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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

がんばろう、福知山！
京都工芸繊維大学福知山キャンパス開講！
事業棚卸しって、公開事業検証ってなんだ？

いがいと！
福知山を
着よう。
アンドラフ

撮影協力：andraﬀ

避難指示（緊急）

1分
（5秒休止）
・1分
（5秒休止）
……

災害に負けないで下さい！

午前9時00分

微力ながら応援させていただきます！

3回目

問

この他にも、たくさんのご支援をいただいています！

10秒
（5秒休止）
・10秒
（5秒休止）
……

大変な目に遭われてご苦労でしょうが︑
希望を持って前を向いてくださいね︒
被災家屋の復旧作業など

避難勧告

度重なる水害で本当に胸が痛いですが︑
山と川に囲まれた福知山の

めには︑市民の皆さん自らも︑

災害ボランティアのみなさん

午前8時45分

美しい街を愛しています︒

に運用が始まりました︒気象

いざという時に備えていただ

災害ゴミ処理、被災家屋調査

2回目

頑張れ福知山！

その爪痕は深く︑床上・床
庁は︑警報の発表基準をはる

道路や農地などの復旧経費な

くことが重要です︒今年お配

長岡京市、京田辺市、京丹後市、
木津川市、朝来市

避難準備・高齢者等
避難開始

度重なる水害で疲弊なさっていると思います︒
また遊びに行った際は元気な福知山を見たいです︒

下浸水などの住家被害が１０
かに超える大雨などが予想さ

どについての補正予算が承認

りした﹃総合防災ハザードマ

被災家屋調査、家屋消毒など

午前8時30分

福知山大好きです！

６５棟︑道路被災は３３３か
れ ︑ 重 大な災 害が起こるおそ

されました︒補正予算には︑

ップ﹄で住んでいる地域の危

長崎県島原市（姉妹都市）

1回目

雨が降る度に︑不安になる事と思います︒
今は離れていますが︑生まれ育った私の故郷福知山︒
頑張ってらっしゃるのは充分承知しています︒
ご無理なさらないで！

所︑河川被害は２０３か所︑
れが 著 し く 高 まり ︑極 めて 危

これまでの災害復旧支援策に

険性をもう一度確認し︑﹁い

災害ゴミ処理、家屋消毒、健康訪問調査、
農林災害現地調査、防災重点ため池点検など

避難情報

望しました︒

命を守る心構えを
年７月豪雨では︑西

農地の冠水は７０２ヘクター
険 な 状 況にある 場 合に﹁ 特 別

加え︑今回は特に昨年の災害

つ﹂︑﹁どこへ逃げるのか﹂を

京都府

時 間

甚大な被害をもたらした
平成 年７月豪雨
７月５日から８日にかけて︑
平成
日本の広範囲で﹁大雨特別警

西日本では記録的な大雨とな
りました︒本市でも︑アメダ
報﹂が発表されました︒本市
以来２度目です︒

では平成 年９月の台風 号

ス福知山では 時間降水量が
観測史上１位を記録し︑市内
各地で浸水や土砂崩れによる
特別警報は︑平成 年８月

ルにおよび︑市内事業所も多

警報﹂を発表し︑最大級の警戒

被害が相次ぎました︒

数被害を受けるなど︑甚大な

を呼びかけます︒直ちに命を守
る行動をとることが必要です︒

ものでした︒︵※被害状況は

全国で２００人を超える犠
牲者を出した７月豪雨︒自然

に続いて被災した皆さんなど

平成

年７月豪雨により

年７ 月 豪 雨 は ︑ 西 日

よりお礼申し上げます︒
一夫

援をいただきましたこと︑心

らも義援金などの温かいご支

さらには︑全国の皆さまか

のご支援をいただきました︒

多くのボランティアの皆さま

県域を超えた多くの市町村や︑

をはじめ︑近隣の自治体・府

また︑国・府や災害協定市

に取り組んでいます︒

再建できるよう︑全力で支援

さまが︑一日でも早く生活を

た︒本市では︑被災された皆

合わせ︑立ち上がってきまし

の都度︑市民の皆さまと力を

水害に見舞われています︒そ

本 市 は 過 去 ６ 年 で ４回 も の

申し上げます︒

れた皆さまに心よりお見舞い

害をもたらしました︒被災さ

や店舗︑農地などに大きな被

