2022

January

1

No.1108

広報

このまちを、もっと好きになる

Fukuchiyama City Public Relations

福知山市出身の画家

さ とうたいせい

せいいん

故佐藤太清画伯作「清韻」
（福知山市佐藤太清記念美術館所蔵）

厳しい冬を耐え、新しい季節へ
P.2-3 新年のごあいさつ

P.4-9
ふくちゼミ

Special
Feature

広報誌作成チームの特集記事

今日の出来事さえ、いつかは思い出に。

鬼をモチーフにした

P.13 プロモーション動画を制作
P.16-17 税の申告受付が始まります

落ち着きをみせたものの、新た

変わる時代に
幸せを生きるまちづくり
謹んで新年のご挨拶を申し上
全世界を襲っている新型コロ
市としましては、今後も市民の

き不透明な中にありますが、本

なオミクロン株の出現など先行

ナウイルス感染症に関わっては、
皆さまの健康と安全を第一とし

げます。

昨年も市民の皆さまには、長期
つつ、地域経済や雇用、市民生
いります。

化する影響に厳しい日々を過ご
昨年の秋からは、感染拡大は

る私たちと未来を生きる人たち

活を守るため全力を尽くしてま

一方で、こうしたコロナ禍を
が希望を持って未来に歩みを進

されたことと存じます。

契機として、新しい生活様式や

市民一人ひとりが、市民憲章

められるよう施策を推進してま

ノーマルの時代に対応し、さら

が謳う「幸せを生きる」ことが

働き方が、私たちの日常に定着

にアフターコロナ時代、未来を

できる、変わる時代とともに進

いります。

見据え、持続可能で発展性を

化しつづけるまちづくりを、市

しつつあり、そうしたニュー

持った強靱なまちづくりを進め

民の皆さまとともに展開してい
結びに本年が市民の皆さまに

るためには、挑戦心を持った変
本市では、人口構造や社会・

とって、良い年となりますこと

く所存です。

経済状況の変化、生活を豊かに

を祈念申し上げ、新年の挨拶と

革が求められています。

し利便性・効率性を高めるため

させていただきます。

大 橋 一 夫

福知山市長

のさらなるデジタル化の推進、
気候変動問題に対応したカーボ
ン・ニュートラルや国連で採択
された誰ひとり取り残さない持
エ ス ディ ー ジ ー ズ

新年のご挨拶
令和 4年

一夫

大橋
写真：三岳山から望む雲海と朝日
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続可能な開発目標（ＳＤＧｓ ）
への取り組みを進め、今を生き

福知山市長

通称「共栄ガード」と呼ばれていた、福知山駅西側の地下通路

ふくちゼミ 広報誌作成チームの皆さんが登下校中に撮影した風景

私たちは、ふくちゼミという活動を
人が、それぞ

行っています。ふくちゼミでは、福知
山市の高校生や大学生

どの世代の人も経験のある通学路の思
い出をメンバーと共有、そして福知山
の皆さんに発信して、福知山の魅力を
再確認できればと思っています。
学生の皆さんには今一度通学路につ
いて考え、お気に入りの場所を発見し
てもらい、大人の皆さんには懐かしい
福知山を思い出してもらい、そして過
去と今を比べることで分かる違いを感
じてもらいたいです。
友だちと他愛のない話をしながら登
校して、寄り道しながら下校した通学
路。福知山の美しい四季を感じながら
歩いた通学路。あの日にはなかった住
宅街、昨日より少し育った道端に咲く
草花、笑顔で見守ってくれる地域の
人々。まちは少しずつ変わっていくけ
ど、変わらない思い出があります。
毎日のように歩いていた通学路を皆

の内記稲荷踏切（小澤伸治さん提供）

私たちは通学路特集を企画しました。

て作成する活動をしています。

は、広報誌の特集記事を一から企画し

広報ふくちやま作成プロジェクトで

います。

れのプロジェクトに分かれて活動して

28

さんの投稿をもとに思い出して懐かし

①女学校下踏切の通学風景（平成17年11月 大地洋次郎さん提供） ②電車通学の学生たちで込み合う福知山駅の改札口（昭和61年） ③女学校下踏切の
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④篠尾踏切の通学風景（平成17年11月 大地洋次郎さん提供） ⑤土師橋（昭和61年） ⑥高架になる前
通学風景（平成17年11月 大地洋次郎さん提供）

④
⑥ ⑤

①
②

い気分に浸ってみませんか？

③

今日の出来事さえ、いつかは思い出に。

Special
Feature

広報誌作成チームの学生たち7人が、コロナ禍のなか、
今月号の特集は、ふくちゼミ

ほぼオンラインで取材・作成しました。あなたの通学路を思い出しながらご覧ください。

ページ担当 高橋愛実さん、出口慧さん、橋本栄介さん

岸本ガードにまつわる思い出
みなさんから寄せられた、通学路の思い出エピソードのうち、
“岸本ガード”や“共栄ガード”にまつわるものをピックアップしました。

暗くて怖くて
妖怪「30センチばばぁ」が出る
惇明小学校の校庭あたりから駅南町方面へ抜け
る地下道「岸本ガード」が思い出深いですね。便
利な道なのですが、
「30 センチのばばぁがいる」と
いう都市伝説があり、幼い頃は怖くて仕方がありま
せんでした。照明があるもののほとんど役に立って
いない状態で、昼間でもものすごく暗かったことが
恐怖に拍車をかけていたように思います。
50 代も半ばを過ぎた今、あの岸本ガードを自転
車に乗って１人で通れといわれたら ･･･ 恐らくお断
りすることでしょう。
（グルメ番長さん 50 代）

雨の日はビショビショ
膝まで水が来ていた
岸本ガードは、自転車で立ちこぎをすると頭を打
つほど天井が低く、薄暗い通路でした。大雨が降
ると水が膝上の高さまで溜まり、自転車や原付バ
イクは通行できなくなりました。学生だった当時は、
部活動で疲れながらも面白がって通って帰っていま
した。
（ぎょうざさん 30 代）
47 年ほど前、淑徳高校へ通っていました。その
頃の校舎は羽合にありました。通学路は福知山駅
から北側、線路に沿って西に……。今のように高
架になっていなかったため、低くて暗くて雨が降る
とビショビショの線路下を通っていました。
（しるくさん 60 代）

好きな先輩を待ち伏せ
中学２年生の夏休み、福知山商業高校（現・成
美高校）に部活でバレーを教えてもらいに行きま
した。
バレーが上手な先輩たちに部員の仲良し 4 人で
大盛り上がり！でも中学生と高校生では接点がな
いので、下校時に岸本ガードの所で待ち伏せして、
どうにか姿を見ようとしてました。
今はなくなったと聞きましたが、懐かしい場所
です！ちなみに、その時の先輩の 1 人が今の旦那
さんです！（南陵 OB さん 30 代）

怪 奇！
広瀬さん
赤井さん

広瀬さん
赤井さん
広瀬さん

赤井さん

都市伝説は世代を超えて
内記５丁目にあった「フライの店 岡本」のコ
ロッケ、肉団子は美味しかった。旧ファミリーの
駐車場にあった「 スナック庄ベー」 でフライドポ
テトとか食べてた。 その横には「 手 打ちうどん
さぬき」といううどん屋もあった。
福知山駅の北南を結んでた「岸本ガード」は通
学路じゃなかったけど、
「30センチばばぁ」 とい
うオバケが出るって話は世代を超えて言い伝って
いました。
（匿名 40代）

を
謎
の
ド
ー
ガ
岸本
。
た
み
て
追っ
写真提供
両丹日日新
聞社

みなさんは“岸本ガード”という場所をご存知ですか？
昨年９月、市民のみなさんの通学路の思い出を募集したところ、
“岸本
ガード”という場所に関するエピソードが多数寄せられました。
妖怪、恋の話、暗い、怖い、狭い…聞いたことのない地名に関心を抱き、ふ
くちゼミの学生たちは、岸本ガードについて調べることにしました。

（取材協力・写真提供 両丹日日新聞社、荻野一広さん、小澤伸治さん）

岸本ガードとは

どんな道だったの？

惇明小学校と今、ドラッグストアがあるあ
たりの間から線路の向かい側に伸びていた
地下通路で平成19年まで使われていました。
駅の西側にも同様のガードがあり、通称・共
栄ガードと呼ばれていたそうです。
下の写真は昭和61年の福知山駅周辺です。
黄色で囲った部分の右側が岸本ガード、左側
が共栄ガードの推定位置です。駅の形や駅南
の様子が、今と全然違っています。

当時の新聞記事によると、長さは約90メー
トル、幅2.5メートル、高さ2.2メートルの狭
い通路でした。歩行者と自転車が通れる道で、
頭上を列車が通過することもあったとか。電
灯はあるものの、薄暗い通路だったようです。

都市伝説！岸本ガードに出た“30センチばばぁ”の謎

岸本ガードはよく使っていましたか？

なんのためにあったの？
今の福知山駅のように高架になっていな
かった時代、車両基地を備えた広大な福知山
駅が南北を分断していました。
そのため、踏切まで行かずに南北を行き来
できる岸本ガードは、地域にとって大切な生
活道路だったそうです。

私は学校の通学でたまに使うことがあった。電車通学の人は共栄ガー
ドを利用していたので、放課後はパン屋に行って、共栄ガードを通っ

岸本ガード近くに住んでいた荻野さんから、貴重な写真提供が！

て、駅北にあったカラオケの順でよく放課後遊びに行ってましたね。

あの、30センチばばぁって一体なんだったんですか？
たぶん、誰も見たことがないと思う。
え、そうなんですか？

岸本ガードに30センチばばぁがいるということだけが長い間語り継

おぎ の

岸本ガードがあった頃、ガードのすぐそばに住んでいたという荻野

取材した広瀬さくらさん（左）と取材を受
けた赤井貴恵さん（右）

「昔の駅南は田んぼばかり。ウシガエルがよく鳴いていましたよ」と、
ました。

ドから出られなくなる噂もあったかな。

SNSのない時代に都市伝説を広げ、定着させた人はすごい！
岸本ガードがあった場所には、思い出とともに、今も30センチ
ばばぁが埋まっているのかもしれません。

一広さんが写真を提供してくれました。
荻野さんは当時を振り返りながら話してくれ

がれた一種の都市伝説だと思う。30センチばばぁを見たら、岸本ガー

取材
MEMO

かずひろ

駅南の再開発は、昭和から平成に変わるこ
「このあたりが岸本ガード」と案内までして
くれた赤井さん。

ろに本格化し、駅の高架化工事に合わせ、駅
周辺は大きく姿を変えていきました。

工事が進む岸本ガード周辺

昭和37年頃の親子写真。後ろに映っているトンネ
ルが岸本ガード。写真左が荻野一広さんです。

ページ担当 広瀬さくらさん、工原苺香さん、橋本未来さん
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70代
◦学校で日食の観測会に参加するため、通学路
を急いでた私が見たのは、生垣の木の葉から
漏れてくる光。その光は三日月のような形
をしていました。不思議だなと思いつつも学
校に着くと、観測会はもう始まっていました。
今でもあの時の、三日月の形の光は、強烈な
印象として残っています。思い返して調べて
みると、それは昭和33年4月19日の日食のこと。
日食も木の葉を通して三日月の形になること
があると、後で知りました。63年前の思い出
です。（しんちゃんさん）

