2021
March

3

No.1098

広報

このまちを、もっと好きになる

Fukuchiyama city Public Relations

主な内容
特集

子どもといっしょに
どこ行く？なにする？

「新しい生活様式」と子育て

JIMOTOへＧＯ！３ 春を探しに出かけよう

新型コロナウイルスワクチン接種がはじまります

写真：うぶやの里の桜並木（三和町大原）

特集

新しい生活様式と子育て

子どもといっしょに
どこ行く？なにする？
新型コロナウイルス感染症の影響で、遠方への外出の自粛が求められ、旅
行や帰省をあきらめたという人も多かったのではないでしょうか。

なるべく外出はしないようにしていても、まったく外出しないというのは

難しいことです。そして、適度な気分転換も必要です。特に、遊びたい盛り
の子どもがいる家庭ではなおさらです。

「子どもをどこに連れて行ったらいいのか」「みんなどうしてるのかな」と

いう声もよく聞こえてきます。そこで、福知山で子育てする皆さんの悩みや
工夫を教えてもらいました。

コロナ禍での子育ては
保護者の負担が大きい
最初に緊急事態宣言が発出
された２０２０年の春、子育
て支援施設や学校、放課後
児童クラブなどが一部を除き、
閉鎖・休業となりました。

本市の子育て情報
に、ラインからアクセ
スできます。また、保
健師や栄養士に直接相
談もできます。

子どもと一緒に過ごす時間
が増えた一方、その過ごし方
に関する悩み、保護者の心身
の疲弊、在宅勤務で集中でき
ない、勤務が減り減収し生活
が不安になるなどの問題が起
こりました。
ずっと子どもと向き合って
いると、どうしてもイライラ
してしまったり、怒りっぽく
なってしまったりと心理的な
悩みを感じていた人も多いか
もしれません。
そして、２０２１年春。
子育て支援施設や学校の閉
鎖などはないものの、再び国
や府から〝不要不急の外出自
粛〟が要請されました。「行
く場所がない」「家でするこ
とがない」といった状況に悩
んでいる人も多いようです。

子育てに悩んだら
オンライン相談も

すくすくひろばのイ
ベントや最新情報をお
知らせしています。直
接相談も可能です。

み

ることができます。
実際に利用された方からも、
「顔が見えて、安心できた」
という声ばかりです。

まずはラインから
気軽に相談して
子育てで悩んだり、不安に

てください。誰かに話すだけ

なったりすることがあれば、
Ｚｏｏｍでの子育て相談の

でも心は休まりますから。ひ

相 談でき たらと 思い、Ｚｏｏｍ

メリットは、離れた場所にい

とりで頑張りすぎないでくだ

ひとりで抱え込まず、相談し

る複数人で画像などの共有が

さい。

形・種類・量などを画像を見

スが多いのですが、離乳食の

してください。

設していますので、ぜひ利用

予約制で、人数を限定して開

すくすくひろばは、現在は

せて相談し、アドバイスをす

の相談を栄養士とつなぐケー

できること。例えば、離乳食

での相談を始めました。

し たのです が 、対 面 以 外でも

６月からは対 面 相 談を再 開

の相談が増えました。

いた３月から５月、ラインで

すくすくひろばを閉鎖して

離れていても
顔が見えて安心できる

ルジュ・足立喜代美さんにお話を伺いました。

あ だち き よ

す。昼夜問わず相談に対応しているという子育てコンシェ

オ会議ツールＺｏｏｍを使った子育て相談を行っていま

ＮＰＯ法人おひさまと風の子サロンでは、ラインやビデ

福 知 山 市 L I N E
ラ イ ン 子 育 て 相 談

直接相談できて安心！
お友だち
登録して
おかなきゃね

おひさまと風の子サロン
LINE 公式アカウント
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ラインからもできます
子育て相談

すくすくひろば）
（取材協力

みんな毎日何しているの？

新型コロナウイルス感染症

子育て支援施設「すくすくひろば」に遊びにきていたご家族に、

感染防止対策を徹底しましょう

コロナ禍での子どもとの過ごし方を聞いてみました！
家族ですくすくひろばに来る

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

あき こ

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。

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。

感 染リスクが 高まる

５つ の 場 面 に
注意しましょう!

相談・
受診先

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

TEL

075-414-5487（24時間/365日/多言語）

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。

夜 勤が 多いという吉 武 さん

は、午前中にお子さんとすくすく

福知山での子育てには「福知山は

たか せ

あ

と

き

き

髙瀬亜紀さん
・十煌ちゃん

ひろばを利用することが多いそ
う。
「同世代の子とふれあえる機

していると思います。相談にものっ

会になります。保育園近くの公

てくださる方がいて助かっていま

よ し た け しゅん い ち

吉武俊一さん

す。住みづらいと思ったことはない

こう し

・晃嗣ちゃん

です」と話していました。
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園やコミセンにもよく行きます。
家にいる時はYouTubeをよく見
ています」

すくすくひろば（ 所 字堀2726-1・ TEL 23-5722・ FAX 45-6066・開館時間10時〜11時30分、13時〜14時30分・休館日 木・日・祝祭日・年 末年始）

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?

4月の
事
子育て行
なかよしひろば
日

行事内容

4月27日㈫ 園庭あそび

ふれあいひろば
月

日

行事内容

4月15日㈭ 友だちを見つけよう
4月22日㈭ ひよっこクラブ

・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ホームページにて掲
載しています! 本市LINEで更新をお知らせします。
■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
場

所

三和子育て
支援センター

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

きらきらひろば
月

日

行事内容

市公式ラインで
子育て情報発信中 !

■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
場

所

4月23日㈮ お友だちになりましょう 大江子育て支
援センター
プレイルーム
4月30日㈮ 仲良く遊ぼう

おひさまひろば

予約

要予約
各行事
定員10組

■その他の子育て支援に関するお問い合わせは子ども政策室
5

です」

子どもに対しての医療や制度が充実

4月20日㈫ お友だちになろう

きょうと新型コロナ医療相談センター

汚しても大丈夫なのでおすすめ

ので、外で遊ぶことが多いです」

月

休日・夜間、かかりつけ医のいない人はこちらへ

ので、絵も好きなだけ描けるし

ろは自然いっぱいで人通りも少ない

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。

発熱、のどが痛いなどの症状がある時は、
まずは身近な医療機関（かかりつけ医）に電話相談をしてください。

宮元宏夢さん
・にこちゃん
・さらちゃん

ますよ。段ボールでできている

という髙瀬さん。「住んでいるとこ

□ 寒くても換気を
✓

１ 飲酒を伴う懇親会など
２ 大人数や長時間におよぶ飲食
３ マスクなしでの会話
４ 狭い空間での共同生活
５ 仕事の休憩時間など、居場所の切り替わりによる
気のゆるみや環境の変化

みやもとひろ む

です」

福知山へ移住し、農業をしている

開ける距離は2ｍを目安に

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。

買って、一緒に作って遊んでい

アニメを一緒に見ることも多い

あきたか

距離をとろう

□ 外出は体調と相談
✓

す。手づくり段ボールキットを

り畳みの鉄棒を置いています。

・明子さん・空高ちゃん

３密（密集・密接・密閉）の回避

うちで遊ばせるようにしていま

かせるよう、家にブランコや折

東村圭介さん

□
✓

屋を遊び場にして、なるべくお

り、半々くらいですね。体を動
ひがし む ら け い す け

こまめに手洗いや手指消毒
をしましょう。

るという宮元さん。「家の一部

の公園に行ったり、家で遊んだ

□ いつでも実施！３つのキホン
✓

手を洗おう

毎週すくすくひろばを利用す

という東村さん。「保育園近く

予約

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

現在行事を計画中です。
行事予定は決まり次第、
市ホームページやちらしなどで
お知らせします。
子育てコンシェルジュ（ TEL 24-7055・ FAX 23-7011）まで
2021. 3 Fukuchiyama
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Ｓなどで「福知山っていい

るかもしれません。ぜひＳＮ

が、あなたの住む地域にもあ

きっとまだまだ素敵な場所

見つけてみませんか？

そ、近くでお気に入りの桜を

せん。コロナ禍の今だからこ

という場所もあるかもしれま

地元だけど行ったことがない

地元だから毎年行く場所も、

ポットをまとめてみました。

だきたい」と、市内の桜ス

に、地元で春を満喫していた

ません。「そんなこと言わず

感じている人もいるかもしれ

況です。行くところがないと

コロナ禍で遠出がしにくい状

昨年に続き、今年の春も、

あなたのおすすめ
桜スポットはどこ で す か ？

京都府唯一の火山・田倉山（宝山）の火
山活動により大地から流出した溶岩が、冷
えて固まる時にできた六角形の柱状節理を
見ることができます。自然が作り出した造
形美と桜のコントラストが楽しめます。見
ごろは4月上旬〜中旬。
【ところ】夜久野町小倉8098-1

