番内」と

呼ばれる神事で

す。

としとくじん

吉兆さんとは、

「歳徳神」と大

のぼり

きく縫い取りを

メートル、幅１メートルほどの幟のこと

組あり、１月３日には組の人々が

14

内 科・小児科

休日急患診療所
9：00 〜 12：00 7日 14日 20日 21日 28日
（北本町二区 TEL22-4128）13：30 〜 17：30 （日） （日） （祝・土） （日） （日）
※休日急患診療所開設日の18：00 〜 24：00は、
当番医療機関が診療を行っていま
す。
詳細は、
休日急患診療所
（TEL22-4128）
または消防署
（TEL22-0119）
まで。

子

0：00 〜 24：00

20日

（祝・土）

28日

（日）

広報ふくちやま１月号において、以下のとおり誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。

政
・

22ページ シリーズ人権の問い合わせ先部署名
正しくは 人権推進室

行

9ページ
「 京都丹波栗 ぽろたん」の問い合わせ先ＦＡＸ番号
正しくは 38-0382

し

6ページ
「 はじめてコロッケ」の問い合わせ先電話番号
正しくは 33-3800

ら

YouTube

お詫びと訂正

Facebook

7日

（日）

（日）

く

福知山市の公式 SNS

21日

（日）

て

科

京都ルネス病院

（西 本 町 TEL22-3550）

14日

0：00 〜 24：00

育

外

福知山市民病院

（厚中問屋町 TEL22-2101）

心配ごと相談
女性相談

法

新型コロナウイルス感染症の影響で、急遽中止や延期となる場合があります。
最新の情報は、市ホームページまたは各問い合わせ先へお問い合わせください。

律

２月号に掲載している情報は、1月25日
（月）
時点の情報です。
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日（曜日）
22日㈪
10日㈬
15日㈪
22日㈪
11日㈭・25日㈭