◦興に茶工場があり、下校中、茶葉を蒸す香り
に癒されました。（ようこさん）

◦中学生のときは自転車で通学していました。
雨の日は水たまりが多く、水が跳ねて大変で
した。晴れの日は、砂ぼこりで学生服が真っ
白になりました。雪の日は、轍の真ん中を通
らないと滑りました。行きは下り坂で楽でし
たが、帰りはその倍くらい時間がかかりまし
た。高校２年生からはバイクで通学しました。
お世話になった国道429号は、今は拡張舗装さ
れ、当時の面影はありません。私の青春の思
い出、ルート429です。（ゴボウ、トッチンさん）

◦田んぼと桑畑のくねくねと曲がった道を、 道草
をしながら通いました。帰り道で花を摘んだり、
川で遊んだり、桑の実を食べたり…通学路は宝
物を見つける道で、遊びの中にありました。近
所の人が「おかえり」と声をかけてくれたり、車
に乗せてくれたり。でも、ゴンべ（いたずらっ子）
もいて、泣かされて帰ることもありました。そん
な通学路も、いつの間にかまっすぐな道になり、
桑畑は一つ残らず消えて、遊んでいた河原もなく
なりました。記憶の中の風景、近くて遠い風景
です。
（atsukitoさん）

あし だ と

60代

はし もとえい すけ

わ

橋本栄介さん

京都府立工業高等学校3年生

京都府立工業高等学校3年生

知らなかった福知山を知ることができ
ました。高校の中では出会わない人と出
会うことができたのも、とてもよ
かったです。

普段考えたことがないことを考え
る機会になりました。進学先でも生
かしたいです。

京都府立工業高等学校3年生

写真撮影を担当したのです
が、福知山ってこんないいまち
だと思えたし、福知山に興味を
持つことができました。

く はらまい か

工原苺香さん

たか はしあん み

高橋愛実さん

京都府立福知山高等学校2年生

福知山成美高等学校3年生

◦中学校の帰り道、家が真反対の友だちとほぼ
毎日近くの公園で喋ったり、校門前で先生と
話す時間が楽しくて、家に帰るのが遅くなり
ました。（ちはさん）

40代
◦小学生の頃、自然がたくさんあったので、野
草を食べたり、花の蜜を吸ったり、友だちと
遊びながら帰りました。イチョウの木の下は、
実が落ちているところを通るのがいやでした。
匂いがすごくて…（じゃびこさん）
◦中学高校と大江の学校に通ってました。ちょ
うど今の丹鉄が開通する頃で、工事が進んで
線路が伸びて行く様子を眺めながら通学して
いました。（いかさん）

◦通学路といえば桜。当時、町がつくったイメー
ジソングの歌詞にもなりましたが、通ってい
た小学校の前の橋から、上がっていく坂道が
桜のトンネルのようになっていて、すごく綺
麗でした。側溝には沢蟹もいました。今だか
らこそ、それらがとても価値ある大切な風景
だと思います。（Asagiriさん）

◦雪の積もった帰り道、雪でしなった竹をひっ
ぱって、みんな雪だるまになっていました。
（ここねこさん）

甘酸っぱい
恋のエピソードも！

高校生の頃、他校の男

子生徒の自転車とぶつか

夫？」と心配そうに起こ

り ま し た 。 彼 は「 大 丈

してくれて、傷の手当も

してくれました。

下校時間が同じだった

ようで、その後「傷はど

う？」「 学 校 の 勉 強、 全

然 ち が う な ぁ」 な ど お

しゃべりをするのが日常

に な り ま し た 。 あ る 時、

彼から「ケータイ番号お

しえて」と聞かれまし

た。私は「ごめん、持っ

てなくて」と素直に返事

をしました。すると彼は、

「そっか…」とつぶやき、

俯きながら去っていきま

した。その後、会う機会

も な く な り 、 今 思 え ば、

30

なんて空気が読めなかっ
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◦福知山駅で七夕の短冊を書く企画をしていた
（みのさん）
ので、
書いてから学校に行きました。

◦友だちと歌いながら帰った小学生時代。こっ
そり飴ちゃんを舐めながら、友だちと騒いで
帰った中学生時代。高校になると駅前の大好
きなコロッケ屋さんで買い食いしながら恋バ
ナして…あ〜泣きそうになる！（ちゃお。さ
ん）

明治国際医療大学1年生

いろんな人の思い出話を知ることがで
きて楽しかったです。大学で自分の地元
について話す機会があって、福知山のこ
とをすらすら話せるようになりました。

◦音無瀬橋でサルとすれ違ってびっくり、由良
川の堤防ではイノシシとウリ坊４匹と並走し
ました。（ちょこみんとさん）

◦音無瀬橋の下で、よく帰り道に彼氏とおしゃ
べりをしました。ある日、話に夢中になって
いると、そばに置いていたケータイ（携帯電
話）を、散歩中の見知らぬ犬がくわえていっ
てしまい、そのままケータイは行方不明に。
飼い主の方から謝罪はありましたが、どうし
たらいいか分からずそのまま帰宅し、母に怒
られました(笑)（minamiさん）

たのかと恥ずかしいです。

9

◦高校生の頃、土師橋を通って登校していまし
た。春に桜が咲くと「お花見したいね」と桜
を楽しみながら通学しました。秋にはキンモ
クセイのにおいに、わくわくしました。土師
橋は四季を感じられる場所でした。（まるさん）

代）

知らない人たちと話し合いを進めていくこ
とに慣れることができました。受験にも良い
影響があって、ふくちゼミがなかったら大学
合格できていなかったと思います。

橋本未来さん

◦土師橋を渡ると、セットした髪型が風でくず
されるので、教室に着くなり、女子はまず、
かばんから鏡を取り出し、髪をセットし直し
ます。ここから１日がスタートしました。少
女マンガみたいに彼氏と一緒に自転車で走っ
た素敵な思い出も。あの橋は、私の青春その
もの。今は自動車で通りますが、懐かしい大
切な橋です。（ハタハタ坊さん）

あのしょんぼりとした後

はしもと み く

福知山成美高等学校3年生

20代

ろ姿を思い出します。

ひろ せ

30代

（ぼんこさん

広報ふくちやまの舞台裏を
見ることができました。
自分自身の資料作成に
も生かすことが
できました。

進んでいくうちに自分
の意見が取り入れられて
嬉しかったです。みんな
で力を合わせてつくるこ
とができました。

広瀬さくらさん

ページ担当 工原苺香さん、橋本未来さん

◦小学校入学当時、何度も転び、泣きながら登
校していました。次第に慣れて、集団登校す
るみんなと、元気に転ばず登校できるように
なりました。今、長い距離が苦にならないのは、
我慢して登校を続けたおかげです。（Ryu さん）

蘆田永遠さん

で ぐち けい

出口 慧さん

ホームページやSNSで募集した通学路の思い
出エピソードを世代別にまとめました。
37件もの投稿、ありがとうございました。
載せきれなかったエピソードは市のホーム
ページに掲載しています。

50代
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公立大情報学部の学生が挑戦

にしやま

りょう

る、三重県出身の西山遼さん
（情報学部２年）は、「マイ
ンクラフトで遊んだことはあ
りますが、本格的な建築は初
めてなので楽しみ。この機会
に福知山城の歴史も学びた

マインクラフトは、総売上
の設置を皮切りに、本市では、

昨年度の公立大学情報学部

教育効果の高いゲームで
情報教育の充実へ

福知山城マインクラフトを建築中
本市と福知山公立大学
は、情報教育の充実を目的に、

本数は２億本を誇り、世界中
情報教育の推進に取り組んで

い」と話していました。

福知山城を建築する「福知山
で親しまれているゲームです。
います。本プロジェクトの完

「マインクラフト」の世界に
城マインクラフト」プロジェ
プログラミング的思考を養え
成後は、大学の子ども向けプ

月から始動させまし

た。３月の完成お披露目を目
る、教育効果の高いツールと

クトを
指しています。

７-０２３）

問秘 書 広 報 課 （

０・

７-０９

齢化、スマートフォンなど情

害や、急激に進行する少子高
災」の実現には、地域防災の

「誰ひとり取り残さない防

シンポジウムを開催します。

てきました。それらを踏まえ、

報伝達ツールの多様化など、

はじめ、市民の皆さんの協力

中心を担う自治会長や民生児

本市では、避難のあり方検
が必要不可欠です。本市なら

私たちを取り巻く社会・環境

討会を設置し、避難行動に繋
ではの避難のあり方を一緒に

童委員、消防団員の皆さんを

げるための情報発信や避難支
考えてみませんか？

も大きく変化しています。

激甚化・頻発化する豪雨災

避難のあり方を考えるシンポジウム

誰ひとり取り残さない防災を目指して

定しています。

ログラミング教室で活用を予

このプロジェクトに参加す

して知られています。

アジア初のプロマインクラ
フター、タツナミシュウイチ
さんが監修し、建築やプロジ
人が担い

ェクト進行は、福知山公立大
学情報学部の学生
ます。課題解決型学習（ＰＢ
Ｌ）の一環としても位置付け
ています。

FAX

援などについて検討を重ね

点の応

化につなげた優れたふるさと
納税の事例として、
募から４点が表彰を受けまし
た。本市の企画は、「交流・
関係人口の拡大につながって
いる」と評価されました。
「本能寺の変プロジェクト」
の受賞は、これで７つ目とな
ります。

▲

本市が制作し、令和３年 ２

は電話、ファクス、ハガキで危機
管理室（ TEL 24- ７５０３・ FAX 23- ６５
３７）へ
新型コロナウイルス感染症に関する本市の情報は、
市ホームページ特設サイトで随時更新しています。