な」を共有しましょう。

丹鉄牧駅付近は桜並木があり、まるでトンネル
のように頭上を桜色に染めています。また、下天
津駅や公庄駅も桜スポットとして人気があります。
【ところ】上天津
写真：Toru Taneikeさん （#いがいと福知山イ
ンスタフォトキャンペーン準グランプリ写真）

猪崎城址（城山公園）

春を探しに出かけよう！

特集

市街地が一望できる猪崎城址は、由良川を
挟んで福知山城の対岸に位置しています。城
の遺構がきれいに残り、現在は公園として整
備されています。公園いっぱいに並ぶ桜は、
知る人ぞ知る名所です。見ごろは3月下旬〜4
月上旬にかけて。
【ところ】猪崎377-1
【アクセス】三段池公園第1駐車場から徒歩3
分ほど

福知山市の
インスタグラムで
聞いてみました！

買い物に一緒に行ったりすると

料理や掃除を一緒にしたり、お

・テレビは意識的に切っています。

る料理を一緒につくっています。

間がかかっておいしく食べられ

たり、クッキーを作ったり、時

・小麦粉からこねてうどんを作っ

・自宅の庭に砂場を作りました。

ます。

・自転車でサイクリングに出かけ

お散歩に出かけたり！

・家の中でおいかけっこしたり、

しています！

にちなんだ工作や料理を一緒に

統の遊びをしたり、季節の行事

・コマ回しやカルタなど日本の伝

とまったり映画祭です。

イクリングへ。私は子どもたち

・夫は子どもたちと福知山周遊サ

がかかります！

一緒に作りました。だいぶ時間

・福知山城のペーパークラフトを

楽しめますよ！

で盛り上がってます！みんなで

・人気のゲーム機を買って、家族

所か巡って楽しんでます。

・近くの公園へ散歩！公園を何か

の開拓と体力アップ！

ロの長距離散歩をして、散歩道

・６歳と４歳の子どもと４～５キ

めますよ！

した。名作は世代を超えて楽し

・昔のゲーム機とソフトを買いま

・一緒に料理をしています。

シャボン玉遊びをしています。

こ遊びをしたり、外で砂遊びや

・お家でクッキングしたり、ごっ

おうちで子どもと
どうやって
過ごしてる？
お互いに気分転換になります。
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JIMOTO
へGO！3

地元をもっと好きになる
そんな風景を探しに行こう

牧駅
京都丹後鉄道

やくの玄武岩公園

大原の産屋

福知山十景に数えられる三和町大原の大原
神社。産屋周辺の桜並木は３月下旬〜４月初
めに見ごろになります。
桜の下を流れる清流の音を聞きながらのん
びり散歩するのもおすすめです。
【ところ】三和町大原（大原神社近く）

福智山光秀タイムス

令和3年3月号

福智山光秀タイムス

ゲストには、講演会から引き続き、歴史作家・桐
野作人さんとYouTubeなどで活躍する歴史ナビ
ゲーター・れきしクンさんを招きました。※生配
信番組は、市の公式YouTubeチャンネルで現在
も見ることができます。桐野作人さんのオンライ
ン講演会は配信終了しています。

大河ドラマ『麒麟がくる』最終回に合わせ、２月７日閉館

標の

日間の休館の影響もあり、当初目

万人には届かなかったものの、

令和三年
三 月 号

９万１４００人もの来館者を迎える

総来館者は延べ９万１４００人に

秀を主人公に描いた大河ドラマ『麒

ことができました。

福知山ゆかりの戦国武将・明智光

麟がくる』の放送にあわせ、本市と

閉館セレモニーを開催
「みなさんに感謝を」

福知山光秀プロジェクト推進協議会

（以下、光秀推進協）が開館してい

た「福知山光秀ミュージアム」が、

しお み

閉館に当たり、光秀推進協の塩見

かずゆき

和之会長は「コロナ禍の中でも全国

に福知山の歴史や文化を発信するこ

とができ、大河ドラマによる地域振

興や商業活性化に取り組めたものと

おおはしかず お

また、大橋一夫市長は、「まちづ

感じている」と振り返りました。

くり、まちおこしに尽力いただいた

みなさんに感謝を申し上げます」と

述べました。

は せ がわひろ き

セレモニーでは、ドラマ内で明智

光秀役を演じた俳優・長谷川博己さ

つ

ていきました。

開館実績

総入館者数 91,400人

（福知山城天守閣 125,642人）

（福知山城天守閣 2,138人（2020年9月21日）
貸し切りバス来場台数 461台

※予約台数は1,358台。コロナ禍などで897台がキャンセル。

情報発信実績

福知山城天守閣では明智光

新聞・雑誌・テレビ・webなどで「光秀 福知山」の
掲載があったもの 3年弱で2,000件以上

秀ゆかりの絵本読本や光秀ら

「山崎の合戦」の勝者である羽柴秀吉は、織田信長の後継

を題材にした武者絵などの資料

者争いを優位に進めるため、自身の正当性を強調する反面、

を多数展示しています。現代の

主殺しの光秀の非道さも強調しました。その影響は江戸時代

光秀像が形作られる源泉とも

初期に流行した軍記物の数々で語られていきます。

なった数々の創作物を福知山城
でぜひお楽しみください。
参考文献 「江戸時代の明智光秀」
「戦国時代英雄譚の誕生」

ＮＨＫや民放のテレビ番組 2年間で50件以上
いがいと！福知山ファンクラブ会員
2019年1月 269人→2021年2月 3,000人超
福知山市Twitterフォロワー
「太平記英勇伝 登喜氏」
（福知山城天守閣所蔵）