降らせ︑本市でも多くの家屋

本の広範囲で記録的な大雨を

平成

心よりお見舞い申し上げます

被災された皆さまに

30

福知山市長 大橋

問

訓練日：8月29日（水） 午前11時

７月 日時点︶
７月 日に開かれた市議会
臨時会では︑被災者の生活再

に対しての支援策の新設︑拡

考えておいてください︒雨の

建を支援していくための経費︑ の脅威から自分の身を守るた

充を盛り込んでいます︒

多い季節はまだはじまったば

危機管理室（ TEL 24-7503・ FAX 23-6537）

防災重点ため池点検

10秒
（15秒休止）
・10秒
（15秒休止）
……

近畿農政局（農林水産省）

サイレン吹鳴

TEC FORCE による災害調査

とき：9月2日（日）

近畿地方整備局（国土交通省）

今年も、各地域で地域防災訓練が実施されますので、積極的に参加しましょう！
また、訓練当日は、情報伝達訓練としてサイレン吹鳴や防災行政無線による放送を行うとともに、市内にいる
皆さんの携帯電話（ドコモ、KDDI、ソフトバンク、ワイモバイルに限る）に緊急速報メールを配信しますので、
お間違えのないよう十分にご注意してください。
なお、福知山市地域防災訓練（由良川河川敷グラウンドで実施する訓練）は実施しません。
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また︑大橋市長は国や府に

さい。

18

かりです︒最大限の注意を払

ラジオも起動しますので、起動確認をしてくだ

25

対し︑由良川流域の治水対策

されます。ＦＭ緊急告知防災ラジオや防災行政

受付期間 9 月 28 日㈮まで
受付場所 市役所会計室と各支所の窓口で現金の受付
を行います。そのほか、金融機関の指定口座への振込
も受け付けています。
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、下記へお
問い合わせください。
会計室（ TEL 24-7010・ FAX 22-6119）
防災行政無線の自動起動による訓練放送が実施

25

いましょう︒

〜地域の防災訓練に参加しましょう〜

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で災害支援寄附をして
いただいたみなさんからの応援メッセージを、一部紹介します。
48

のさらなる推進などを緊急要

災害時にあせらないために

全国から応援メッセージが届いています

30

30

被災者義援金を受け付けています

弾道ミサイルなどに備えた
Ｊアラートによる訓練

30

がんばろう、福知山！
23

20

ここから加速する。大学新時代。

京都工芸繊維大学 福知 山キャンパス、今秋開講！
工科系大学キャンパス
本格始動
旧福知山女子高校舎の改修も一応終わり︑
福知山公立大学の隣で新しい姿を見せてい
ま す ︒ ２０ １６ 年 ４月 に ス タ ー ト し た 地 域
の学生が︑いよいよこ
創生 Tech Program
の９月末からこの福知山キャンパスを拠点
としてインターンシップや地域企業などか
らいただいたプロジェクト課題を行う授業
に取り組みます︒この地が︑永続的に近畿
北部の﹁知の拠点﹂となり︑地域社会︑産
業に新風を吹き込む核となることを願って
おり︑この場で学んだ学生諸氏が風を起こ
年後の福知山が楽しみです︒

﹁知の拠点﹂としての役割
本市は︑福知山公立大学と京都工芸
繊維大学福知山キャンパスを北近畿の
地域創生を牽引する﹁知の拠点﹂とし
て位置づけ︑地域を担う人材育成︑若
者の定着︑産業振興︑地域活性化を目
指しています︒

福知山キャンパス
開学までの歩み
年

京都工芸繊維大学は︑平成 年４月
に本市︑平成

月に福知山公立大

学と包括協定を結んで以来︑市内での
工芸美術展の開催や地元高等学校との
工学デザインに関する連携などに取り
また︑福知山公立大学﹁まちかど

組んでいます︒
キャンパス﹃吹風舎﹄﹂の設計を︑京
都工芸繊維大学の教員︑学生が手がけ
るなど２大学の連携も進めています︒
そして平成 年９月︑旧福知山女子
高等学校跡地を学舎に︑いよいよ地域