福知山市のシティプロモーション新たに２受賞

ふるさと納税と動画が全国受賞
クラウドファンディング型
ふるさと納税で受賞
本市のシティプロモーショ
ン企画「本能寺の変プロジェ

ふるさと納税「急募！明智光

月に発表した動画「光秀マイ

動画「光秀マインド」も受賞

秀×福知山サポーター」が、

ンド」（ ３分バージョン）

FM丹波（79.0MHz）でも生中継

FAX 45-8576

TEL 45-8566

クト２０２０」の一環として

令和２年７月〜８月に実施し

「第５回 ふるさと納税自治

が、「地域プロモーションア

（秘書広報課）

他 手話通訳、要約筆記あり

申１月19日㈬までにホームページまた

c-vaccine@city.fukuchiyama.lg.jp
月〜金曜日（祝日を除く）

サテライト会場：三和地域公民館、夜久野ふれあいプ
ラザ、 大 江 総 合 会 館
内 基調講演「いのちを守る避難スイッチ〜福知山市避難の
あり方検討会の取り組みから〜」
や もりかつ や
（京都大学防災研究所 矢守克也教授）
パネルディスカッション など

定 ４会場計500人（先着順）

13時30分〜 16時

料 入場無料

詳細や申込は
下の二次元
コードから

新たに12歳になる人など、これから１回目・２回目
のワクチン接種を希望する人は、医療機関で接種でき
ます。接種可能な医療機関をコールセンターで紹介し
ていますので、お問い合わせください。

3回目接種に関する詳細は、広報ふくちやま
特別号（1月20日発行）でお知らせします。

所 メイン会場：ハピネスふくちやま

福知山市公式YouTube
チャンネルでライブ配信

２回目の接種後に本市へ転入した人は、３回目接種
のために、本市で接種済証を確認するなどの手続き
が必要です。市ホームページやコールセンターへお問
い合わせください。

避難のあり方推進シンポジウム

オンラインで大学生に向けて講義するタツナミシュウイチさん

接種券に記載されている「新型コロナウイルスワク
チン予防接種済証」や「接種記録証」
（接種日や会場
が記載されたもの）は、コロナワクチンを接種した証
明になります。接種後も、大切に保管してください。
上記書類を持っている場合は、改めてワクチン接種
証明書（国内用）を申請する必要はありません。

時 １月23日㈰

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

これから1、２回目の接種を希望する人へ

たクラウドファンディング型

体連合表彰」を受賞しました。

ワード２０２１」の「動画部
や ないみち

同賞は、「ふるさと納税の

門」で、審査委員賞「箭内道

しました。

選出され、本市は初めて受賞

門は応募１４３点から８点が

性化センターが主催。動画部

同賞は一般財団法人地域活

を寄せました。

在り方のひとつ」とコメント

さんは、「地域動画の新しい

イティブディレクターの箭内

審査委員長でもあるクリエ

ひこ

健全な発展を目指す自治体

彦賞」を受賞しました。
動画「光秀マインド」
は市の公式ユーチュ
ーブチャンネルから

連合」が主催。地域の活性

▲

本能寺の変プロ
ジェクトの詳細
は右の二次元コ
ードから

TEL

２回目の接種後に本市へ転入した人へ

タツナミさんの話を熱心に聞く大学生。計6回のオ

24

予防接種済証は大切に保管を

14

24

ワクチン接種後も基本的な対策の徹底を

11

10
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1148万7110円を集めました。

16

ンライン授業で福知山城完成を目指します。
クラウドファンディング型ふるさと納税では、2か月間で
動画「光秀マインド」では、福知山城天守閣再建の原動力となった「市民
の瓦一枚運動」も紹介されています。

第６波に警戒を

新型コロナウイルス感染症

WITH
CORONA

ふくちやまトピックス
FUKUCHIYAMA TOPICS

エネルギーの地産地消に向けた取り組みを加速

年１月の「地域貢献

官民５者で連携

公共施設で太陽光発電を導入
公共 施 設 の 屋 根 に
太陽 光 発 電 パ ネ ル を 設 置
平成

館・学校給食センターの屋根

三段池公園総合体育館・武道
社、金融機関など５者が連携

基づき、本市や地域新電力会

推進に関する協定」の枠組に

二酸化炭素排出ゼロへ向け
ＥＶ公用車を導入

ライブ」を実現できます。
本市は、ＳＤＧｓ や世界的
な気候変動対策、脱炭素の動
きに呼応し、昨年２月に２０

ティ」を表明。６月には「再

本市では、２０４０年まで

インハイブリット車）・ＦＣ

５０年二酸化炭素排出量実質

Ｖ（燃料電池車）に転換する

」
エネ１００宣言
RE Action
に参加するなど地球温暖化対

にすべての公用車をＥＶ（電

計画で、今年度は４台を切り
策を 進 め て い ま す 。

ゼロとする「ゼロカーボンシ

替えました。再生可能エネル
問エ ネ ル ギ ー・環 境 戦 略 課

気自動車）・ＰＨＶ（プラグ

ギーを供給することで、走行

権利擁護支援のあり方につい

３７）

６-５

（

で、介護、障害、貧困、ひき

て２年に渡って協議を重ねて

９-５５４・

時に排出する二酸化炭素がゼ
ロとなる「ゼロカーボン・ド

加しました。

こもり、虐待など、制度や分

きました。

FAX

型再生可能エネルギー事業の

を利用した太陽光発電事業を
し、実施します。

市民出資を募集
たんたんエナジー発電合同
会社が、個人・企業などから
出資を募集しています。集
まった出資金は太陽光発電設
備を設置する費用の一部に活
用します。
※募集は、たんたんエナジー
発電合同会社がプラスソー
シャルインベストメント株式
会社に委託して実施していま
す。

参加者は、ジビエ・地鶏・
丹波くり・米・福知山生まれ

知山の食材に興味が湧いた」

６-５３７）

いてきた農畜産物や加工品・郷土料理
の中から「これぞ」というものを発掘
品。

し、「ふくちやまのエエもん」として
認定しています。認定は現在

連携と専門性で、より良い権利擁護支援へ

も増加傾向にあります。

オレンジネットワーク会議を設置
高齢化や家族形態の変化、

「ふくちやまのエエもん」

野を超えた複合的な課題を抱

本市では、令和元年度から、

鑑定人で、農畜産物流通コン

昨年

地域のつながりの希薄化など

TEL

※権利擁護とは…認知症や知的障害、

害、精神障害などで判断能力

さらには、認知症や知的障

レンジネットワーク会議を設

かしていくため、福知山市オ

連携と専門性を権利擁護に生

問地域包括ケア推進課（

本人に代わって支援することです。

精神障害などで判断能力が不十分な人

度が低いかもしれないが、魅

が不十分なため、金銭管理な

７０７３・

の権利を守るため、擁護者や代弁者が

力的なものがたくさん」と本
市の食材を紹介しました。

置しました。

月、関係機関の強い
える世帯が増えています。

やまもとけん じ

48

本市は、民間などと連携し、

開始しました。
この発電事業は、「オンサ
イトＰＰＡ」と呼ばれる方式
で実施します。

Power

オンサイトＰＰＡとは
オンサイトＰＰＡ（
：電
Purchase Agreement
気購入契約のこと）とは、発
電事業者が、企業や公共施設
など〝需要家〟の敷地内に太
陽光発電設備を、発電事業者
の費用で設置・所有・維持管
理し、その設備から発電され
た電気を需要家に供給する仕
組みです。市にとっては、初
期投資を抑えながら、再生可
能エネルギーを導入できます。

「ふくちやまのエエもん」がフルコースに
の和牛など、福知山ならでは

した、ふくちやまのエエもん

「実際に扱ってみたい」と、

のフルコースを味わい、「福
のブランド化と販路開拓を目

福知山産食材の食事会レポート
ふく ち や ま の エ エ も ん を
スタ ー シ ェ フ が 調 理

福知山の食に関心を示してい
ました。

的として企画したものです。
調理は、本市出身で、「ふ

問農林業振興課（

日・ 日の
くちやまのエエもん」鑑定人
４・

月

２日間、「ふくちやまのエエ
や「福知山ドッコイセ大使」

※ふくちやまのエエもん…地元に根付

７-０４

もん」を食材にした初の食事
を務める「ラ・フィネス」
すぎもとけいぞう

人が参

料理雑誌の編集者、調理師専

食事会には、有名シェフや

料理界の著名人が参加

大助さんが務めました。

だいすけ

キオ」オーナーシェフの山根

やま ね

タリアンの重鎮「ポンテベッ

フの杉本敬三さんと、国内イ

会を、大阪市のイタリアンレ

食のスペシャリストが認定

で開催しました。

（東京都港区）オーナーシェ

本市は、

発電量は約31万ｋＷｈで、一般家庭の年間電気使用量の72軒分
に相当。発電された電気は、各施設で使用し、エネルギーの地産地
消につながります。

17

ど日常生活で支援を要する人

「福知山の食材は、まだ知名

環境

■ 各施設の発電能力

サルタントの山本謙治さんは、

門学校の教授など約

エネルギー

368枚

約15万kWh/年
344枚
学校給食センター

TEL

24

今月から市内のろう者の方や手話
サークルこづちの皆さんにご協力い
ただき、より分かりやすくお伝えして
いきます。

三段池公園総合体育館

発電量
太陽光発電
パネル数

約16万kWh/年
62枚
武道館

９-０７３）

-
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地域公共人材・政策開発
リサーチセンター (LORC)

ファンド取扱者
出資

施設名

23

手は左右逆でもOKです♪
右手で指文字の「え」をつく
り、その腕に
人差し指を
のばした
左手で
力こぶ
を描き
ます。

個人・企業など
売上に
応じて
分配金
受け取り

龍谷大学

靖弘さん

作成しました。市公式ユーチューブでご覧ください。

分配
ノウハウ提供

融資

たんたん
エナジー発電
合同会社
設備の設置
（所有）
再エネ電気の
直接供給

協力：森

画『転生したら鬼退治を命じられました』を新たに

■ 協定5者とPPA事業における役割

ストラン「ポンテベッキオ」

③シカ肉を使ったメインディッシュ
②食事会で使われた食材

23
TEL

15

①杉本敬三さん(左)と山根大助さん(右)

右手は親指を立てて体の前に
出します。その前で開いた左
手を下に向けて水平に円を描
きます。

24

14
①

リニューアル♪

大江山の鬼伝説をアニメに

31

京都北都
信用金庫
返済
エネルギー料金の
支払い

福知山市

プラスソーシャル
インベストメント
株式会社

60

大江山の鬼退治絵巻をモチーフにしたWEB動

11月4日㈭の第1回会議では、法律、福祉、医
療、介護、金融などの団体が参加し、権利擁護
に向けた役割を確認しました。

11

今月の
ワンポイント
手話
11

指文字の
「え」
FAX

22

②
③

FAX

ふくちやまトピックス
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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。
④