後、太閤の一代記物の絵本読本や人形浄瑠璃、歌舞伎の演目

Fukuchiyama 2021. 3

んからのビデオメッセージや、次作

者」など、必ずしも好印象なものではありませんでした。この原

などでは、光秀は秀吉の最大のライバルとして活躍し、これら

ふか や

り、光秀像は広く民衆に広がっ

炮・築城の名人」といった光秀像も形成されていきます。その

『青天を衝け』のゆかりの地・埼玉

れた明智光秀ですが、これまでは「下剋上の象徴」、
「裏切り

主殺しの非道さだけでなく秀吉のライバルとして、
「軍師」
「鉄

10

単日最高入館者数 1,333人（2020年2月23日）
を題材とした武者絵の刊行もあ

その一方で、光秀は一代記「明智軍記」の刊行などもあり、

開館日数 312日

82

単月最高入館者数 13,691人（11月）

大河ドラマでは実直で誠実という新たな人物像が描き出さ

が大きな影響を与えていました。

県深谷市や東京都北区とのエール交

イラスト：
こうの史代

創作物のなかの明智光秀

因は「本能寺の変」、そして後の時代に成立する数々の創作物

換なども行われました。

きり

２月７日の午後は、歴史作家・桐

の さくじん

野作人さんを講師に、『明智光秀と

本能寺の変』がテーマのオンライン

講演会を市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャ

ンネルで公開。視聴回数は延べ約

２６００回と、ドラマのクライマッ

クスに向け、注目を集めました。

さらに最終回放送終了後からは生

配信番組に初挑戦。『麒麟ロス後夜

祭〜光秀ありがとう〜』と題した番

組は、延べ約５０００回視聴、約

１０００件のコメントがあり、ドラ

マの感想や解説、本市の取り組みを

分かち合いました。

ドラマ内では３か所が登場

ドラマ内の『紀行』コーナーでは、

福知山城、福知山踊り、光秀公を祀

る御霊神社が２回に分けて紹介され

ました。「福知山に麒麟が２回もき

た」と喜ぶ声や、大河イヤーを経て

「光秀も福知山もイメージが変わっ

た」「地元を誇りに思う」「福知山

のことがもっと好きになった」とい

うコメントがＳＮＳなどでも寄せら

れ、大河イヤーの締めくくりは、笑

顔と喜びに満ちたものとなりました。

福知山光秀ミュージアム

vol.23

知られざる明智光秀のおはなし

閉館セレモニーは、最終営業終了後、関係者のみで行いました。
展示の一部は福知山城天守閣へ移設しています。
※記念撮影のためマスクを外しています。

２月７日㈰に閉館しました。

─ 町中で、オンラインで、喜びと祝福の声溢れる

ありがとう福知山光秀ミュージアム
新型コロナウイルス感染症に伴う

福 知 山 に 麒 麟 が き た！

２月７日のドラマ最終回に合わせ、
２つのオンラインイベントを開催

上は『麒麟ロス後夜祭』生配信の様子

福知山が
『麒麟がくる』
紀行に２回登場

左は桐野作人さんのオンライン講演会
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令和3年3月号

問 文化・スポーツ振興課
（ TEL 24-7033・FAX 23-6537）

2020年6月開設→2021年2月 2,900人超
福知山市YouTubeチャンネル登録者数
2019年3月 103人→2021年2月 940人超

大河ドラマ『麒麟がくる』明智光秀役
長谷川博己さんからのメッセージ
福知山のみなさん

最後まで応援ありがとうございました
みなさんの応援のおかげで

なんとか無事走りきることができました
ドラマの最終回をもって

この『麒麟がくる』は終わりますが
このドラマの明智光秀が

福知山のみなさんにとって
新しい明智光秀として

みなさんの記憶に残ったら幸いです

2021. 3 Fukuchiyama
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ふくちやまトピックス

福知山市防災アプリの機能
問

危機管理室 （ TEL 24-7503・ FAX 23-6537）

特別編

名誉
市民

福知山城がよく見えるゆらのガーデンに植樹
たに

がき

さだ

かず

名誉市民・谷垣禎一さんが桜の木を寄贈
本市名誉市民である谷垣禎一さんが、本市に桜を寄贈され、2

第3段

月7日㈰、ゆらのガーデンで記念植樹式を行いました。

さくらもり

福知山市防災アプリの公開に向け、今月は、便利な機能に加えて、防災について楽しく学ぶことができる機能に
ついてご紹介します！

と

さ

の

寄贈の桜は、全国の桜の保存活動を継承している桜守・佐 野
う

え もん

し

だ

藤右衛門さんの5.5ｍの祇園枝垂れ桜です。
たに がき まさ ひこ

植樹式には、ご親族の谷垣 晶 彦 さんが代理出席。谷垣禎一さ

んからは「名誉市民にしていただいた、ささやかな御礼として

●避難情報に加え、自治会に関する防災情報を受信！
居住する自治会のほか、親戚の家や勤務先の自治会など最大3自治会まで受信を希望する自治会を選ぶ
ことができます。選んだ自治会に関する防災情報を受信でき、受信した情報は、いつでも文字や音声で確
認することができます。

受信する自治会を設定

災害発生のおそれ

桜を植えさせていただきます。植樹式に参加することはかない
たにむらこういち

左から、谷村紘一さん（谷垣会代表）、谷垣晶彦さん（谷垣禎一
さんご親族）、大橋一夫市長。
福知山城がよく見える場所に植樹されました。
※記念撮影のためマスクを外しています。

ませんが、いつの日か福知山の地に戻り、この枝垂れ桜の姿を
見られる日を楽しみにしています」とメッセージをいただきま
した。（秘書広報課）

防災情報を受信
イベントの発表は、記者の
みなさんを招き、大々的に
行いました（写真右）

おに
おに まつり

鬼おにマスクを着用する大江駅売店（大
江観光株式会社）のみなさん（写真上）
と市役所大江支所の職員（写真右）

本市は、２月２日㈫から２月
28

日㈰まで、

オンラインイベント「鬼鬼祭」を開催しま

した。

アニメなどの影響で鬼という存在に注目

が集まる中、大江山の鬼文化を発信しよう

Fukuchiyama 2021. 3

02

を鬼と読み替え、

11

と企画したものです。

0120-25-2978

02

日を「鬼鬼の日」と設定し、ツイッ

やま

月

ち

10

以上の企

く

ターやインスタグラムを中心に

ふ

画を展開しました。

にっこり

また、福知山観光協会大江支部では、鬼

防災行政無線のフリーダイヤル

鬼祭に合わせ、大江山のお土産にと「鬼お

本年2月末をもって、防災ラジオとアナログ式戸別受
信機は使用できなくなりました。
まだ交換が終わっていない場合は、デジタル式戸別
受信機と交換します
ので危機管理室まで
ご連絡ください。

にマスク」を新たに作成して販売。鬼の口

市民のみなさんが防災情報を気軽に確認できるよ
う、本年4月1日より防災行政無線を聞き直すための
電話番号をフリーダイヤル化します。
ぜひ、ご活用ください！

が大きく描かれたマスクは、京都府立大江

■防災ラジオとアナログ式戸別
受信機をお持ちの場合は交換を

高等学校の生徒がデザインしました。

■防災行政無線の聞き直しが
フリーダイヤル（無料）になります！

鬼鬼祭にあわせて新たに作成した
鬼ヶ城の御城印。鬼鬼祭参加者18
人に抽選でプレゼントしました。今
後、一般販売も予定しています。

２月２日「鬼鬼の日」には、市大江支所

4月1日より、デジタル式防災行政無線の本格運用を開始

や大江まちづくり住民協議会、民間企業な

配信も予定しています！

ど９事業所・団体が揃って「鬼おにマス

避難の心得や気象用語の解説など、防災に関する情報を受信す
ることができます。また、楽しみながら学べるクイズ形式による

ク」を着用して窓口業務を行い、鬼のまち

をアピールしました。

●防災のまめ知識を受信！

02

大江山の鬼文化を全国へ発信

鬼鬼祭をオンライン開催

鬼
文化

O
T
O
M
I
J
へGO！

撮 影 者：加藤正人さん
撮影場所：新町商店街

撮 影 者：大槻正輝さん
撮影場所：醍醐寺

撮 影 者：渡辺優人さん
撮影場所：福知山城

#いがいと福知山
インスタフォト
コ ン テ ス ト 5
1月

月間賞

2021. 3 Fukuchiyama
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くらしの掲示板

PICK
UP

くらしの掲示板

! マイナポイントをもらえる期間が延長
令和3年9月末まで

問

マイナポイントの申し込み期間が令和3年9月末まで
延長となりました。
カードの未取得者には二次元コード付きの交付申請
書を再度配布します。申請方法は、スマートフォンや
パソコン、郵便のほかにも、市役所や各支所へ写真を
お持ちいただければ、その場で申請を行うことができ
ます。
マイナポイントをもらうには、まず、マイナンバー
カードが必要です。この機会に取得してみませんか。
市民課（ TEL 24-7014・FAX 23-6537）

マイナポイントとは?

マイナンバーカードを取得し、予約・申し込みを行
うともらえるポイント。申し込んだキャッシュレス決
済で、買い物やチャージをすると、金額の25%
（上限
5,000円分）
のポイントがもらえます。

WITH
CORONA

マイナンバーカードの取得方法の例
スマートフォンの場合
スマートフォンで顔写真を撮影
▼
スマートフォンで「交付申請書」の
二次元コードを読み取る
▼
申請用 WEB サイトでメールアドレスを登録
▼
申請者専用 WEB サイトの URL が届いたら
顔写真を登録し必要事項を入力して完了
▼
概ね 1 か月後に届く交付通知書を持って
市役所 1 階市民課でマイナンバーカードを
受け取る
詳しくは、右の二次元コードを読
み取り、マイナポイントのポータ
ルサイトをご確認ください。

3月は自殺対策強化月間です

「死にたい」ほどのつらい悩み、一緒に考えさせてください
問

うつ病や多重債務、生活苦など、死にたいほどのつらい悩みをご相談ください。臨床心理士や精神保健
福祉士などの専門家が、下記の相談先の電話を通じて問題解決の方法を一緒に考えます。相談は無料で
社会福祉課（ TEL 24-7012・FAX 22-6610）
す。

〇京都府自殺ストップセンター
な や み

なくなる

0570-783-797

（通信費がかかります）
・相談日時 月曜日から金曜日
9:00~20:00（年末年始・祝日を除く）

LINE電話相談
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  24時間（通信費がかかります）

〇いのちの電話
・ナビダイヤル 0570-783-556

毎日10時~22時（通信費がかかります）
な や み

こ こ ろ

・フリーダイヤル 0120-783-556
毎月10日8:00～翌日8:00（24時間）
（通信費は無料）
・インターネット相談
「日本いのちの電話連盟」で 検索