時
間
13：00〜16：00

24日㈬

13：00〜16：00

9：00〜12：00
13：00〜16：00

※前日までに要予約。先着3人。一人1時間。

場
所
市民相談室
大江町総合会館
三和支所
夜久野ふれあいプラザ

問い合わせ先

人権推進室 TEL24-7022 FAX23-6537

男女共同参画センター

※前日までに要予約。先着４人（初めての人を優先）。一人45分。

場・○
問 北部保健福祉センター TEL56-2620 FAX56-2018
○
9日㈫
場・○
問 東部保健福祉センター TEL58-2090 FAX58-3013
13：30〜15：30
10日㈬
○
定例健康相談
場
問 西部保健福祉センター TEL37-1234 FAX37-5002
16日㈫
○・○
栄養相談
場
問 中央保健福祉センター TEL23-2788 FAX23-5998
9：30〜11：00
○・○
30日㈫
栄養相談は要予約／当日までに、
電話・FAXまたは直接各保健福祉センターまで
13：00〜15：30 中丹西保健所
23日㈫
出張がん個別相談
要予約/前日16時までに京都府がん総合相談支援センター（0120-078-394）まで
身体障害者相談
7日㈰・25日㈭ 13：00〜15：00
総合福祉会館
障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
13：00〜14：40
25日㈭
身体障害者巡回相談
要予約／前週木曜日までに、
電話・FAX、
または直接障害者福祉課まで
電話
・
直接相談
電話相談090-6911-7099
10日㈬・24日㈬
障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
精神障害者相談
13：00〜16：00 人権ふれあいセンター堀会館
13：00〜15：30 夜久野地域公民館
市聴覚言語障害センター TEL45-3025 FAX24-4459
19日㈮
きこえの相談会
要予約／3月15日（月）までに電話・ＦＡＸで市聴覚言語障害センターまで
12日㈮
13：30〜15：30 高齢者福祉課
市成年後見センター TEL24-7073 FAX22-9073
成年後見に関する
専門職相談会
弁護士による相談会。
1人30分。
要予約／2日前までに電話・ＦＡＸで市成年後見センターへ
社協 本
総合福祉会館
○
所 TEL25-3211 FAX24-5282
社協
○三和支所 TEL58-3713 FAX58-3732
三和支所
13：00〜16：00
ふれあい福祉相談
5日㈮
社協 夜久野支所 TEL38-1200 FAX38-1230
ふれあいの里福祉センター ○
社協 大江支所 TEL56-0224 FAX56-1654
○
北部保健福祉センター
市民相談室
4日㈭
10：15〜15：45
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
18日㈭
中丹勤労者福祉会館
年金相談
要予約／電話で舞鶴年金事務所（予約専用TEL0773-76-5772）まで
月~金（祝日を除く） 8：30〜16：00
舞鶴年金事務所
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
要予約／電話で舞鶴年金事務所（予約専用TEL0570-05-4890)まで
10日㈬
大江支所内・大江子育て支援センター
12日㈮
親と子の健康相談
10：00〜11：00 夜久野支所内・夜久野子育て支援センター
子ども政策室 TEL24-7055 FAX23-7011
18日㈭
東部保健福祉センター
月~金（祝日を除く） 8：30〜17：15 ハピネスふくちやま
子育て総合相談窓口
場・○
問 教育相談室 TEL24-3749 FAX24-5135
月~金（祝日を除く） 9：00〜16：00 ○
子ども教育相談
生活としごとの総合相談 月~金（祝日を除く） 8：30〜17：00 生活としごとの相談窓口
社会福祉課 TEL24-7094 FAX23-6610
月~金（祝日を除く） 9：00〜16：00 消費生活センター
市民課 TEL24-7020 FAX23-6537
消費生活相談
9：00〜12：00 各支所・京都農協・京都 丹の国農協の各支店ほか 農業委員会 TEL24-7046 FAX23-6537
農地・農政相談
10日㈬
13：30〜15：30 市民相談室
建築住宅課 TEL24-7053 FAX23-6537
建築無料相談 ※2日前までに
19日㈮
要予約
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
税務相談
17日㈬
場・○
問 京都府福知山地域総務防災課 TEL22-3901 FAX23-8242
10日㈬・24日㈬
9：00〜16：00 ○
交通事故巡回相談
場・○
問 京都犯罪被害者支援センターほくぶ相談室 TEL0120-78-3974
月・木（祝日を除く） 12：00〜16：00 ○
犯罪被害電話相談
10日㈬
大江町総合会館
大 江 支 所 TEL56-1101 FAX56-2018
9：00〜12：00 三和支所
15日㈪
三 和 支 所 TEL58-3001 FAX58-3013
行政相談
夜久野支所 TEL37-1101 FAX37-5002
22日㈪
夜久野ふれあいプラザ
24日㈬
13：00〜16：00
司法書士法律・登記相談
11日㈭
市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
行政書士相談
25日㈭
12：30〜16：30
26日㈮
弁護士法律相談
要事前申込／前週木曜日までに市民相談室に直接、
電話、
FAX、
郵送（住所・氏名・電話番号・相談内
容を明記）で市民相談室まで。
※市民限定。
抽選10人。
年度内で初めての人を優先
12日㈮・26日㈮ 15：30〜17：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
多重債務専門法律相談
要予約/前日午後4時までに、
電話で京都弁護士会（TEL075-231-2378）まで。
各日先着3人

略記号の説明
19

談

女性弁護士による
女性法律相談

した高さ

をさします。門前町である出雲市大社町にはこの

きっ

たいしゃしんよう

「吉兆幟」が

「大社神謡」と呼ばれる祝歌を歌いながら吉兆さん

を掲げて町内を練り歩きます。

その先導役として吉兆さんの前を歩くのが「番

内」と呼ばれる男性です。白や赤の大きな鬼の面を

あくまんばら

かぶり神楽衣装を身に着けた「番内」は、家々を回

あくまんばら

り玄関先で青竹をふりかざし、地面を力いっぱい叩

きながら「悪魔払い悪魔払い」と叫んで厄払いをし

休日当番医（３月）

2月14日（予定）まで、配信システム
のメンテナンスのため市公式LINEの
メッセージ配信を休止しています。
最新情報はLINEのタイムライン機能
でも配信しています。また、過去の
メッセージの閲覧や子育て相談、メ
ニュー画面などは変わらずお使いい
ただけます。皆さまにはご不便をお
かけしますが、ご理解をいただきま
すようお願いいたします。

42

歳の厄年の男性とされ

お知らせ

ます。この役を担うのは、

明智光秀の大河ドラマ「麒麟がくる」
がいよいよ最終回。始まる前から出演
者のスキャンダルやコロナ禍で波瀾の
連続。もしかしたら放送されなくなる
かもしれないと心配したドラマも、い
よいよフィナーレです（皆さんの元に
届くころにはもう終わっているかもし
れません）。見忘れてしまった週もそ
れなりにありましたが、もう終わるん
だと思うと感慨深いです。誘致活動の
頃から、本能寺の変ではどんな描かれ
方をするのかが楽しみでした。これを
機に明智光秀のイメージが 変われば
いいなと思っています。
（吉）