②
③

①
⑥

⑤

11

14

⑦

①林の中では、
訓練用交戦装置を装着した隊員らが戦
闘訓練。 ②③敵が進攻中の地域で、
第七普通科連隊
が取り残された民間人を車ごと避難させながら、
敵の
進攻を阻止するという設定で行われ、
参加者は避難す
る民間人役。入口では検問があり、
はじまりから臨場感
たっぷり。 ④⑤⑥参加者の車のすぐそばで、戦車や
隊員らの模擬戦闘。ラジオから戦闘の実況が流れてい
ました。 ⑦訓練後の福知山駐屯地の皆さん。

陸自史上初

ドライブ・イン・コンバット

車のそばを、自衛隊員や車両が駆け抜ける

新しい時代の訓練展示

長田野演習場で、陸上自衛隊福知山駐屯地が訓練展示「ドライブ・イン・コンバッ
ト」を開催しました。これは、ドライブ・イン・シアターのように車の中から戦闘訓練
展示を見学できるもので、全国から6倍もの倍率で当選した参加者40組が、車窓から迫
力と臨場感あふれる新しい形の訓練展示に息を飲みました。
この企画は、陸上自衛隊でも初の試み。コロナ禍で様々なイベントが中止になる中で、
「感染対策をしながらでも、日々の訓練の成果を見てもらう方法を」と福知山駐屯地の
皆さんが考え、企画しました。
福知山駐屯地の皆さんは、「いつもの記念行事とは異なりますが、今回は演技ではな
く、普段の訓練に近い姿を見ていただけました。参加者を車に乗ったまま演習場にお招
きすることは、演出だけではなく、大規模避難の演習としても価値があったと思いま
す」と話していました。

11

22

これからも共に、幸せを生きる
市民憲章制定30周年記念式典を開催

“幸せを生きる”福知山市市民憲章が制定30周年を迎えたこ
とを記念し、市民憲章推進協議会が市民交流プラザふくちやま
で式典を開催しました。出席した大橋一夫市長は、「まちづく
りの主役は市民の皆さんです。これからも共に、魅力あるまち
づくりを進めていきたい」とあいさつを述べました。

11

13

移住者が語る夜久野ライフ
夜久野まち協が移住者交流会を開催

夜久野みらいまちづくり協議会が、宮カフェで「第4回新しい
風移住者交流会」を開催しました。最近、夜久野地域に移住した
9人が参加し、移住のきっかけや夜久野の魅力を語り合いました。
「野生のシカに驚いた」「近所の皆さんがやさしい」など、それ
ぞれ夜久野での新生活を楽しんでいる様子でした。

コロナ禍だからこそ、できることを
ⓒ KYOTO P.S.

11
③

28

②

①ゴールゲートをくぐる武田翔大さんと、出迎える小林祐梨子さん・川内鴻輝さんと彩
さん ②子どもたちと体育館内を走る小林祐梨子さん。小林さんは子どもたちに走る
楽しさや、楽しみながらできるトレーニングを伝授しました。 ③脚の回転を速くするト
レーニング。参加した加藤優羽さんは
「楽しかったし、少し早くなった気がする。これから
も楽しく練習できそう」
と満足気に話していました。 ④⑤川内鴻輝さんと26人の市民
が、
秋の色に染まった市内を走りました。

11

23

福知山マラソン

①

11

28

地域の防災の要となるために
自主防災リーダー養成講座（初級）を開催

各自治会から29人が参加し、自主防災組織の中心となる自
主防災リーダーの役割を学びました。バールや油圧ジャッキで
家屋の下敷きになった人を救出する訓練や起震車で阪神・淡路
大震災の揺れも体験。参加者は「自分だけで救出せず、周りの
人に指示をすることの難しさを感じた」と話していました。

2年連続オンライン開催

オリンピアン小林祐梨子さんや、川内鴻輝さんらがランナーを出迎え

11
④

かわうちこう き

回大会で優勝した川内鴻輝さんが駆け付け、ランナーたちを労いました。
たけ だ しょう た
オンラインマラソンには合計604人がエントリー。参加した武田翔大さんは、「好きなとき

に好きなだけ走れるオンラインマラソンは健康づくりになるし参加しやすい。コツコツ走れま
した」と笑顔で話していました。
同日、小林さんが子どもたちに早く走るコツを教えるランニング教室や、集まった市民らが
川内さんと走る市内ランニングでも盛り上がりました。
Fukuchiyama 2022. 1

12シーズン振りの昇格にスタジアム湧く

本市とホームタウンの協定を結んでいるサッカーチーム「京都
サンガF.C.」が、12シーズンぶりにＪ１リーグに昇格しました。本
市は、京都サンガF.C.の活動を通じて、スポーツ振興や地域コ
ミュニティの活性化を図るため、令和元年よりホームタウンのひ
とつとなっています。

オンライン開催となった福知山マラソンでは、福知山駅北口公園にゴールゲートが設置され、
こ ばやし ゆ り こ
参加者たちが続々ゴール。この日は、北京オリンピックに出場した小 林 祐梨子さんや、前々

15

京都サンガ F.C. が J 1 昇格

⑤

29

オレンジに染まる城と紅葉
児童虐待防止推進月間でライトアップ

本市では、子ども虐待防止運動のシンボル“オレンジリボ
ン”にちなみ、11月8日〜30日の間、福知山城をオレンジ城
にライトアップしました。
今年度はじめて開催したもので、紅葉した木々と相まって、
福知山城はいつもよりもやさしく、あたたかい雰囲気をまとっ
ていました。
2022. 1 Fukuchiyama
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市、府民税の申告
Q

よくある質問

申告が必要な人はだれですか

【市役所での申告が必要でない場合】
◦

Q

申告書はどこにありますか

Q

郵送で提出したいのですが

市民税・府民税申告書様式は市役所、各支所で配
付しているほか、市ホームページでもダウンロードできま
す。

市民税・府民税の申告書は、郵送で提出できます。
昨年度に市民税・府民税を申告した人には、1月下旬
に本市から令和4年度の申告書と返信用封筒を送付しま
す。 感染症予防の点からも、できる限り郵送での申告
にご協力ください。

税の申告受付
が始まります
令和３年分の確定申告と、令和４年度分の住民税申告を
受け付けます。
税務課（ TEL 24-7024・ FAX 23-6537)
問

前年の1月から12月までの間に収入がなかった
人
遺 族年金、障害年金などの非課税年金のみを受
給している人
前 年の1月から12月までの間に収入があった人
で、下記の【市役所での申告が必要でない場合】
に該当しない人
上記に該当する場合は、申告が必要です。また、以
下の場合は市役所での申告は不要です。

２月16日（水）～３月15日（火）

確定申告・住民税申告の受付方法が大きく変わります

税務署に確定申告書を提出する場合

昨年度まで…

◦ 勤 務先で年末調整を受けていて、他に所得がない場
合

控除に変更がない場合

令和4年度分から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の控除期間を１３年間とする特例が延
長され、令和３年１月１日～令和４年１２月３１日までに入
居した人が対象となりました。

セルフメディケーション税制の見直し

特定配当等や特定株式等譲渡所得金
額の申告手続きの簡素化

来庁は申告時のみの 1 回に

予約期間

電話で
予約専用

０７７３－2４－７８１２

（受付時間：9：00〜17：00）

※予約は希望日の前日まで
※混 み合うことが予想されますので、可能な人は
インターネットでの予約にご協力ください。

※右の二次元コードからもアクセス

できます。

市、府民税の申告相談・受付
市役所 2 階税務課

会場内の混雑緩和のため、税務署の確定申告会場には入場整理
券が必要です。整理券は会場で当日配布しますが、LINEでの事前
発行も可能です。なお、整理券の配布状況によっては、後日の来場
をお願いする場合があります。

2月1日（火）8:30 ～ 3月15日（火）17:00

市ホームページから予約し
てください。

ところ

e-Taxの利用には、マイナンバーカードか税務署で発行したＩＤ・パ
スワードのいずれかが必要です。
e-Taxが利用できない場合でも、国税庁ホームページで作成した申
告書を印刷し、郵送などで税務署に提出することができます。
右図の二次元コードやインターネット検索から国税庁ホームページに
アクセスし、自宅からの申告をご検討ください。

Fukuchiyama 2022. 1

整理券の受取と申告、2 回の来庁が必要

インターネットで

個人住民税での 「特定配当等及び特定株式等譲渡
所得金額」 にかかる所得の全部を申告不要とする場合
に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが
完結できるよう、令和３年分の確定申告書から個人住
民税にかかる附記事項が追加されました。

自宅からのe-Tax（電子申告）や
郵送での申告書提出にご協力を

17

都合の良い日、時間を選べるように

インターネットや電話での事前予約制となります。窓口での予約受付は行いません。

所得税の申告 ～福知山税務署からのお知らせ～

2 月 16 日（水）～ 3 月 15 日（火）
相談受付時間 ９時～ 16 時

当日分のみの受付

予約方法

セルフメディケーション税制の手続きの簡素化を図っ
た上で、適用期限を５年延長します。

福知山税務署
申告書作成会場の開設期間

インターネットと電話で事前予約

整理券配布での当日受付のみ

◦ 公 的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている

住宅借入金等特別控除（住宅ローン
控除）の特例の延長など

今年度より、本市で受け付けた確定申告書は電子
データで税務署に提出します。このため、本市が
申請者の利用者識別番号を使用し、代理で電子申
告することとなりますので、ご了承ください。

相談日

時間

2 月 16 日（水）～ 3 月 15 日（火）

夜久野支所

2 月 21 日（月）、2 月 22 日（火）、3 月 2 日（水） 完全
予約制
2 月 17 日（木）、2 月 18 日（金）、3 月 1 日（火）

大江支所

2 月 24 日（木）、2 月 25 日（金）、3 月 3 日（木）

三和支所

問合せ先
℡ 24-7024
℡ 58-3002
℡ 37-1106
℡ 56-1103

その他
青色申告・住宅ローン
控除の確定申告・譲渡
所得の申告は、税務署
に提出してください。

【当日に申告をしたい場合】 インターネットでのみ予約を受け付けます。予約画面に表示される予約日時、到達番号、
問合せ番号を窓口で提示してください。提示がない場合は相談・受付はできません。翌日以降の予約となります。

申告に必要なもの
◦
◦

 個人番号カード」または「マイナンバー通知
「
カードと本人確認書類」
前年分の収入が確認できる書類

(給与や公的年金の源泉徴収票、個人年金の支払証明書、
報酬などの支払調書など）

◦
◦

農業・事業所得のある人は完成済みの収支内訳書

（お持ちでない場合受付できないことがあります。）

各種所得控除を受けるために必要な書類

(医療費控除の明細書、国民年金・生命保険・地震保険料
などの控除証明書（原本）、障害者手帳、学生証など)
2022. 1 Fukuchiyama
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くらしの掲示板