プログラム

が開講し︑約 名
創生 Tech Program
の学生が︑福知山キャンパスで学ぶこ
ととなります︒
テック

の総定員は 名で︑３年次
Program
前期まで京都市内の松ヶ崎キャンパス

﹂
ムとして﹁地域創生 Tech Program
を 開 設 し て い ま す ︒ 地 域 創 生 Tech

育プログラムに︑学部共通プログラ

め︑工芸科学部の７ つの専門課程教

きる国際高度専門技術者を育成するた

科学技術で地域の課題を解決︑寄与で

グローバルな視野を持って︑工学・

地域創生 Tech Program
とは

30

す原動力となることを期待しています︒
年後︑

27

学長

森迫 清貴

会となっているためにも︑福知山公立大学

12

京都工芸繊維大学

とともに頑張っていきたいと思っています︒
よろしくお願いします︒

問

28

30

きよたか
もりさこ

わが国がバランスのとれた持続性のある社

20

などで教養教育や各専門課程教育を受
けた後︑３年次後期からは福知山キャ
ンパスを拠点として︑京都北部企業な
どでのインターンシップと地域企業な
どから提供された課題に専門横断型グ
ループで取り組むプロジェクトを実施
します︒
学生は︑１年次から京都府北部地域
の実情に触れ︑自らの目で観察し︑考
え︑行動する力を身につけていきま
す︒毎年夏には北部７市町の自治体ご
とに設定された課題に取り組む﹁地域
課題導入セミナー﹂を開催し︑本市で
は﹁やくの木と漆の館﹂で丹波漆の振
興策について研究を行います︒
このように京都工芸繊維大学は高度
な専門知識を持ちつつ地域に根ざした
理工系人材の育成を通じて︑これから
も福知山や京都府北部に貢献していき
ます︒
■詳細は京都工芸繊維大学のＨＰをご
覧ください︒
http://www.kit.ac.jp
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30

10

大学政策課（ TEL 24-7039・ FAX 23-6537）

事業棚卸しって、公 開事業検証ってなんだ!?
福知山市では事業棚卸しを実施しています
ことについて棚卸しで指摘を受け
て︑平成 年度からは市が把握し
ている情報に基づいて対象世帯を