ひとりで悩まないで、
心の苦しみを、お話しください

新型コロナワクチンの接種が始まります

感染症のまん延を予防するために、接種順位の高い医療従事者への新型コロナウイルスのワクチン接種が行われて
います。4月からは高齢者も対象となるため、
ワクチン接種に必要な接種券
（クーポン券）
を郵送します。接種方法やスケ
ジュールなどを確認しておきましょう。なお、今後、国からの情報に応じて、変更となる場合があります。

接種の予約方法など

画像はイメージです

新型コロナウイルスワクチンは、同じ製薬会
社のワクチンを2回接種する必要があります。2
回接種した人には「予防接種済証」が交付され
ます。
■接種を受けられる場所
原則、居住地（住民票のある市町村）で接種し
ます。ただし、長期入所・入院、単身赴任、里帰
り出産など、やむを得ない事情がある場合は、居
住地以外で接種を受けることができます。
具体的な接種会場は、今後郵送する案内文書で
お知らせします。
■接種費用 無料
■予約方法 接種には予約が必要です。詳しい予
約方法は、今後郵送する案内文書でお知らせしま
す。
■接種時に必要なもの（必須）
・接種券（クーポン券）
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

スケジュール
（予定）
対象者
（16 歳未満は対象外）
高齢者

（令和 3 年度中に 65 歳以上に
な る 人、 昭 和 32 年 4 月 1 日
以前に生まれた人）

基礎疾患※のある人
上記以外の人

接種券の
郵送時期

接種できる
時期

3 月下旬

4 月 1 日以降、ワ
クチンの供給量を
踏まえ順次接種

４月以降

ワクチン供給量を
踏まえ順次接種

※基礎疾患…慢性の呼吸器の病気、心臓病、腎臓病、肝臓病、糖尿病など

新型コロナウイルスワクチン接種のコールセンターを設置しました

コールセンター

0773-45-8566

今後、専用ファクスも設ける予定です。
【受付時間】月曜日から金曜日
9時～17時（祝日を除く）
【相談内容】ワクチンの基本情報や接種方法など

福知山市
時短要請対象外
事業者応援給付金

50万円
個人事業主 30万円
法人・団体

申請期限 令和3年7月31日

※新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの
運営のため、ハピネスふくちやま（男女共同参画セン
ター）会議室1・２は令和4年3月31日（予定）までは
一般利用はできません。ご理解いただきますようお願
いします。

京都府緊急事態措置協力金の支給対象外事業者へ
給付金を支給します
■対象者

市内の中小企業者または
常時使用する従業員が100人以下の市内の団体
■申請方法 郵送
■支給には売上金額の減少の要件があります。詳しくは、市ホームページの
新型コロナウイルス関連情報集約ページ－中小企業支援 をご確認くだ
さい。
産業観光課
（ TEL２４-７０７７・FAX２３-６５３７）
問

・右の二次元コードから
「友だち」登録し、
無料通話機能をご利用
ください
・トーク機能を利用した
相談は行っていません
・詳しくは「京都府自殺ストップセンター」で 検索

〇京都いのちの電話
075-864-4343

対象者には接種券
（クーポン券）
を郵送します

2021. 3 Fukuchiyama
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くらしの掲示板

くらしの掲示板

専門学校などに就学する学生が対象

国民年金の学生納付特例制度

技能修得資金支給制度

免許証を自主返納した
高齢者を支援しています

問

問

【対象】75歳以上で、今年度内に運転免許証を自主返
納した人
【内容】タクシークーポン券（5,000円分）を交付
【期限】3月31日（水）
※今年度内に返納した人は、4月1日（木）以降は申請
できませんのでご注意ください。
都市・交通課（ TEL 24-7084・ FAX 23-6537）

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未
満のすべての人が加入する制度です。高校、大学、専
門学校および各種学校などの学生には、本人の前年度
所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予され
る制度があります。
在学期間が分かる学生証のコピーまたは在学証明書
の原本を添えて申請してください。なお、申請は学年
毎にする必要があり、過去2年分までさかのぼって申請
することができます。
令和2年度に納付特例が認められた学生が、引き続き
同じ学校に在学している場合、4月上旬に日本年金機構
からハガキ形式の申請書が送られます。必要事項を記
入し、返送することで申請ができます。ただし、大学
院への進学や他の学校へ編入した場合は、申請書が送
られてきませんので、再度申請してください。
学生納付特例を受けた期間は、年金の受給資格に必
要な加入期間には算入されますが、納付がなければ年
金額には反映されません。保険料は10年以内であれば
追納することができます。
舞鶴年金事務所（ TEL 0773-78-1165）・保険年金課
（ TEL 24-7057・ FAX 23-6537）

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧

期間：4 月 1 日 ( 木 )
〜5月31日(月)

固定資産税の納税者が、市内の固定資産税に係る土地または家屋について、土地課税台帳などに登録された価格と市
内のほかの土地または家屋の価格とを比較することができるよう閲覧期間を設けています。
土地価格等縦覧帳簿
家屋価格等縦覧帳簿

固定資産税路線価図
標準宅地表示台帳

固定資産課税台帳

記載内容

土地価格・家屋価格など

路線価（市街化区域）
標準宅地（市街化区域外）

価格・課税標準額など

とき

４月１日（木）～５月３１日（月）

平日の午前８時３０分～午後５時１５分
（税務課のみ平日の水曜日は午後７時まで）

ところ

税務課

税務課・各支所

対象者

お持ち
いただくもの

料金

固定資産税の納税者

※土地のみをお持ちの場合は家屋の帳簿を、家屋の
みをお持ちの場合は土地の帳簿を、また免税点
未満の人、非課税の人は見ることはできません。

固定資産税の納税者と確認できるもの
・写真付住民基本台帳カード
・運転免許証
・マイナンバーカード
・保険証
など

※固 定資産税納税通知書はできればお持ちくださ
い。
※固 定資産税の納税者以外の人は、納税者の委任
状が必要です。

無料
（写しの交付は行いません）

どなたでも閲覧できます

・固定資産税の納税義務者
（免税点未満の人も含む）
・借地人、借家人
など

なし

○納税義務者
運 転免許証、マイナンバーカードなど本人確認が
できるもの
○借地人、借家人
賃 貸借契約書など資格を証する書類と契約者本
人であることを確認できるもの
○本人以外
閲覧資格のある人の委任状と、委任された本人で
あることを確認できるもの

無料
（写しの交付は有料）

有料
（縦覧期間中は、納税義務者のみ閲覧無料、写
しの交付は有料）

<充電ケーブルの事故を防ぐポイント>
〇水分やほこりなどの付着に注意する！

充電ケーブルのコネクターに、飲み物などの水分
や細かいごみなどの異物が付着した状態で充電する
と、ショートして発火や発煙事故が発生するおそれ
があります。

Topics

〇変形したコネクターは使用しない！

変形したコネクターは、内部でショートし、発火
や発煙するおそれがあります。変形したコネクター
を自分で修理したつもりでも、内部が変形したまま
の状態でショートするおそれがあります。

たき火・火入れによる火災に気を付けましょう

春先は例年、野焼きや枯草焼きなどの「たき火・火入れ」が
原因となる火災が多発しています。これらは、市内で発生する
火災原因の約3割を占めています。特に空気が乾燥した日や風
が強い日は、思わぬスピードで燃え広がり、被害が拡大するお
それがあります。火災予防の意識を高めて、火災の発生を防ぎ
ましょう。
消防署予防課（ TEL 23-5119・ FAX 22-5458）
詳しくは京都府の
ポータルサイトを
ご確認ください。

妊娠・出産・不妊の悩み、無料で相談できます
〇妊娠出産・不妊ほっとコール

075-692-3449

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:15~13:15、
14:00~16:00（祝日および年末年始を除く）
【主な対象者】妊娠・出産・不妊などに不安のある本人やそ
の家族

今月の
ワンポイント手話

〇仕事と不妊治療の両立支援コール

075-692-3467

【受付時間】毎月第1金曜日 9：15～13：15（祝日および年
末年始を除く）※事前予約で上記以外でも相談可能
【主な対象者】仕事と不妊治療の両立に悩む本人や職場
環境の整備に悩む企業の人