くらしの掲示板

在宅介護をしている人が対象

今年度20歳になる人へ

介護者支援金を支給

問

2月1日を基準日として、要介護4または5と判定され、
その状態が6か月以上継続している65歳以上の人を在
宅で常時介護している人に、介護者支援金を支給します。
【支給金額】3万円
※年度1回のみ。昨年7月の申請で受給した人は、対象
となりません。
【対象要件】介護者および要介護者を含む世帯全員が
非課税であること
【申請期間】2月1日（火）～ 15日（火）
【申請方法】所定の申請書を高齢者福祉課または各支所
窓口相談係へ提出。申請書は市ホームページからもダウ
ンロードできます。
高齢者福祉課（ TEL 24-7072・ FAX 22-9073)

予防接種の再接種費用を助成

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。
自営業 者、学生などは第1号被保険者に、会社員、
公務員は第2号被保険者
（厚生年金・共済組合に加入）に、
第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険
者になります。
20歳になった人（第1号被保険者のみ）には、概ね2
週間以内に日本年金機構から国民年金に加入したこと
をお知らせするパンフレットや国民年金保険料納付書な
どが送られます。
なお、学生や職に就いていないことから収入が少な
く、国民年金保険料の納付が難しい場合は「学生納付
特例制度」
「保険料免除・納付猶予制度」がありますので、
申請手続きをしてください。
国民年金は、老後の所得保障だけでなく、病気やけ
がで重い障害が残ったときなど、思いがけない人生の
「万一」もサポートします。
舞鶴年金事務所（ TEL 0773-78-1165）・保険年金課
問

骨髄移植などで、
獲得した免疫を失った20歳未満の人へ

20歳になったら国民年金

( TEL 24-7057・ FAX 23-6537)

骨髄移植などで、過去に接種した定期予防接種の予
防効果が期待できないと医師の診断をうけた20歳未満
の人に対して、感染症予防と経済的負担の軽減のため、
再接種にかかる費用を助成します。
接種前に申請手続きをしてください。
子ども政策室（ TEL 24-7055・ FAX 23-7011）
問

京都歯科サービスセンター北部診療所

障害のある人の歯科診療

本市には、一般の歯科医院での治療が困難な障害の
ある人向けの歯科診療施設「京都歯科サービスセンター
北部診療所（厚中問屋町）」があります。
診療時間は、毎週水・木曜日13時~16時です。
診察を希望する場合は、診療時間内に同センター（ TEL
問

24-8020・ FAX 24-9020）へ予約してください。

障害者福祉課（ TEL 24-7017・ FAX 22-9073）

税理士による
確定申告書の書き方などの無料相談
ところ

相談日

時間

問合せ先

市民交流プラザふくちやま（※）

2 月３日（木）
、4 日（金）

℡ 22-3178

福知山商工会議所

2 月 16 日（水）
、22 日（火）

℡ 22-2108

福知山納税協会

2 月 16 日（水）、17 日（木）

福知山市商工会大江本所

2 月 16 日（水）

福知山市商工会夜久野支所

2 月 17 日（木）

福知山市商工会三和支所

2 月 18 日（金）

９時 30 分〜
12 時、
13 時〜 16 時
（受付は 15 時
30 分まで）

℡ 22-2369
℡ 56-5151
℡ 37-0001

・新たに消費税の課税事
業者になった人もご利用
ください。
・土地、建物、株式など
の譲渡所得については、
福知山税務署にご相談く
ださい。

※上記の会場では、申告書の提出のみの受付は行いません。提出のみの人は、直接、または郵送で税務署に提出してください。

確定申告をする人へ

確定申告の社会保険料控除・医療費控除
■社会保険料控除に利用できる
保険料の納付額を記載したハガキを発送

■医療費控除明細書に使用できる
医療費のお知らせを発送

【送付時期】1月下旬
国民健康保険料は 「納付額のお知らせ」を、後期
高齢者医療保険料・介護保険料は 「確定申告用納付
済確認書」を送付します。
※公的年金からの 「引きさり」（特別徴収）の人には
発送しません。日本年金機構などから送付される公的
年金の源泉徴収票をご確認ください。
■問い合わせ先
国民健康保険：保険年金課国保係（ TEL 24-7019）

後期高齢者医療：保険年金課高齢者医療係（ TEL 24-

7018）
介護保険：高齢者福祉課介護保険係（ TEL 24-7013）

【送付時期】
▶国民健康保険に加入している人
令和3年１月～１１月受診分…２月上旬
令和3年１２月受診分…３月上旬
▶後期高齢者医療保険に加入している人
令和3年１月～１0月受診分…２月上旬
令和3年分の確定申告の医療費控除は、令和３年１
月から令和３年１２月までの受診分が対象です。 確定申
告の医療費控除に医療費のお知らせを利用する場合、
届いた医療費のお知らせに記載のない受診分について
は、医療機関の領収書をもとに明細書を作成して追加、
または医療費のお知らせに手書きで追記するなどしてく
ださい。

広告

★新規入会キャンペーン★ 初年度年会費 無料

２月 １日（火）
２月１５日（火）

いずれも

午後１：３０～３：００

公益社団法人 福知山市シルバー人材センター
〒620-0051
福知山市昭和新町 162 番地
電話０７７３－２３－７６７７
【京都労働局委託事業】高齢者活躍人材確保育成事業

Fukuchiyama 2022. 1

※市民交流プラザふくち
やま会場は、還付申告者
向けの会場となります。

℡ 58-3667

入会説明会
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健康になるための！

知っ得シリーズ

くらしの掲示板

115

Part
Part

来年度に入学予定の児童生徒の保護者が対象

就学援助制度（入学前支給）

★けんこウサギちゃんの「ちょこっとトレーニング」★
①両足で立った状態で、
かかとを上げよう。
②ゆっくりとかかとを下ろそう。
10～20回繰り返すよ★
10〜20回繰り返すよ★
1日2～3セットチャレンジ
1日2〜3セットチャレンジ
してみよう♪

ふくらはぎの筋力を
つける体操

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！

今日から始める高血圧予防 〜ストレス編〜
おさらい★

どうして高血圧になるの？どうしたら防げるの？

【運動不足】 【偏った食事】

【ストレス】

生活習慣の見直しが重要！

・食生活（減塩、野菜を意識して食べる）
・適度に運動して、筋力を維持
・ストレスと上手に付き合う など
若い頃からの生活習慣の影響で、血圧が高くなる！
血管に負担がかかり、脳や心臓などの大きな病気に
つながる！

今月はこれ！自分に合った
ストレス解消法を見つけましょう♪

ストレスをためない生活の工夫を

生活リズムの
見直し
食事や就寝・起床
の時間を一定に保
ちましょう。

食生活の
見直し

質の良い
睡眠

食事はバランス良く。家族や
友人と楽しく食事をすること
もストレス解消に役立ちます。

照明を消す、寝る前はリラックスタ
イムをつくるなど、安眠できる環境
を整えましょう。
プライベートな時間を少しでも確保し、
趣味や日課を楽しみましょう。

趣味や
日課を
楽しむ

〈例〉・半身浴 ・自然に触れる
・楽しいテレビを観る
・軽い運動をする

イベント・教室のご案内
適塩イベント 予約不要
日時：1 月 22 日（土）10 時〜 13 時
場所：三ツ丸ストア駅南店
内容：クイズ（景品あり）、展示、栄養士による相談

お口から始める健口生活
日時：1 月 19 日（水）13 時 30 分〜 15 時 30 分
場所：ハピネスふくちやま 2 階
対象：69 歳までの市民 10 人（抽選） 申込：中央

『認知症について正しく知り楽しく予防しよう！』
65歳以上の介護が必要となった原因の上位となる認知症。
体操なども交えながら、楽しく学びましょう。

日時：1月25日㈫ 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

ミニミニ健康講座のお知らせ！！

◎中央保健福祉センター
（ 23-2788・ 23-5998）
◎東部保健福祉センター
（ 58-2090・ 58-3013）
◎西部保健福祉センター
（ 37-1234・ 37-5002）
◎北部保健福祉センター
（ 56-2620・ 56-2018）

就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な市
立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒
の保護者に対し、就学に必要な学用品などの経費を援
助するものです。
令和4年４月に小学校や中学校に入学予定の児童生
徒の保護者で、下記の要件に該当する人には、新入学
学用品費を入学前に支給します。
【対象】同一生計の世帯員の年間合計所得額が教育長
の示す基準額以下の世帯であること
（令和４年度 認定所得基準額 単位：円）
世帯人数

基準額

世帯人数

基準額

2人

1,431,000

5人

2,856,000

3人

2,058,000

6人

3,391,000

4人

2,402,000

7人

3,926,000

※令和２年中の所得で審査します。
※該当者には上記金額に加え、家賃加算・ひとり親加算・
障害者加算があります。

【所得基準以外の受給要件】
（１）現在、次のいずれか

の措置を同一生計の所得者全員が受けている人（生活
保護を停止または廃止された人、市民税が非課税また
は減免された人、個人事業税が減免された人、固定資
産税が減免された人、国民年金保険料が減免された人、
国民健康保険料が減免または猶予された人、児童扶養
手当の支給を受けている人、日雇労働被保険者手帳を
有する日雇労働者の人） （２）世帯の収入状況が令和
３年以降に大きく変わった人
※生活保護を受けている人は対象となりません。 生活
保護から入学準備金が支給されます。
【申請】１月31日（月）まで
新小学校１年生は学校教育課へ
新中学校１年生は申請時に在学する小学校へ
※申請書は市役所および在学校から配布
【支給額】３月下旬に振り込み
新小学校１年生 ５1,060円
新中学校１年生 60,000円
※入学までに市外へ転出する場合、私立中学校に入学
する場合は、全額返還となります。
その他の詳細は、学校教育課（ TEL 24-7062・ FAX 244880）まで

2

ラインで子育て情報配信中 !