事業棚卸しって？
事業棚卸しとは︑本市が行う事
把握し︑減免を適用するように制
本市ではすべての事業を対象

業の目的や目標を確認し︑もっと
などを検証することです︒検証の
︵一般管理事業などを除く︶とし

度の見直しを行っています︒

結果を受けて次年度の予算編成を
年度から実施しており︑

て平成
今年度は約４００事業の棚卸しを
予定しています︒

公開事業検証って？
公開事業検証とは︑市民生活に
関わりの深い事業を抽出して︑事

以降の子どもを通わせている保護

たとえば︑保育所などに第３子
識者などの視点から事業を検証し

コーディネーターを招き︑外部有

で︑当日は事業評価の経験豊富な

業棚卸しを公開して実施するもの

者の経済的負担の軽減を実施する
ます︒

が受けられない可能性があること

保護者が申告し忘れた場合に減免

保護者からの申告が必要でしたが︑

善点が明らかとなることが事業改

公開の場で本市の事業の課題や改

を求められることもありますが︑

事業のあり方や実施方法の見直し

検証の結果︑厳しい意見を受け︑

や︑申告が遅れることで保育料の
善の原動力となります︒

公開事業検証へ行こう
市民のみなさんに公開事業検証
に来ていただき︑市の事業を知っ
ていただくことで︑市が果たすべ
き役割を再確認し︑必要な改革を

比率という指標をご存知ですか？

たとえば︑みなさんは経常収支

す︒この機会に市役所がどのよう

込み不要・出入り自由で実施しま

公開事業検証は完全公開・申し

進めていきたいと考えています︒

経常収支比率は︑毎年必ずかか

な業務をしているのかちょっと見
ぜひお気軽にご参加ください︒

る費用が︑使い道が限定されず自
してどれくらいあるかを見る指標

みなさんのお越しをお待ちしてい

にきてみませんか？
で︑数値が低いほど財政に余裕が

ます︒
・８％︒
スポーツ合宿補助事業、移住定住促進事業、ふ

年度では

・７％

るさと納税推進事業、地場産農産物推進事業など、

数値が︑平成

府内の類似団体の平均は

であることから︑本市の財政がか
なり硬直化していることがわかり
ます︒

問

（ TEL 24-7030・ FAX 23-6537）

こうした状況に対して︑支出を

市民交流プラザふくちやま

あるということになります︒この

由に使える収入︵一般財源︶に対

なぜ事業検証が必要なの？

参加します︒

効果判定をする﹁市民判定人﹂も

聴いて︑市の事業に対する意見や

今年度は︑事業検証での議論を

還付などの事務処理が生じている

は︑昨年度までは減免対象となる

事業︵多子世帯保育料軽減事業︶で

棚卸しでなにをするの？

が期待できます︒

善方法が明らかになるという効果

担当部署では気づかない課題や改

の客観的な視点が加わることで︑

事業検証では︑外部有識者など

進めていきます︒

効果的・効率的なやり方はないか

30

28

９月１日㈯ 午前９時〜午後５時（予定）

時 所 内

経営戦略課

削減するために一律に事業費を
カットしたり︑廃止したりするの
ではなく︑事業棚卸しを実施する
ことで︑貴重な予算の効果的・効
率的な執行を図っています︒一つ
ひとつの事業を紐解き︑効果が上
がる事業にするため︑仕組みを変
えたり︑削減したり︑廃止したり︑
中には増額しているものもありま
す︒

全13事業を完全公開で検証します。

93 96
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平成30年度公開事業検証

28

なんのために
やるの？
り方が
もっと良いや
い？
あるんじゃな
この事業、
本当に必要？
って？
財政が厳しい
もそも
市役所ってそ
の？
なにやってる

それは、このまちの未 来を考えること。

イベントピックアップ

イベントピックアップ

EVENT PICKUP!

EVENT PICKUP!

福知山ドッコイセまつり

ふみ よ

みわ夏まつり

こうの史代

三和町の夏を彩る

放送中のテレビドラマ『この世界の片隅に』の原作者であり、本市在住の

ビッグイベント！
！

漫画家・こうの史代さんの展覧会を開催。豊かな知識と想像力で様々な傑

ライブコンサート

作を生みだしてきたこうのさんの作品の中から、『ぼおるぺん古事記』、

やビンゴゲーム大

『平凡倶楽部』の原画や制作資料など60点以上を展示します。また、この

会、花火大会など

夏、こうのさんの作品や関連資料の展示を市内数か所で開催。まち歩きを

で盛り上がります！

しながら楽しみませんか？

原画展

時 所 費

８月23日㈭〜９月19日㈬
佐藤太清記念美術館（内記一丁目）
入館料 大人210円 小・中学生100円

福知山の夏といえば、やっぱり福知山踊り！
おどり連募集中！飛び入り参加も大歓迎！

時 内 定 問

ワークショップ「まんがの古事記であそぶ」

時 所 内

広小路商店街（中ノ）
※25日は福知山駅北口公園（駅前町）

8月14日㈫

ドッコイセまつり踊り練習会

午後５時30分〜

申

８月26日㈰ 午後１時30分〜３時30分
まんが「ぼおるぺん古事記」のふきだしにセリフをつくります。
15人
無料（入館料は別途必要）
電話にて受付
佐藤太清記念美術館（ TEL ・ FAX 23-2316）