んで…
令和3年3月号にちな

3

数字

ワイン

両 手 と も「３」
で、体の前で2回
合わせましょう

右手で「３」をつ
くり、右のほほに
あてましょう

を使った手話表現を
覚えましょう♪
パラリンピック
右手で「３」をつ
くり、手首を返し
な が ら下 に 払い
ます。

問

○固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、４月１日から納税通知書の交付を受けた日後３か月までの
間に、文書で固定資産評価審査委員会（窓口：税務課）に審査申出をすることができます。
税務課資産税係（ TEL 24-7025・ FAX 23-6537）
※納税通知書は５月上旬に発送予定です。

スマートフォンやタブレット型通信機器などで使用する充電ケーブルの発
火や発煙事故が発生しています。正しく使用できているか定期的に確認しま
しょう。 消防署予防課（ TEL 23-5119・ FAX 22-5458）

問

令和3年度

スマートフォンなどの充電ケーブルによる
発火や発煙事故に注意!
問

問

低所得世帯で、看護学校を除く専門学校などの技能
修得施設に就学する学生に、奨学金を支給します。
1次申請は3月26日（金）、2次申請は4月23日（金）
まで。2次申請以降は随時受付します。ただし、条件に
より減額や支給できない場合があります。
京都府中丹西保健所 福祉課（ TEL 22-5766）

Topics

15
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ほかにも「３」で表現できる手話を探してみてくださいね！
2021. 3 Fukuchiyama
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申

Information

す。
本人の意向や生活を大切にしながら、お金の管理や
本人に代わって契約・解約を行うこと、医療・介護の手
続きの支援などができます。
本市では、成年後見制度に関する専門職相談会を無
料で開催しています。
また、地域包括支援センターでも
制度を利用することで本人の権利が守られ、住み慣
年後見制度ってどんな制度なの？」
「私の家族は対象に
なるの？」
など、気になることがあれば、お気軽にご相談

毎日お口の手入れをすることや、定期検診を受けることで「むし歯」や「歯周病」の
予防につながり、健康を維持することができます。

時頃～
時頃

時 申 問 所

相談会日程

3月12日（金）

13時30分〜15時30分まで

2日前までに予約してください
高齢者福祉課

TEL24-7073 FAX22-9073

市役所1階101会議室

3月20日（土）開催！！
受付時間
受付場所
申込
参加費
持ち物

９時30分～10時30分
（順次終了。13時までにゴール）
ハピネスふくちやま1階
必要（3月19日（金）17時まで）
無料
飲み物、雨具

ウォーキングのご案内
Webからも
申込可能！

あいさつ

きもちいいな」 庵我小学校 2 年生

～内容～
地図に描かれた市内各施設を巡り、
クイズに答えてキーワードを導こう！
参加者全員にもれなく参加賞を、
キーワード正解者には
さらに景品をプレゼント♪

たくさんのご参加お待ちしております

・新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合があります。
・当日は自宅で検温し、マスク着用でご参加ください。熱がなくても体調が悪い場合は参加をお控えください。

ミニミニ健康講座のお知らせ！！

『健康長寿はお口の健康から！』

お口と全身の健康の深い関係や、自分に合った
歯のお手入れについて学びましょう♪
日時：3月30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。

令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「えがおで

Let'sひらめき

申込・問合せ先

ください。

健康づくり7つの柱

歯の健康を保つということは、おいしく食事をすることや会話を楽しむことだけでなく、
体全体の健康とも関係しています。
定期検診で、
～歯周病は様々な病気に影響することがわかっています～
予防や早期治療を
心疾患
骨粗しょう症
糖尿病
心がけましょう。
肺炎
早産・低出生体重児

物事を判断する能力が十分でなくなったときでも、安心
して暮らしていけるよう、本人を法律で保護する制度で

健
（検）
診

か」
「精神障害のある子どもの将来のことが心配」
。
この

歯の健康

「ひとり暮らしで認知症になったらどうしよ
う」
「離れて暮らす認知症の親が消費者被害にあわない

アルコール

人権

たばこ

“あれっ、なんだっけー”年とともに多くなる物忘れ。
これって認知症予備軍？と思うことはありませんか。
超高齢社会を迎え、２０２５年には６５歳以上の５人に１人が認知症になるという報告もあります。
認知症の大部分を占めるアルツハイマー病は「アミロイドベータ（Ａβ）」という物質が、脳内に蓄積するこ
とで発症します。これまではＡβは脳内で産生・蓄積されていると思われていました。しかし九州大学の研究
チームが「ヒトの歯周病の歯ぐきでもＡβが産生される」という世界初の驚くべき成果を報告しました。
また歯周病は歯ぐきが腫れたり、膿が出たりを繰り返しながら歯が喪失するお口の病気と思われがちです
が、認知症の他にも糖尿病、心臓病をはじめとする多くの病気の発症に関わっていることも分かってきました。
50 歳以上の 80％がかかっているといわれる歯周病を、日頃の規則正しい歯磨き
と歯医者さんでの定期検診でしっかりと予防して「８０歳で 20 本歯を残しましょう
（8020 運動）」を合言葉に健康長寿を目指しませんか。
身体活動・運動