月の

ふくちやま子育て
応援サイト→

子育て行事

なかよしひろば

三和子育て支援センター

TEL 58-4580・FAX 58-3005

時間:いずれも10時~11時30分

イベント

開催日

場所

定員

申込

●講座「タッチセラピー」ねんね児対象

2 月 8 日㈫

三和子育て支援センター

8 組（先着）

要

●講座「交通安全教室」

2 月 15 日㈫

三和子育て支援センター

8 組（先着）

要

ふれあいひろば

2/15「交通安全教室」は、大江「交通安全教室」
（11/26開催）とどちらか１つのみ参加可。

夜久野子育て支援センター TEL 37-1107・FAX 37-0189

時間:いずれも10時~11時30分

イベント

開催日

場所

定員

申込

●ひよっこクラブ

2 月 3 日㈭

夜久野子育て支援センタープレイルーム

6 組（先着）

要

●ふれあい交流

2 月 17 日㈭

夜久野子育て支援センタープレイルーム

6 組（先着）

要

きらきらひろば

大江子育て支援センター

TEL・FAX 56-0990

時間:いずれも10時~11時30分

イベント

開催日

場所

定員

申込

●親子ふれあいあそび

2 月 4 日㈮

大江子育て支援センタープレイルーム

8 組（先着）

要

●春のお楽しみ会準備会

2 月 18 日㈮

大江子育て支援センタープレイルーム

8 組（先着）

要

●親子体操

2 月 25 日㈮

大江子育て支援センタープレイルーム

8 組（先着）

要

※「春のお楽しみ会準備会」は、三和「春のお楽しみ会準備会・春のお楽しみ会」
（3/8・3/15開催）・夜久野「お楽しみ会」
（3/10開催）のいずれか１つのみ参加可。

おひさまひろば 

おひさまと風の子サロン

TEL 23-5722・FAX 45-6066

時間:いずれも10時30分~11時15分

イベント

開催日

場所

定員

申込

●冬のあそびを楽しもう

2 月 3 日㈭

武道館柔道場

40 組（先着）

不要

◦行事カレンダーや予約開始日は市ホームページにも掲載しています。 ◦イベントに関するお問い合わせは、各ひろばへお願いします。
■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 子育てコンシェルジュ（ TEL 24-7055・ FAX 23-7011）まで
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申

費

定

対

イベント・催し

・

点を展示

日㈰まで

新春企画「羽子板展」
時１月
所治水記念館
内羽子板約
問治水記念館（

２００）

日㈰

４
-

点を展示。

日㈮～１月

第 回福知山市
佐藤太清賞公募美術展
時１月
所厚生会館
内入賞・入選作品
問文化・スポーツ振興課（

７-０３３・

分～

日㈰

６-５３７）

ヒューマンフェスタ
時１月

時

７
- ０２

㈪までに入場券を郵送。
問人権推進室（

１・

６
- ５３７）

日㈮までに健康医療

他保育希望は申込時に連絡を
申１月

課（
２
- ７ ８ ８・
５９９８）へ

１
- ７９７）

申福知山市商工会（

１５１・
- 経済講演会
時２月 日㈭

５
-

第

＆スパ

男女共同参画社会の実現に

時

時～

時

せ がわゆきひろ

所ホテルロイヤルヒル福知山

は

講長谷川幸洋さん（ジャーナ

リスト）

時～

所ハピネスふくちやま
定 １００人（要事前予約）

日㈰

テあなたが活躍できる地域づ
申福 知 山 商 工 会 議 所（

６
- ５３０）

２１０８・
いくやま

のか～
たけやすひで こ

講竹安栄子さん（京都女子大

くり～なぜ女性の力が重要な

時２月

分

三 段 池 ＲＡＶＩＨＯＵＳＥ
植物園のイベント
向 け、「 あ な た が 変 わ る と 家
テ激動の日本経済、これから

時２月

時

回はばたきフェスティバル

６- ６１７・
６
- ６２９
■２月の植物観察会

族も変わる、そして社会を変
どうなる？

分～

日㈯
える」
をテーマに開催します。

９時
内自然科学協力員と早春に咲

日㈭までに電話また

く草木を観察
申２月

はファクスで
■雪割草展
日㈯～３月６日㈰
学学長）
日本でただ一人のプロなわ

時２月

生山ヒジキさんの
なわとび教室

費大人３３０円、４歳～中学

オープニング落語／お気楽亭お
とびプレイヤーから、なわと

き らくてい

生１６０円（入園料）
けらさん（落語ボランティア）

■春の洋ラン展
びを教わります。
日㈰

人（先着順）

申１月

日㈮までに電話や

費５００円

定

（保護者同伴）
対市内の小学生

所三段池公園総合体育館

分～

時

他手話・要約筆記・赤外線補

日㈰

時２月

日㈮～

所ハピネスふくちやま

日㈭までに要予約
７
- ０２

時

時１月

２・
時２月１日㈫

時

-

その他

日㈪８時

修理再生品の展示販売

分～

時）

広告

時（ 土 日 は 第 １・３ 日

時２月１日㈫～

分～
曜の８時
点

場 環境パーク・リサイクルプラザ
内家具類
対市内在住・在勤の人（中学生以

下の人は、保護者の同意が必要）

時～
ファクスなどで、住所・氏名・

分

２０２２年新春経営講演会

６
- ５３７）

申人権推進室（

は２月

聴システムあり・保育ルーム

内冬咲きの洋ランを展示。育

て方の相談も。

『ドクター・ドリトル』
内映画

日㈪まで（必着）に、

定１５０人

の上映など
申１月

高血圧・減塩について学ぶ教室

講座・教室

と明記し、代表者の氏名・年
時２月４日㈮

ヒューマンフェスタ参加希望
齢・住所・電話番号・参加人
所ハピネスふくちやま

分

申同 プ ラ ザ に 備 え 付 け の 申 込

時
学 年・ 保 護 者 名・ 電 話 番 号 を

用 紙 で。 希 望 者 多 数 の 場 合 は

分～
テ感性コミュニケーション～

市民体育館なわとび教室係

時

所ハピネスふくちやま

男女脳差理解による交渉力ア

数（４人まで）と参加者の氏
名・ 年 齢 ま た は 学 年 を 記 載
内保健師、栄養士、食生活改

万円（５

支給されるものです。

【支給内容】 額面

人権擁護委員は、地域の人

【請求期限】 令和５ 年３月
日まで

【支給対象者】 戦没者など

法律で定められた順位の先順

位者１名（公務扶助料や遺族

年金などを受給している人が
いない場合に限る）

【申請窓口】 社会福祉課ま
たは各支所
※時間に余裕を持って来庁し
てください。一度で手続きが
終了しない場合もありますの
で、ご了承ください。申請に

７・

４
- ８８１）

問生 活 環 境 課 （

１
- ８２

決定し、封書などで通知します。

抽選で３月 １日㈫に購入者を

し、メールかはがきで人権推
４
- ６５７）へ

３
-５

（市スポーツ協会
こ

田・１期目）

定１００人（要事前予約）

感性リサーチ代表取締役）

ほ

ップ講座～

人（抽選）

くろかわ い

善推進員の話、減塩モニター
（希望者）など
５７・

対

講黒川伊保子さん（株式会社

進 室（
・〒６ ２０
jinken@
８
- ５０１ （住所記載不
要）福知山市役所人権推進
定

歳までの市民

日

室）へ。当選者には１月

人、申告書類が届かない人は
まと ば わたる

的 場 渡 さ ん（ 夜 久 野 町 高

申告漏れ、申告誤りの課税
から人権相談を受けたり、人

連絡してください。

１月１日現在で市内に事業
に際しては、申告した年度だ
権に関する啓発活動を行った

償却資産（固定資産税）
の申告は１月 日まで
用の資産を所有している、ま
けでなく、資産を取得した年

りする民間ボランティアです。 の 死 亡 当 時 の ご 遺 族 の う ち、

年償還の記名国債）

たは市内の事業所に償却資産
の翌年度まで遡及し、最大５

２・

などのご遺族に特別弔慰金が

弔慰の意を表すため、戦没者

いをいたし、国として改めて

なった戦没者の尊い犠牲に思

我が国の平和と繁栄の礎と

戦没者等の遺族に対する特
別 弔 慰 金の手 続 き は お 済 み
ですか？

６
- ５３７）

問人権推進室（

年を限度に課税することにな
ります。

岡 田 壽 仁 さ ん（ 三 和 町 中

７
- ０２

を賃貸している個人または法

内・１期目）

法務省の YouTube チャンネルで、ヘイトスピーチをテーマとした

TEL

７
- ０８

必要な書類などはお問合せく
ださい。
６
- ６１０）

問社会福祉課（

８・

１月 日は文化財防火デー
文化財は郷土の貴重な財産
です。火災や震災などからみ
んなで守り、大切に保存しま
しょう。
日㈯
時

分

【文化財消防訓練】
時１月

時～
ようめい じ

５
-１

所永明寺（字牧２８２番地）

１
- １１９）

問消防署予防課（

１９・

22
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TEL

56

TEL

22

お互いを認め合い、人権を尊重しあえる関係を築きまし
ょう。
25

夜久野小学校 2 年生

45
23

15
許さない」
という意識を持つことが重要です。

たからもの

56

FAX

ヘイトスピーチをなくすために、
まずは理解を深め、
「ヘイトスピーチを

みんなのいのちは
だいじだよ

FAX

10

15

FAX

人は、
償却資産
（固定資産税）
の申告が必要です。
《郵送する場合》

京

業務課・償却資産

京都府庁旧本館２階

〒６２０ ８
- ５７０
京都市上京区下立売通新町西入薮
ノ内町
都地方税機構
担当
（ ０７５ ４
- １４ ４
- ５ ０ ３・
０７５ ４
- １１ １
- ５１１）
《直接提出する場合》
〒６０２ ８
- ０５４
京都市上京区出水通油小路東入丁
子風呂町１０４ ２
- 京都府庁西
京都地方税機構 申告

別館４階
センター

７
問税務課（
- ０ ２５ ・
６
- ５３７）へ

月中旬に申告書類などを送付

出・４期目）
かきさか ち よ

FAX

TEL

30

■償却資産の対象例

１月

人権擁護委員の委嘱

令和４年１月１日付けで法

しています。申告書類が届い

植村泰興さん（堀・３期目）

問

23

このような言動は、人の尊厳を破壊し、言われている人々の心を傷
のヘイトスピーチが問題になっています。

22
TEL

24

TEL

費

申告期限
償却資産申告書に

日㈪

申告方法
記入し、京都地方税機構へ提

た 人 は、 資 産 の 増 減 が な い、

柿坂千代さん（前田・２期
かばよしみつ

うえ だ ひろやす

15
22

六人部小学校 2 年生

30

子ども政策室（ TEL 24-７０５５・FAX２３-７０１１)

募

問

期

償却資産がない、市内での事

目）

おか だ とし ひと

務大臣より委嘱されました。

業を廃業・休止した場合でも

蒲善光さん（堀・１期目）

うえむらやすおき

そ の 旨 を 届 け 出 て く だ さ い。

上田博康さん（夜久野町額

23-6537）

22
FAX

22

29

FAX

えがおだよ

24

ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な

「ヘイトスピーチ」
という言葉を聞いたことはありますか？

22

ヘイトスピーチは決してあってはならないものです。

●「生きる権利」
防げる病気などで命を奪われないこと
病気やけがをしたら治療を受けられること
●「育つ権利」
教育を受け、休んだり遊んだりできること
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことが
できること
●「守られる権利」
あらゆる種類の虐待や搾取（子どもの自由を奪うこと）な
どから守られること
●「参加する権利」
自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくった
り、自由な活動ができること