夜

費

時 所

15日にはドッコイセ子ども大会も開催！
８月14日㈫〜16日㈭・24日㈮・25日㈯

ぼおるぺん古事記・平凡倶楽部

時 所 問

三和荘（三和町寺尾）

© こうの史代／平凡社

「テレキャスバンド」
によるライブコンサート鉄道模

８月6日㈪、9日㈭ 午後7時〜

型電動カー
「こども乗車会」
や夜店、花火大会など
問

福知山市商工会館（中ノ）

みわ夏まつり実行委員会事務局

福知山ドッコイセまつり実行委員会事務局

（三和地域協議会 TEL 58-4130・ FAX 58-4180）

（福知山商工会議所内 TEL 22-2108・ FAX 23-6530）

三和荘（ TEL 58-3717）

ポロシャツができました

夜久野高原

音の和・人の輪・自然との和

玄武岩コンサート

屋外ステージイベントやミニト

音響効果抜群！や

レインなど楽しいイベントが

くの玄武岩公園の

いっぱい！今年のゲストは、は

柱状節理をバック

なわさんが登場！
！

に、自然の醍醐味

時

一緒に着ませんか？

やくの高原まつり

８月25日㈯ 午後4時〜9時

9月8日㈯

午後9時

やくの高原芝生広場
（ドライブ

やくの玄武岩公園（夜久野町小倉）

インやくの横）
・道の駅農匠の郷

楽市楽座（模擬店）、太鼓、ダンス、

やくの（夜久野町平野）
いがいなステキに
出会えるまち

fukuchiyamasurprising

fukuchiyamasurprising

楽市楽座、うまいもの通り（模擬店）、福知山警

ジャズコンサート ほか

他

いがいなステキに
出会えるまち

道の駅農匠の郷やくのからコンサート会場まで

問

察署ブース、ミニトレイン（26日のみ） ほか
やくの高原まつり実行委員会事務局

いがいなステキに
出会えるまち

fukuchiyamasurprising

シャトルバスを運行

問

いがいと！スマートホワイト

ときめき会（ TEL 090-1893-9311）

（ TEL 090-6820-5774・ FAX 38-0966）

いがいと！さわやかブラック

いがいなステキに
出会えるまち

いがいなステキに
出会えるまち

fukuchiyamasurprising

fukuchiyamasurprising

くの一武道大会丹波福知山の段

（昨年のコンサートの様子）

所 内

午後3時〜10時

内

使いやすさ重視の5カラー！
きっちり見えるボタンダウン仕様！
吸汗速乾機能を備えた
綿ポロ混の鹿の子生地！
サイズはSS〜5Lまで！

所

本市のシティプロモーションのブランドメッセージ「いがいと！ 福知山」ポロシャツを作成しました！
まちの魅力発信のため職員有志が業務で着用しています。
まちの魅力をデザインに落とし込んだオリジナルポロシャツを着て、一緒に福知山をＰＲしませんか？

サート！

午前10時〜

時

26日㈰

を体感できるコン

忍者体験＆福知山城宝探し
忍者体験と宝探しに参加しよう！（予約不要）

■購入方法

購入申込書（ホームページに掲示）に必要事項を記入し、
半月毎の受注生産

※色によってはメーカー在庫がなくなり次第
販売終了します。

（TEL22-2303・FAX22-8783)
■販 売 店 マルシゲスポーツ（字内記71）
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第2期受注締切り
第3期受注締切り
第4期受注締切り
第5期受注締切り

8月15日㈬→受取 8月31日㈮
8月31日㈮→受取 9月15日㈯
9月15日㈯→受取 9月30日㈰
9月30日㈰→受取10月15日㈪

問 秘書広報課（ TEL 24-7000・ FAX 24-7023)

９月１日㈯
【忍者体験コーナー（ゴム手裏剣）】午前10時〜正午
【福知山城宝探し】午後３時〜（予定）
所 問

代金を添えて、直接下記販売店へお持ちください。
■販売方法

ウンカイレッド

ホシゾラネイビー

1,620円（税込）

時

サトヤマグリーン

■販売価格

福知山城公園（内記一丁目）
まちづくり推進課（ TEL 24-9174・ FAX 23-6537）

2018. 8 Fukuchiyama
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あなたが写っていたら、写真（Ｌ判）1枚差し上げます