住み慣れた地域で安心して
暮らし続けるために

シリーズ

相談を受付しています。

東京２０２０オリンピック聖

日㈫

17

丹波歯科医師会より

～歯周病とアルツハイマー病の関係について～

成年後見制度は、高齢や障害があることなどにより、

火リレーボランティア募集

時５月

定２００人

11

105

歯周病を放置すると認知症に？

ような不安な気持ちになることはありませんか。

三和荘運営審議会
市民委員を公募

三和荘の良好な管理・運営

について意見・審議する市民

内聖火リレー福知山ルート沿

道における観客対応など

25

Part

こころの健康

対地域活動に取り組む団体や

中丹パートナーシップセン

市有償運送運営協議会
市民委員を公募

有償運送の必要性やあり方

について意見・審議する市民

委員を募集します。

対三和荘の良好な管理・運営

申申込書に必要事項を記入の

７- ０ ９ ２ ・

bunspo@

Fukuchiyama 2021. 3

うえ、郵送、持参、ファク

TEL

24

ス・メールで文化・スポー

ツ振興課（

６- ５ ３ ７ ・

日㈮必着

）
city.fukuchiyama.lg.jp
へ。市ホームページの申込

23

知っ得シリーズ

切っても切り離せない、歯と全身の健康

れた地域で家族と安心して暮らすことができます。
「成
FAX

健康になるための！

栄養・食生活

個人

12

FAX
22

北 吸 １ ０ ３ ９ ２- 赤 れ ん が
パーク３号棟２階）

都市緑化植物園のイベント

内Ｚｏｏｍの基礎研修と交流会

30

TEL
22

イベント・催し

６-６１７ ・
６-６２９
■４月の植物観察会

問申し込み方法など詳しくは

10

日㈯ ９時

- ２- ０３１・

分～ 時

時４月

内自然科学協力員と公園内の

０７７３

c-c-kikaku@pref.kyoto.
）へ
lg.jp

募集

62

ター（京都府中丹広域振興

局

令和３年度京都ＳＫＹ
シニア大学北部キャンパス
受講生募集

TEL

植物を観察

分

30

８

日㈭までに電話また

（木·祝）
15

申４月

分～ 時

日

30 29

はファクスで

時

13

■ 春のハンギングバスケット教室

時４月

内初夏に楽しめるハンギング

ふくむらみつ よ

バスケットを作ります

公認講師）

所市民交流プラザふくちやま、

人（抽選）

講福村満代（日本ハンギング

定

舞鶴西総合会館など

委員を募集しています。

対有償運送のあり方について

歳以上で、平

について積極的な発言ができ

る市内在住の

日昼間の会議に出席できる人

任期／委嘱日～令和５年４月

18

積極的な発言をすることがで

きる市内在住・通勤・通学の

歳以上の人

任期／委嘱日～令和４年５月

日（年１回程度）

定２名以内

30

18

バスケット協会

申一人一枚の往復はがきの往

内京都学シリーズ講座、現地

回）

日㈬

日（年２回程度）

31

12

月

信用裏面に申込者の郵便番

研修（全

歳以上

12

時５月～

号・住所・氏名・電話番号・

対概ね

人

50

12

費４０００円（材料費）

講習会名を、返信用表面に参

定

料１４０００円

加者の郵便番号・住所・氏名

を明記し、都市緑化植物園

期３月１日㈪～３月

消印有効

40

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。

＝不要

31

TEL

フォームからも可能です。

期３月

17

10

日㈬～４月９日㈮

３- ０１３）

26

期３月

FAX

58

問応募の詳細は、三和支所（

３- ００３・

へ電話またはホームページから

58

定若干名

23

問申し込み方法など詳しくは

FAX

問応募の詳細は、都市・交通

課（
７- ０ ８ ４ ・
６５３７）へ電話またはホー

ムページから

24

（公財）京都ＳＫＹセンター

「京都ＳＫＹシニア大学」係

（
０７５ ２
- ２ ２ ６・
- ４１ ０

TEL

（ 〒 ６ ２ ０ ０- ０ １ ７ 福 知 山
市 字 猪 崎 ３ ７ ７ １- ） へ 郵 送 。

時〜 時

０７５ ２
- ４１ ０
- ２０４）へ

TEL

日㈪必着

12

16

FAX

期４月

日㈬

14

中丹地域活動団体
Ｚｏｏｍ交流会

時 ３月

所 Ｚｏｏｍまたは
Coworkiation
（舞鶴市
Village MAIZURU

10

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

◎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）

2021. 3 Fukuchiyama
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費

※メールアドレスは@のあとに、
city.fukuchiyama.lg.jpを
入れてください。

４月６日㈫～４月 日㈭、

す。本市では事業を活用し、

ニティ助成事業を行っていま

託事業収入を財源に、コミュ

広報事業として、宝くじの受

ターでは、宝くじの社会貢献

■狂犬病予防注射について

合、別途費用がかかります。

※動物病院で注射を受ける場

▼予防注射

会場には首輪とリードをつけ

会場で申し出てください。ま

ちください。未登録の場合は、

送しますので、当日必ずお持

の場合は、事前にハガキを郵

その他

ゆ

１回の登録と年１回（４～６

たうえで連れてきてください。

春の全国交通安全運動

「京の春

「笹場公民館」の新築事業を

月）の狂犬病予防注射を受け

目と手で合図

ずり合い」をスローガンに春

支援しました。

の全国交通安全運動を実施し

新型コロナウイルス感染拡

問ま ち づ く り 推 進 課 （

ることが義務づけられていま

ます。一人ひとりが交通安全

について考え、交通事故を防
９１７４・

-

6

３２５０円

堀松縄手交差点

た、安全に注射を行うために、

3

91

日以上の犬は、生涯

篠尾新町３丁目交差点

生後

8

大防止のため、マスクの着用

昭和小学校南西側交差点

TEL

22

す。

1

をお願いします。なお、感染

みらいまで」 遷喬小学校 2 年生

南天田バス停付近交差点

犬を飼っている人は４月に

ちいさないのち

６-５３７）

「つなごうよ

止しましょう。

令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

2

状況により中止する場合があ

（注）
・職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、派遣職員などを含み、
会計年度任用職員を除いています。
・また、減少の主な理由は、業務分担見直しなどによるものです。

福知山駅北口公園角交差点

ります。中止の場合は動物病

353,925円

3

地域を巡回し実施する集合注

分 学歴区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

対前年増減数
2
△3
△1
△1
1
0
△1
10
0
1
1
12
11

惇明小学校南側交差点

FAX

22

射、または動物病院で予防注

150,600円

令和２年
320
158
478
68
130
198
676
658
21
31
43
753
1,429

【主な取り組み】

150,600円

令和元年
318
161
479
69
129
198
677
648
21
30
42
741
1,418

（人）

提供件数

１- ８ ２

高校卒

部 門
一般行政
一般行政
福
祉
部門
小
計
教
育
特別行政
消
防
部門
小
計
普通会計
計
病
院
水
道
公営企業
会計等
下 水 道
部門
そ の 他
小
計
合
計

警察署への画像等提供状況

設置場所

職員数の状況
分

令和２年度

問生 活 環 境 課 （

（注）
早期退職とは、早期退職希望者の募集による退職をいいます。
一人当りの平均支給額は、令和元年度に退職した職員の平均額です。

▼街頭啓発

自己都合
早
期
定
年
一人当りの
平均支給額 （3,035千円） （21,005千円） （21,090千円）

院での接種をお願いします。

定年前早期退職特例措置（3〜45% 加算）

本市では、福知山警察署と「福知山市安心・安
全まちづくり協定」を締結し、福知山市の安心・安
全なまちづくりの推進のため、防犯インフラの拡
充・整備を協働して推進しています。市中の交通
の要衝や人が多く行き交う場所を中心とした13か
所の公共空間に見守りカメラを導入し、犯罪の抑
止や事件などの早期解決に役立てています。

射を必ず受けさせてください。

その他の
加算措置

問福知山市交通対策協議会事

月分

警察へ画像を提供しています

■集合注射での注意事項

47.709

15

-

182,200円

Fukuchiyama 2021. 3

47.709 月分

見守りカメラを設置

（令和 3 年 1 月時点）

他にも、お城通り美術館付近、福知山駅南口公
園付近、昭和小学校北東側けやき通り付近、野家
一宮神社前交差点、ゆらのガーデン付近、前田ゲ
シ山下交差点、土師新町３丁目交差点にもカメラ
を設置しています。
市民課（ TEL 24‐
７０２０・FAX 23‐
６５３７）
０１１０）
福知山警察署（ TEL 22‐
問

19

最高限度額

務局（都市・交通課内

182,200円

326,260円

月分

TEL

24

４-８８１）

給

大学卒

290,682円

47.709

24

FAX

７・

任

（令和2年4月1日現在）

一 般
大学卒
行政職

39.7575月分

区

（4）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況
区

勤続35年

（1）部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

国
初

33.27075 月分

TEL

Information

23

集合注射は、本市に登録の

給

28.0395月分

７０８４・

任

勤続25年

30

ある犬が対象です。登録済み

一般行政職

初

24.586875月分

FAX

23

６-５３７）

福知山市

分

早期退職・定年退職

2

（3）職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）
区

自己都合退職
19.6695月分

修理再生品の展示販売

（注）
一般行政職とは、消防職や看護保健職、技能労務職などを除い
た職員。

分

30

日㈮８時

43歳2月

区

時４月５日㈪～

408,868円

12

（6）退職手当の支給率（令和元年度）
勤続20年

分～ 時（土日は第３日曜の

43歳2月

30 17
時）

一般行政職 366,357円

８時 分～

平均年齢

場 環境パーク・リサイクルプラザ

平均給与月額

20

点

平均年齢

内家具類

平均給与月額

対市内在住・在勤の人（中学

国

生以下の人は、保護者の同意

分

市

24

が必要）

区

山

狂犬病予防集合注射

（2）職員の平均給与月額および平均年齢 （令和2年4月
1日現在）

申同プラザに備え付けの申込

10億5,143万5千円

■日程

10億31万3千円

＝不要

用紙で。希望者多数の場合は

5億8,844万7千円

４月５日㈪～ 日㈯

共済費(15.7%)

日（火）に購入

市長･議員･各種
委員等給料･報酬
(14.9%)

※国と本市の期末勤勉手当の支給月数は同様です。
※令和元年度支給実績に対して期末手当が0.050月分減額と
なっています。

抽選で５月

5億7,404万6千円

退職手当(8.8%)

知

役職に応じた加算措置あり
3級（主査･主任級）……………………… 5%
4級（係長級）
、5級（課長補佐級） ……10%
6級（課長・次長級）
、7級（部長級）
…………………………15%

集合注射の日程および会場

16.6%

職員手当(8.6%)

24億6,924万9千円 10億1,735万4千円

福

勤勉手当

勤勉手当
0.950月
0.950月
1.900月

３０００円

期末勤勉手当
(15.2%)

給 料(36.8%)

期末手当
6月期 1.300月
12月期 1.250月
計
2.550月

は郵送されてくるハガキまた

15.3%

（令和2年度支給割合）

は市ホームページでご確認く

67億84万
4千円

市

TEL

22

ださい。

436億8,598万
8千円

人 件 費 率 平成30年度
（B/A）
人件費率

山

■手数料（１頭につき）

人件費
（B）

知

▼新規登録

歳出額
（A）

期末手当

福

者を決定し、封書などで通知

※普通会計とは、一般会計と休日急患診療所費特別会計を合算し
たものをいいます。

分

します。

区

問生 活 環 境 課 （

（1） 人件費の状況 （令和元年度普通会計決算）

11

１- ８ ２

（5）期末勤勉手当の支給率（令和2年度）

FAX

22

４-８８１）

1 市職員の給与

７・

職員課人事給与係 ( TEL 24-7034）

コミュニティ助成事業

問

市の職員の給与や職員数の実態を市民のみなさんにご理解いただくため、給与および職員数の状況をお知らせし
ます。ここでお知らせする給与は、税や保険料などを差し引く前の額で、いわゆる ｢手取り額｣ ではありません。