す。

26

14

子どもは、
「将来を担う社会の宝物」です。子どもが一人
の人格として尊重され、子ども同士、いろいろな世代、地
域の人々とつながり関わっていけるよう、地域全体で子ども
を見守り、声をかけ合いましょう。そして、お互いを尊重し、
感謝する心を育み、安心して暮らせるまちをつくっていきま
しょう。
子育てに関するご相談は、
「子育て総合相談窓口」まで、
いつでもご連絡ください。

日本では、
TEL 集団で在日韓国・朝鮮人に対して攻撃的な言動などを繰
24
り返すデモが社会問題となりました。
また最近では、インターネット上
世界中すべての子どもたちは、大人や国から守られなが
ら幸せに成長する権利を持っています。 その権利を定めた
ものが、子どもの基本的人権を保障するための国際条約「子
どもの権利条約」です。

TEL

また、新たに事業を開始した

出。昨年申告した人には、

TEL

テ

定

対

講

内

他

所 申

時

持

24

マスクのなかも
みえるかな

TEL

言動のことです。
例えば、特定の国の出身の人々に対して
「日本から出
23
ていけ」というような言葉で攻撃することがヘイトスピーチにあたりま

みんな、子どもの権利を
もっている
「子どもの権利条約」

人権

FAX

24-7021・

15 69
FAX

23

FAX

シリーズ

12

令和3年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

23
つけるだけでなく、社会に偏見や差別を広げる極めて深刻な問題です。
こうしたなか、平成 28 年 6 月 3 日に、
「本邦外出身者に対する不当
31
な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピー
チ解消法）」が施行されました。

24
理容・美容いす、洗面設備、消毒殺菌設備、
サインポールなど
理容・美容業

門扉、塀、緑化設備等の外構工事、受変
電設備など
不動産貸付業

テーブル、いす、厨房設備、冷凍冷蔵庫、
カラオケセットなど
料理飲食業

ブルドーザー、パワーショベル、フォーク
リフト、大型特殊自動車など
建設業

人権推進室（

31

医（歯科）業、 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニッ
獣医業
ト、ベッド、調剤機器など

31

令和3年度 人権と平和に関する標語 応募作品より
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23

28
12

23 28

27

TEL

14
13
40

30

FAX

15

24

30 16
14

20

13
TEL

30

17

FAX

TEL

22

30

10
20

17

22
動画が公開されています。ぜひご覧ください。

23

24

FAX

15

23

16

30 12
10
15

FAX

23

12
27

TEL

68

22

FAX

20
FAX

22

13

19

30 30

12
25

TEL

16
14

21

24

13
パソコン、コピー機、応接セット、看板、広告塔、
舗装路面、駐車場設備、太陽光発電設備など
通

Information

持ち物

共

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

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

ちょ

と よ と み ひ で よ し

名

和
館

の

と

じ ん ぶ つ

かたな が

豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩りの
連絡が来ました。 詐欺でしょうか？
れ ん ら く

き

さ

れき し

ジャンル＝歴史

ちょ

象

内

容

10：30 ～ 1歳6か月児〜 絵本の読みきかせ（15分程度）

3日㈭

①10：30 ～
②11：15 ～

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】

①10：30 ～
4日㈮
②11：15 ～

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）

①10：30 ～
9日㈬
②11：00 ～
24日㈭
③11：30 ～

4か月児〜
2歳

ブックスタートボランティア「いない
いない ばあ」さんによる絵本の読
みきかせなど（入替制、10分程度）

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）

納 付 の お 知らせ

前日までに生活環境課へ

納期限日：1 月 31 日㈪

問 生活環境課
（ TEL 22-1827・ FAX 22-4881）

教

室

名

内

容

発泡スチロールで木目込み
（お雛さん）
を作ろう

募集人数
（先着）

受講料

６人

300円

ホームウェアー
（袖あり）
を作ろう

６人

300円

1月26日㈬
10：00〜
5組まで

10日㈭

布教室

チューリップハット
（ゴム入り）
を作ろう

６人

300円

16日㈬

ガラス教室

ステンドグラス片ですてきなペンダントを作ろう
※製作品の引き取りは、翌日以降

４人

500円

18日㈮

布教室

帯地でバッグ
（まち付）
を作ろう

６人

300円

21日㈪

布教室

ホームウェアー
（袖なし）
を作ろう

６人

300円

24日㈭

裂き織り教室

素敵な壁掛け
（ポケット付き）
を作ろう

４人

300円

2月10日㈭
10：00〜
4組まで

28日㈪

牛乳パック教室

座り心地の良い座椅子(大)を
作ろう

６人

300円

1月号に掲載している情報は、12月20日
㈪時点の情報です。掲載しているイベント・
行事などは、新型コロナウイルス感染症の
感染状況などによって中止・延期になる場合
があります。最新の情報は、市ホームページ
で確認いただくか、各担当部署へお問合せ
ください。
イベント・行事に参加する際は、参加前の
自宅での検温／マスクの着用／手指の消毒
など基本的な感染対策にご協力をお願いし
ます。また、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。

1月27日㈭
10：00〜
各回5組まで
1月25日㈫
10：00〜
各回3組まで

絵本の読みきかせ・ふれあい
あそびなど（20分程度）

1月26日㈬
10：00〜
6組まで

大
分

おはなし会

17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）

2月3日㈭
10：00〜
8組まで

外
科

連絡先

TEL：58-4715 FAX：58-4716
TEL 兼 FAX：56-1017

◇国民健康保険料・介護保険料８期（普通徴収）
◇後期高齢者医療保険料７期（普通徴収）
◇市府民税４期（普通徴収）
■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）
■税務課市民税係（ TEL 24-7024）
■代表 FAX 23-6537

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

11月末現在の人口・世帯数

（税込）

★人

口／76,576人 （+18）
男／37,836人 （+23）
女／38,740人 （−5）
★世帯数／36,482世帯
（+21）

（税込）

（税込）

※
（

（税込）

）
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。

●休日当番医
（2月）
内 科・小児科

乳幼児

Fukuchiyama 2022. 1

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 1月20日㈭午前８時30分から各教室の

布教室

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

25

■市内の指定引取場所（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）
㈱ファーストライン
℡ 0773-20-1930

７日㈪

10：30 ～

◆三 和 分 館
◆大 江 分 館

カンちゃん パソコンはどうしたらいいん？

申込開始日

9日㈬

TEL：22-3225 FAX：22-7118
TEL 兼 FAX：37-1066

■パソコン宅配便回収サービス
リネットジャパンリサイクル㈱ ℡ 0570-085-800

布教室

おはなし会

◆中 央 館
◆夜久野分館

カンちゃん 了解！

ビンちゃん 指定袋に入りきるなら出せるで。 でも、フロ
ン類が入った除湿器とか冷水機とかは、フロ
ンを漏らさず回収せんとあかんで、直接環境
パークへ持ち込んでほしいんやって。

２日㈬

夜久野
分 館
江
館

ビンちゃん ちなみに家電でも、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・
エアコンなどは、環境パークでは引き取って
もらえへんで。 買ったお店や買い替え先のお
店で引き取ってもらうか、リサイクル券を買っ
て、指定引取場所へ持って行くんやで。

開催日

ネットで予約

えほんのへや
【わかばクラス】

25日㈮

ビンちゃん 環境パークは、家庭から出る小型家電の資源
化に取り組んでるから、持っていったら有料
で引き取ってくれるで。

※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

できるようになったよ！

2日㈬

おはなし会

カンちゃん パソコンの処分は急いでるから、宅配便でお
願いしてみるわ。除湿器はフロン入っとるで、
時間ある時に環境パークへ持って行くわ。

2 月 リサイクルプラザ
体験教室

中央館のおはなし会が

対

カンちゃん 引っ越しで家の片付けをしてたら、使わん家
電が出てきて処分したいんやけど、どうした
らええんやろ？

げんとうしゃ

著＝スエヒロ（幻冬舎）

有名な歴史のエピソードを通販レビューや SNS など
のパロディで紹介。昨年話題になった「謀反のお知
らせはがき」 の作者・スエヒロさんの作品集。

き

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

生活環境課（ TEL 22-1827・FAX 22-4881）

ビンちゃん パソコンも直接環境パークに持ち込むか、宅
配便での回収サービスがあるで利用してみて。

ぎ

参加費

の巻
「小型家電はどうやって処分するの？」

カンちゃん でも、持って行く時間がないんよなぁ。 ごみ
ステーションに出すのでは、ダメなんかな？

せいぶんどうしんこうしゃ

おはなしのひろば

ブックスタート
ボランティアによる
読みきかせ体験

三
分

な

オーちゃん

中央館

事

な

プリンにパフェ、クリームソーダなど、レトロな雰囲
気を楽しみながら味わえる名店を紹介する。空想
旅行にも好適な一冊。

●期間中の返却は返却ポストをご利用
ください。
●中央館のみ、期間中新聞閲覧コー
ナーを設置します。
ところ 市民交流プラザふくちやま３階
じかん １０時～１７時

行

り

京都編

著＝難波 里奈（誠文堂新光社）

電子図書館導入に伴うシステムメン
テナンス、蔵書点検のため、上記の期
間臨時休館します。
ご不便をおかけしますが、
ご理解を
お願いします。

ところ

なん ば

へ ん

費

ジャンル＝グルメ

きょう と

募集人数
メール

問

純喫茶とあまいもの

【三和・夜久野・大江分館】
１月１８日㈫
２月２４日㈭

2

さ

募

じゅん き っ

テ

！

【中央館】
１月１８日㈫
２月１５日㈫～１８日㈮

定

今月の
テーマ

エコは了解

1 月のおすすめ図書
展示テーマ こたつでのんびり読み初め

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

カンちゃんとビンちゃんの

臨時休館のお知らせ
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇

対

講

内

所 申

日時
その他

他

持ち物

時

持

記号の意味

休日急患診療所
9：00 〜 12：00 6日 11日 13日 20日 23日 27日
（北本町二区 TEL22-4128） 13：30 〜 17：30 （日）（金祝）（日） （日）（水祝）（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。

福知山市民病院

（厚中問屋町 TEL22-2101）

京都ルネス病院

（西本町 TEL22-3550）

0：00 〜 24：00

6日

0：00 〜 24：00

令和3年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「あいつコロナになったらしいよ。」とウワサ話せずに、思いやりの気持ちを持とう

13日

（日）

上豊富小学校 3 年生

23日

（日）

11日

（金祝）

（水祝）

20日

（日）

27日

（日）

2022. 1 Fukuchiyama
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2 月・相談あんない