ています。

（編集後記）

所蔵
写真の面は、その番内の面を模して制作されたも

くま

のです。黒く長い髪をもち、眉間に皺を寄せて口を

お

強く引き結び、顔全体に歌舞伎役者のような赤い隈

どり

取がされた勇壮な面です。

こしきじ ま

悪霊を払い、歳神の来訪を告げる「番内」は、男

が

鹿のナマハゲや甑島のトシドンのように、「春来る

鬼」の性質をもっているといえます。

FAX
23


問文化・スポーツ振興課

（  -7065・ -6537）

TEL
24

権

「バンナイの面」

相
人権相談

※いずれも無料・秘密厳守。特記した相談以外は、事前の申し込みは不要です。
※申込日が祝日の場合は、その前日まで。

場＝場所 ◯
問＝問い合わせ先 ◯
社協 ＝社会福祉協議会
◯

2021. 2 Fukuchiyama
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広報

公立大生と描く
福知山の新しい地図

「フクマップ」は、
福知山公立大学の学生がつくる隔月連載のページです。
北近畿唯一の4年制大学をぜひ身近に感じてください！

18

UnivFukuchiyama

@UnivFukuchiyama

SNSで
最新情報発信中！

@univfukuchiyama

調査から読み解く子どもの居場所〜学生プロジェクトより〜
今回の「フクマップ」は、学生プロジェクトについて紹介します。このプロジェクトは、本学の基本理念「市民
の大学、地域のための大学、世界とともに歩む大学」のもと、学生が地域における活動を自主的に計画し取り組
2021年2月号 第1097号
令和3年2月4日発行

むもので、毎年、いくつかの学生グループが、ときには住民のみなさんや行政の方の力を借りながら、課題と向
き合っています。
今回は、
その中から、
「子どもの居場所調査」をピックアップします。

市内の子どもたちや保護者の人たちが、
家や学校以外で過ごせる交流拠点をつくりたい。
学生プロジェクト「 子どもの居場所調査 」は、現在の
子どもたちが集まる居場所に関して、調査・分析し、福
知山市に子どもの居場所をつくることを目的として活動を

〒 620-8501
京都府福知山市字内記 13 番地の 1
（内記三丁目）
TEL.0773-22-6111
（代表） FAX.0773-23-6537

行なっています。福知山市は、一人の女性が一生の間に
産む子どもの数にあたる“合計特殊出生率”が2.02と高く、
子育て支援制度も充実していることを講義で学びました。
そんな福知山市における子どもの居場所には、どのよう
な場所があるのかを調べたいと思い、活動を始めました。
福知山市の小学生とその保護者の方を対象に、普段小学
生がどこで遊んでいるのかなどのアンケート調査を行い、
居場所づくりに繋げようと考えています。
現在は、小学校に配布するアンケートを作成し、市内
の小学校に対して調査への協力をお願いしています。また、
旧3町（ 三和町・夜久野町・大江町 ）の小学生に対しても
調査を計画しており、旧市内と旧3町で、子どもの居場所
にどのような違いがあるのかも調べたいと思っています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、活発に動く
ことが難しい状況ではありますが、アンケートなどの結
果分析を進め、最終目標である「 子どもと保護者の求め

■発行 / 福知山市 ■編集 / 秘書広報課広報係
E メール hisyo@city.fukuchiyama.lg.jp

※「広報ふくちやま」の表記は、
新聞表記基準に準じています

る居場所の構築 」に向けて、活動を進めていきます。

今号の学生ライター
地域経営学部 2年次生 中垣 琴羽
子どもの居場所調査のメンバーは、地域経営学部3年
生3人と2年生1人です。在学中に何かをしたいという思
いで参加した人や、子どもに関することに興味を持って
いて、気になったから参加したという人もいます。
私は唯一の2年生で最初は不安もありましたが、先輩
方が積極的に話しかけてくださったので、今ではあまり
気にならなくなりました。学年は違っても、各メンバー
の意見を多く取り入れながら進んでいるため、ミーティ
ング内で自分の意見を躊躇せずに言えて、参加していて
とても楽しいです。
私は長野県安曇野市出身で、福知山市に来て一年半が
過ぎ、地域活動が盛んなところや地域の方が優しいとこ
ろなど、福知山の良いところをたくさん見つけることが
できました。
今後は、医療・福祉と地域を関連づけた活動や、with
コロナの時代に沿った学生企画などにも挑戦していきた
いと考えています。将来は、福知山で学んだことを地元
に還元できるようにしたいです。

2020年度地域協働型実践教育成果報告会
2月20日（土）本学にて開催！

お 知らせ

地域経営学部の学生が1年間の学びの成果を発表します。
詳細はホームーページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止や内容を変更する場合があります。