一般財団法人自治総合セン

お知らせします ―市職員の給与と定員状況―

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

以下の場合は記載していません。
＝だれでも
＝なし
＝無料
費

参加費

定

募集人数
メール

対

問

期

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

募

テ

定

対

講

内

所 申

日時
その他

他

持ち物

時

持

記号の意味

令和2年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「やさしさで

みんなの心

ポッカポカ」 夜久野小学校 2 年生

自｜衛｜官｜募｜集
各種目の募集状況・採用試験などに関する
ご質問は下記地域事務所に電話または
二次元コードからメールでお問合せください。
自衛官京都地方協力本部
福知山地域事務所
TEL 0773-23-0416

2021. 3 Fukuchiyama
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＝不要

カンちゃんとビンちゃんの

3 月のおすすめ図書
展示テーマ「始まりの季節に向けて」

このマークを知っていますか？

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇

はじ

さとうやえこさんからのプレゼント
福知山市立図書館では、児童書の購入に「佐
藤八重子記念子どもの読書活動振興基金」を活
用しています。
この基金は、未来を担う福知山市の子どもた
ちの健やかな成長を願って、子どもの読書活動
の振興に役立ててほしいと、佐藤八重子さんか
らいただいた寄付金で創設されたもので、絵本
や児童書の購入に使われています。
その思いを大切にして、本を楽しみ、たくさん
のことを学んでください。
そして、いつまでもみんなが読めるように、本
を大切に、やさしくていねいに扱ってくださいね。

き せつ

と お

む

た い し ょ ほ う

365 通りのストレス対処法
けんこうほう

ジャンル＝健康法
へんしゅう

しゅっぱん

編集＝アダム ・ ゴードン（オークラ出版）
心を乱す感情への対処法やマイナス思考を変える
ための空想法など、穏やかな暮らしを送るためのヒ
ントやテクニックが綴られた 1 冊。
め ん ど う

ちょう せ い

り じゅつ

せ い り じゅつ

ちょ

み さき

えいいちろう

ところ

行

事

名

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

7日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

内

容

絵本の読みきかせ（15分程度）

おはなしのひろば
21日㈬ 10：30 ～ 1歳6か月児〜

中央館

えほんのへや
【わかばクラス】
えほんのへや
【めばえクラス】

三
分

和
館

おはなし会

夜久野
分 館

おはなし会

大
分

江
館

おはなし会

1日㈭

2日㈮

23日㈮

14日㈬

15日㈭

10：30 ～

10：30 ～

10：30 〜

10：30 〜

10：30 〜

9か月児～
1歳6か月児
4か月児～
8か月児

絵本の読みきかせ（15分程度）
絵本の読みきかせ・わらべうた
など（15分程度）
絵本の読みきかせ・わらべうた
など（15分程度）

申込開始日
3月31日㈬10：00〜
5組まで
4月14日㈬10：00〜
5組まで

【暖房器具の処分方法】

○「石油ストーブ」や「石油ファンヒーター」
▼灯油タンクの中を完全に空にして燃やさないごみとして処分する。
（暖房器具の底に溜まった灯油も取り除く。取り除いた灯油は、新聞紙や古布に浸み込ませて、燃やすごみとして処分する）
▼暖房器具に乾電池が入っている場合は乾電池も取り外す。
（乾電池は、別の中身の見える透明袋に入れて、燃やさないごみの収集日に出す）
○「オイルヒーター」
▼環境パークでは受け入れができません。処分は、購入店や取扱店にお問い合わせください。
カンちゃん 暖
 房器具は、
「燃やさないごみ」の専用指定袋に入りきる大きさやったら、燃やさないごみの収集日に出せるんやな。
もし入りきらん大きさやったら、専用指定袋に入れんと、環境パークへ直接持ち込んだらエエんか？

3月25日㈭10:00～
各日5組まで

4月9日㈮10:00～
4組まで

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
10組まで

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

※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/

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 3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

教

室

名

内

容

募集人数（先着） 受講料

布教室

ベスト（前開き）を作ろう

６人

300円

ガラス教室

ガラス彫刻を作ろう

４人

300円

9日㈮ 布教室

買い物に便利なエコバッグを作ろう

６人

300円

12日㈪ 布教室

ホームウェアー（袖なし）を作ろう

６人

300円

16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

牛乳パック教室

座椅子（大）を作ろう

６人

300円

裂き織り教室

壁掛け（ポケット付き、はがき
入れ）を作ろう

４人

300円

22日㈭ 布教室

ガーデニング帽子を作ろう

６人

300円

23日㈮ 布教室

ホームウェアー（袖付き）を作ろう

６人

300円

６人

300円

7日㈬

19日㈪

絵本の読みきかせ・ふれあいあ
そび など（20分程度）

乳幼児

ビンちゃん カ
 ンちゃん、この冬ももうちょっとで終わるけど、使わんようになった暖房器具を処分するとき、安全のために特に
注意してほしいことを教えるで！

4 月 リサイクルプラザ
体験教室

片づけや整理が苦手な人のために、仕事とプライ
ベートどちらも使える、できる限り面倒くさくない整
理術を紹介。
ご連絡

4

生活環境課（ TEL 22-1827・FAX 22-4881）

カンちゃん 収集やごみ処理のときの火災事故を防ぐためなんやな！了解！

そ う ご う ほ う れ い しゅっ ぱ ん

著＝美崎 栄一郎（総合法令出版）

このマークがついている本をさがしてみてね！

の巻
「暖房器具を処分するとき」

ビンちゃん そ
 うやで。やけど、収集日に出す場合も、環境パークへ直接持ち込む場合も、さっき言うた処分方法は絶対に守っ
てな。やないと、収集車や環境パーク内での火災事故につながるでな。

面倒くさがりやの超整理術
ジャンル＝整理術

今月の
テーマ

Information
問

！

エコは了解

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

26日㈪ 布教室

布帽子（ツバ付き）を作ろう

（税込）
（税込）
（税込）
（税込）

納 付 の お 知らせ

3月31日㈬

納期限日：

◇国民健康保険料・介護保険料１０期
◇後期高齢者医療保険料９期
（いずれも普通徴収分)

■保険年金課国保係( TEL 24-7019)

■高齢者福祉課介護保険係( TEL 24-7013)

■保険年金課高齢者医療係( TEL 24-7018)
■代表 FAX 23-6537

（税込）
（税込）
（税込）
（税込）
（税込）
（税込）

1月末現在の人口・世帯数
★人

口／76,954人 （−84）
男／37,977人 （−42）
女／38,977人 （−42）
★世帯数／36,380世帯
（−17）
※
（

）
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。

「広報ふくちやま」への広告を募集中です
掲載料金（税別）
1枠 8,000円
2枠 16,000円

福知山市内
全戸配布！
32,900部発行

広告のサイズ
1枠：ヨコ87㎜ × タテ45.5㎜
2枠：ヨコ179.5㎜×タテ45.5㎜
→詳しくは、秘書広報課（℡24-7000）へ
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4 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 

談

人権相談
心配ごと相談

れんこん

権

「化石漣痕〜リップルマーク〜」
夜久野町化石・郷土資料館

相

所蔵

女性相談

SNS( ソーシャルネットワーキン
グサービス ) でも情報発信中！

Twitter

し

Instagram

25日

（日）

ら

LINE

11日

（祝・木）
く

Facebook

29日

（日）
（日）

て

福知山市の公式 SNS

18日

精神障害者相談

育

0：00 〜 24：00

4日

（日）

身体障害者巡回相談

子

科

京都ルネス病院

（西 本 町 TEL22-3550）

0：00 〜 24：00

身体障害者相談

祉

外

福知山市民病院

（厚中問屋町 TEL22-2101）

出張がん個別相談

福

※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。

YouTube

行
政
・
法
律

3月号に掲載している情報は、2月19日
（金）
時点の情報です。
掲載されている行事に参加する際は・
・
・
・当日は自宅で検温し、
『マスク着用』
をお願いします。
・熱がある場合、熱がなくても息苦しさや強いだるさなどの症状がある場合は、参加を
お控えください。
新型コロナウイルス感染症の予防と、感染拡大の防止にご協力をお願いします。