シリーズ

区分

福知山の文化財
収蔵資料紹介 

「琴柱形石製品」
福知山市教育委員会

人権

こと じ がたせきせいひん

所蔵

心配ごと相談

健康
福祉

琴柱形石製品は、その形が

琴の弦の下に配置して、琴の

音階を調整する琴柱に似てい

ることからその名がつけられ

た古墳時代の石製装飾品です。

被葬者の副葬品として４世紀

から５世紀にかけての古墳か

ら出土することが多いのです

が、出土数は限られ、大変珍

しいものです。その用途は解

明されていませんが、杖の装

飾品であるとの意見もありま

す。

本市内では前田の小松ヶ丘

はち が たに

団地南の丘陵上に位置する

八ヶ谷古墳（５世紀前半）か

ら４点が出土しています。いずれもＹ字形を

呈し、緑色の滑石でつくられています。その

大きさは高さ３・６㎝ から３・３㎝ 内に収ま

る小さなものですが、そのうち写真①の３点

は本体中程を境として幅の広い２つの溝を彫

貫通している穴

今月のプレゼント
図書券500円分

３名様

クイズ 10ページを読んで〇〇に入る文字をお答えください。

子育て

………………………

問１

問２

今月の「広報ふくちやま」でよかった、ためになった、おもし
ろかった記事とその理由を教えてください。

くらし

アンケート

今月の「広報ふくちやま」をきっかけに行動したこと、しよう
と思っていることがあれば教えてください。

▲

応募方法

1月27日(木) 締切（消印有効）

①クイズの答え ②郵便番号・住所 ③名前（ふりがな）④年齢 ⑤電話
番号 ⑥アンケートの回答 を書いて、下記の方法でご応募ください。
右下の二次元コードからも回答できます。

< メール > hisyo@city.fukuchiyama.lg.jp
件名を「広報１月号クイズ」としてください。
※個人情報は賞品の発送にのみ使用します。※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。※応募は一人一通まで。
※お寄せいただいたご意見やご感想は、匿名で広報誌やホームページなどに掲載することがあります。
※アンケートやご意見の内容は抽選に影響しません。
12 月号のクイズの答えは「空き缶」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

行政・法律

< ハ ガ キ > 〒620-8501（住所記載不要）
福知山市秘書広報課「広報１月号クイズ」係

日（曜日）
28日㈪
10日㈭
15日㈫
21日㈪
10日㈭・24日㈭

時
間
13：00〜16：00

7日㈪

17：30〜19：00

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。

男性のための電話相談

琴柱形石製品

誰ひとり取り残さない防災を目指して開催
〇〇のあり方推進シンポジウム

▲

Fukuchiyama 2022. 1

写真②

ク イ ズ に 正 解 し、 ア ン
ケートに答えていただい
た人の中から抽選でプレ
ゼントが当たります。

クイズ ＆
アンケート
▲


27

り、上・中・下三帯に分け、各帯に１～２条

あけましておめでとうございます。本
年も『広報ふくちやま』をよろしくお
願いいたします。／今月号の特集は、
地元ゆかりの高校 生・大学生と一 緒
に作成しました。ほとんどの方が経験
したであろう“通学路”をテーマに、
福知山の今と昔を振り返る企画です。
「あ〜、そういえばあったよね」「へ
〜、そんな場所があったんだ」と楽し
んでいただけたら幸いです。／学生た
ちが 市民の皆さんに呼びかけた「通
学路の思い出エピソード募集」では、
たくさんのエピ ソードをお寄せいた
だき、ありがとうございました。／私
は世代も学区もちがったので、
“岸本
ガード”の存在は知りませんでした。
でも、子どもながらにかつての福知山
駅周辺は道が狭く、不便に感じていた
ことは覚えています。昔の写真を見る
と、地方駅らしい風情があったなぁと
も思いますが、今はもう無くなってい
るからそう思うのでしょう。／今回、
特集を作った学生たちは、前の駅自体
を知らない世代です。この特集がなけ
れば振り返ることもなかったかもしれ
ません。みんなで考え、導き出してく
れた企画。素敵な特集になりました。
みんなありがとう！
（吉良）

の線を刻み、下部中央から分岐部に向けて穴

（編集後記）

が貫通しています。どれも非常に丁寧に加工

されており、当時の加工技術の高さに驚かさ

れますが、その用途が謎であるところが非常

に気になるところで、今後の研究に期待した

いところです。

なお、この八ヶ谷古墳出土の琴柱形石製品

は１月 日㈫から２月８日㈫まで図書館中央

館２階で展示します。ぜひご覧ください。

FAX
23


問文化・スポーツ振興課

（ -7065・ -6537）

TEL
24

談

女性相談
写真①

25

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。

※前日までに要予約。一人30分。

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
電話相談

場・○
問 北部保健福祉センター TEL56-2620 FAX56-2018
○
8日㈫
場・○
問 東部保健福祉センター TEL58-2090 FAX58-3013
9日㈬
13：30〜15：30 ○
定例健康相談
場
問 西部保健福祉センター TEL37-1234 FAX37-5002
15日㈫
○・○
栄養相談
場・○
問 中央保健福祉センター TEL23-2788 FAX23-5998
22日㈫
9：30〜11：00 ○
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
22日㈫
13：30〜15：30 中丹西保健所
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
13：00〜15：00
身体障害者相談
6日㈰
総合福祉会館
障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
13：00〜14：40
24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
精神障害者相談
9日㈬・23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
4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
3日㈭
10：15〜15：45
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
17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／電話で日本年金機構ナビダイヤル（予約専用TEL0570-05-4890)まで
9日㈬
大江支所内・大江子育て支援センター
親と子の健康相談
17日㈭
10：00〜11：00 東部保健福祉センター
子ども政策室 TEL24-7055 FAX23-7011
夜久野支所内・夜久野子育て支援センター
18日㈮
子育て総合相談窓口
月〜金（祝日を除く） 8：30〜17：15 ハピネスふくちやま
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
農地・農政相談
10日㈭
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
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
税務相談
16日㈬
場・○
問 京都府福知山地域総務防災課 TEL22-3901 FAX23-8242
9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
犯罪被害電話相談
月・木（祝日を除く） 12：00〜16：00 ○
※要事前予約
ひきこもり相談
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
10日㈭
大江町総合会館
大 江 支 所 TEL56-1101 FAX56-2018
9：00〜12：00
15日㈫
三和支所
三 和 支 所 TEL58-3001 FAX58-3013
行政相談
16日㈬
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
9：00〜12：00 夜久野ふれあいプラザ
夜久野支所 TEL37-1101 FAX37-5002
21日㈪
司法書士法律・登記相談
10日㈭
13：00〜16：00
行政書士相談
24日㈭
市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
25日㈮
12：30〜16：30
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
25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

場＝場所 ◯
問＝問い合わせ先 ◯
社協 ＝社会福祉協議会
◯
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広報

福知山駅にあった扇状車庫と転車台
（大地洋次郎さん提供)

2022年1月号 第1108号
令和4年1月6日発行

の駅としては狭く不便になって
いった。
増改築を繰り返したものの、
思い切った改築が望まれ、昭和
年（１９５４）、駅前広場の
拡張工事とともに近代的な駅舎
へと生まれ変わった。駅前にも
近代的なビルが並ぶようになり、
駅前はますます発展していった。
しかし、自動車が普及し、国
道沿いの発展が進むと、新たな
多くの人が行き交う
問題が浮かび上がった。
わたしたちのまちの玄関口
広大な福知山駅が市街地の北

と南を分断し、往来の不便さや
現在の福知山駅は南北の通り
踏切での慢性的な交通渋滞を生
抜けが可能になり、利便性はぐ
むようになり、まちの一体的な
っと高まった。
発展を阻んでいたのだ。
延べ６・１キロメートルに及
今のままでは均衡のとれた都
ぶ線路が高架になり、もとあっ
市の発展は難しいと、昭和 年
た９つの踏切はすべて廃止。市
（１９８３）、京都府と市が連
街地の南北をつなぐ４本の道路
携し、線路の高架化と駅周辺の
が新たに整備され、往来もとて
大規模な整備構想がまとまった。 も便利になった。
平成 年（２０１４）まで、
駅には昨年から自動改札が導
約 年間に渡る大事業となった。 入され、切符を買わずに電車に
乗れるようにもなった。
便利になった一方、岸本ガー

ドや女学校下踏切など、なくな
った場所も多い。
しかし、姿は変わっても駅は

福知山駅周辺地区編』
、『同

駅南地区編』

絶えず、行き交う人々を見守っ
ている。

年の歩み』、『区画整理誌

※「広報ふくちやま」の表記は、
新聞表記基準に準じています
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福知山駅の始まり
福知山駅ができたのは、明治
年（１９０４）。福知山駅と
新舞鶴駅（現在の東舞鶴駅）間
の鉄道開通に伴い、開業した。
当時は日露の対立が激化。同
年（１９０１）、舞鶴に海軍
の鎮守府が設置され、大阪と舞
鶴間の物資輸送のため、鉄道建
設が急がれていた。すでに開業
していた大阪駅から福知山南口
駅（今は廃止・現在の内田町付
近）までの阪鶴鉄道（Ｊ Ｒ福知
山線の前身）と接続し、大阪舞
鶴間の鉄道線が完成した。
同 年（１９１０）に園部駅
から綾部駅間、同 年（１９１
２）に福知山駅から和田山駅間
が開通、大正 年（１９２３）
には福知山と大江を結ぶ北丹鉄
道が開業した。駅舎の南側には

その存在感を強めていった。

広大な機関区が広がり、福知山
駅は鉄道の重要な拠点として、

扇状車庫や転車台などを擁する

12

時代とともに変わる駅

現在の駅舎は平成17年（２００５）に開業。駅
舎は、福知山城の白壁と福知山踊りの編み笠
をモチーフにデザインされた。南口には、かつ
て実際に使われていた転車台と蒸気機関車が
移設展示されている。

■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

第四巻』、『福知山市

58

平成10年
（上）
と同14年
（下）
の駅前

43

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

50

45

参考文献：『福知山市史

26

37

34

多くの人が行き交うようにな
り、次第に福知山駅は、結節点

29

32

昭和37年の福知山駅

高架になる前の福知山駅周辺。駅を境に北側
（右）
と南側
（左）
で
まちの様相が異なっている。南北の往来は線路が狭まった場所
に設置された踏切か歩行者用地下通路を通るしかなかった。

福知山駅
昭和36年の福知山駅前

人と歴史が行き交う北近畿の玄関口
昭和20年ごろの福知山駅前

福を知る
明治40年ごろの福知山駅
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