定例健康相談
栄養相談

康

内 科・小児科

休日急患診療所
9：00 〜 12：00 4日 11日 18日 25日 29日
（北本町二区 TEL22-4128）13：30 〜 17：30 （日） （日） （日） （日） （祝・木）

健

海水浴に行ったとき、水底に砂の凸凹模様が

あるのを見たことはありませんか。これは、風

や波の低速な流れによって砂が運搬されて堆積

れんこん

するときに海底の表面に作られる波状模様で、

※１

あと

漣痕（リップル）といいます。さらに、長い年

さざなみ

月をかけて、化石のように固まったものは化石

漣痕（リップルマーク）とよばれ、「漣の痕」

「波の化石」ともいわれています。

化石漣痕は、地層の表面を水が流れることに

より、周期的な波状の堆積物が、長い年月をか

けて固定化してできたものです。水底にある堆

積物の最初にできた模様が野ざらしにされ、そ

の上に新たな堆積が繰り返されて形成されます

が、その過程で破壊されたり、浸食されれば何

漣痕の形状は、水流・堆積物などの条件や種

も残りません。

類によって様々ですが、河床や海底などに形成

されることから、化石漣痕がある場所はかつて

海や河川であったことがわかり、太古の水の流

れた方向や水力を知ることができる重要な資料

とされます。

休日当番医（４月）

Fukuchiyama 2021. 3

今回紹介している化石漣痕は、今から約５３

（日本の鬼の交流博物館所蔵）

いと う
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この顔、どんな顔？

あくびしているのを
悟られないようにしてる、
マスクの下の顔

大河ドラマ『 麒麟がくる』最終回を観まし
た。明智光秀の最期はどのようになるのか、
ハラハラしながら見守っていたのですが、希
望の持てるエンディングになっていました。
思いもよらぬ展開と、その後のゆかりの地紹
介が御霊神社で幕を閉じるという構成。最
終回終了後に開催した『 麒麟ロス後夜祭 』
では、心を打たれたという感想が多く寄せら
れていました。そして私も胸を熱くした一人
です。みなさんはどんな感想を持たれました
か？／オンライン鬼鬼祭で、私は『 鬼鬼大喜
利 』を担当しました。下のようなお題を６題、
福知山市のツイッターとインスタグラムで出
題し、それぞれに“鬼おもろい”回答を募集
するというものです。予想よりもたくさんの
鬼おもろい回答が集まり、みなさんに楽しん
でもらうつもりが、むしろ楽しませていただ
きました。第１回のお題で、ベストオブ鬼おも
ろいとなった回答をご紹介します。 （吉）

３万〜２３０３万年前（新生代新第三紀）のも

しし くい

（編集後記）

ので、かつて海であったとされる夜久野町板生

地域で発見されました。

ち ひ ろ みさき

日本国内では、和歌山県白浜・徳島県宍喰

うら

浦・高知県千尋岬の化石漣痕が国の天然記念物

に指定されており、太古の雄大なスケールの波

形の地層を確認することができます。

※１ 生物の存在を示す痕跡を表すものではないので、
厳密には「化石」ではない。
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日（曜日）
26日㈪
12日㈪
15日㈭
20日㈫
22日㈭

時

間

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。

化石漣痕 〜リップルマーク〜

TEL
24

※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

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

場・○
問 北部保健福祉センター TEL56-2620 FAX56-2018
13日㈫
○
場
問 東部保健福祉センター TEL58-2090 FAX58-3013
13：30〜15：30
14日㈬
○・○
場・○
問 西部保健福祉センター TEL37-1234 FAX37-5002
20日㈫
○
場・○
問 中央保健福祉センター TEL23-2788 FAX23-5998
9：30〜11：00
○
27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
27日㈫
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
4日㈰・22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
22日㈭
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

14日㈬・28日㈬

電話・直接相談 電話相談090-6911-7099 障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
13：00〜16：00 人権ふれあいセンター堀会館

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
2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
1日㈭
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
10：15〜15：45
15日㈭
中丹勤労者福祉会館
要予約／電話で舞鶴年金事務所（予約専用TEL0773-76-5772）まで
年金相談
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
夜久野支所内・夜久野子育て支援センター
9日㈮
10：00〜11：00 大江支所内・大江子育て支援センター
親と子の健康相談
14日㈬
子ども政策室 TEL24-7055 FAX23-7011
15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） 8：30〜17：15 生活としごとの相談窓口
社会福祉課 TEL24-7094 FAX22-6610
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
12日㈪
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
税務相談
21日㈬
場・○
問 京都府福知山地域総務防災課 TEL22-3901 FAX23-8242
14日㈬・28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
ひきこもり相談 ※要事前予約 月・金（祝日を除く）
9：00〜17：00 NPO法人ニュートラル
NPO法人ニュートラル TEL090-7363-8530
大江町総合会館
大 江 支 所 TEL56-1101 FAX56-2018
12日㈪
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
20日㈫
夜久野ふれあいプラザ
28日㈬
測量登記相談
27日㈫
13：00〜16：00
司法書士法律・登記相談
8日㈭
市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
行政書士相談
22日㈭
12：30〜16：30
30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

多重債務専門法律相談
略記号の説明

9日㈮・23日㈮ 15：30〜17：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
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

場＝場所 ◯
問＝問い合わせ先 ◯
社協 ＝社会福祉協議会
◯
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高級まな板の職人

京都・白木屋

完成したまな板が並ぶ倉庫。

ほお・柳・榧（かや）
・ねこ柳を
取り扱う。

今は百貨店での販売はせず、

ている。

吉
田さんと木の出会いは
昭和 年頃、タンス店

をしていた父の仕事を継いだ
ことだった。特徴は、白木造
りで、塗料を使わず木地のま
ま仕上げる。
時代とともにタンスの販売
が伸び悩むと、販路を増やす
ため京都府へ相談。百貨店で
物産展を開いている京都府物
産協会を勧められ加入した。

きっかけは

られている商品のヒントがあ
るという。
販売を始めると驚くほど売
れたそう。その後、毎年のよ
うに全国各地の百貨店を回り、
たくさんの人に出会い、意見
を取り入れる中で、いちょう
やねこ柳など扱う材木が増え
ていった。

まな板の完成まで 年

お客さんには絶対に後悔さ
せないという強い思いでまな
板をつくるため、一切妥協は
ない。最も重要となるのは乾
燥だ。木の癖が出て、ねじれ
たり反ったりするため、最低
でも 〜 年は待つ。それか
ら仕上げに入るため、完成ま
でおよそ 年はかかるという。

ねこ柳は最高級で長持ち

ねこ柳は、やわらかく修復
力があり、最もまな板に適し
た材木だ。色が濃い部分は木
の中心側で、抗菌作用が強い。
この範囲が広いほど値段が跳
ね上がるため、安くて 千円、
高いもので 万円にもなる。
使用後は、布巾で拭くなど
手入れをすることで、 年は
もち、表面を削り直すことで、

3

15

20

10

ねこ柳のまな板。
良いまな板とされる3つのポイントを兼ね
備えている。①ほどよくやわらかいため刃
にやさしい。②修復力があるため切れ目が
なおる。③抗菌作用でカビが発生しにくい。

さらに 年は使えるという。
「数年前、ねこ柳を 年以上
使っている人からわざわざ電

12

※「広報ふくちやま」の表記は、
新聞表記基準に準じています

■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

大切に使われることを願って
いる。

微笑む。丹精込めて作った一
枚一枚の良さを感じてもらい、

話があってね。そんなに長く
使ってもらえるなんてうれし
かったですね」と吉田さんは

15

お客さんのひとりごと
物産展での出店を始め、数
年が経った頃。あるお客さん
のひとりごとが大きな転機に
なった。
「木のまな板はないのか…」
当時は、安くて軽いプラスチ
ックのまな板が主流だった。
高価で上質なまな板でも需要
があることに気付かされた。
また、まな板に適したほおの
材木も持っていることから、
まな板づくりを決意。これが、
京都・白木屋の始まりになっ
た。吉田さんは「苦情の中に
は宝物がいっぱい詰まってい
る」と笑う。苦情にこそ求め

7

40

〒 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

乾燥を待つまな板の材木。
福知山は湿気が多いため、風通しの良い工場の
2階に寝かせている。

8

10

大切に使ってもらえることを願って
主にインターネットで販売し

お客さんが
絶対に後悔しないまな板をつくる
丹波・但馬地域のいちょう・
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吉田 弘さん

ひろし

よし だ

や
しら き