FUKUCHIYAMA TOPICS

竜王戦のおやつメニューに掲載！

丹波くりスイーツ
アイディアコンテストを開催

丹波くりの産地であり︑多種

多様なスイーツ店が充実した

﹁スイーツのまち﹂でもある福

食
文化

時 9月10日㈪

障害を知り︑共に幸せを生きる

あいサポーター研修

福祉

あいサポーター研修を開催

多様な障害の特性︑障害のある人が困っ

ていること︑障害のある人への必要な配慮

などを理解し︑日常生活でちょっとした手

助けや配慮を実践していく〝あいサポー

ター〟の活動を通じて︑誰もが暮らしやす

い地域社会︵共生社会︶をみなさんと一緒

につくっていく〝あいサポート運動〟を始

めました︒あいサポーターの輪を広げてい

くためにあいサポーター研修を実施します︒

また︑企業・団体向け出前講座も依頼に

訪問期間中は︑雲仙・普賢

事前に障害者福祉課へ連絡のうえ︑研修申

島原城や武家屋敷など城下

岳噴火災害犠牲者追悼の碑へ

応じて随時実施します︒希望する場合は︑

町の風情が残り︑湧水がわく

の献花や市内観光で︑歴史︑

35

込書を提出してください︒

水の都﹁長崎県島原市﹂︒情

風土に触れながらまちの魅力

姉妹都市提携 周年記念

緒ある島原市と福知山市は︑

を体感し︑また︑島原市民の

交流

島原市友好親善訪問の旅へ

姉妹都市提携を結んで今年で

みなさんとの交流会も行いま

す︒みなさんのご参加をお待

︵秘書広報課︶

ちしています︒

福知山城と城下町をめぐる「福知山の自然遺産体験ツアー城下町
編 お城と由良川さんぽ」が開催されました。参加した約20人が、
自然科学協力員などのレクチャーを受けながら、由良川と城下町
周辺の自然や地形的特長、明智光秀が残したとされる藪
（通称：明
智藪）に住む野鳥、明智光秀が福知山に城下町を築いた意図、その
後の福知山が由良川の水運で発展したことなどを、メモを取りな
がら熱心に聞いていました。

周年を迎えました︒

明智光秀が築いた城下町をぶらり

周年を記念しこの秋︑島

6・9

原市への友好親善訪問の旅を

実施します︒

ふくちやまドッ恋セリポーター
市公式フェイスブックページで情報発信中！

35

知山を発信していくため︑丹波

あおい

35

くりを使ったオリジナルスイー

り

ツのアイディアコンテストを開

か

催！審査員は︑６月にふくちや

ゆ

まドッコイセ大使に就任した杉

の

本敬三シェフがつとめ︑丹波く

た

りと福知山の魅力を発信するス

は

福知山城で開催された企画展『明智秀満と光秀−新出 明智秀満書
状 初公開−』では、新たに見つかった明智秀満の書状が初公開さ
れていました。秀満は、武勇に優れ、光秀から福知山城の城代を任さ
れていた重臣です。書状は、秀満が地方豪族に宛てたもので、由良川
の漁業権に関することが書かれおり、現在の大江町で鮭を獲ってい
たことを示す福知山の郷土史上において重要な資料です。

人目の入館者となった、親子で訪れた波多野友香里さんと葵ちゃ
んに花束と記念品を贈呈しました。月に数回図書館を利用してい
るという波多野さん。「子どもが絵本が好きなので、よく来てい
ます。『おはなしのへや』ではお友だちと交流もできるのが、と
ても魅力です」と話していました。

イーツの開発を目指します︒優

6月12日午前11時ごろ、図書館中央館の入館者が延べ100万人
に到達し、館内でセレモニーが行われました。記念すべき100万

秀作品は販路拡大の支援をする

図書館の入館者が100万人を突破！

11

【参加資格】
プロ部門 京都府内および兵庫県但馬・丹波地域
で和洋菓子製造および販売に従事して
いる人
学生部門 専門学生、大学生、
高校生、
中学生
【応募締切】 ９月14日㈮
【応募方法】 応募用紙に必要事項を記入し、作品の
写真を添付して直接、郵送、ファクス、またはメールで
下記へ提出。用紙は窓口、
ホームページなどから。
問 スイーツフェスティバル実行委員会
（産業観光課内 TEL 24-7076・ FAX 23-6537
メール sankan@city.fukuchiyama.lg.jp）

あけ ち ひでみつ

6・12

ほか︑ 月の竜王戦福知山城対

明智光秀の重臣・明智秀満の書状を初公開

局のおやつメニューにも掲載さ

6・2

れる予定です︒

まちの話題 PHOTO SNAP

①午後2時〜3時20分
時 11月17日㈯〜18日㈰
（1泊2日）

にこすけさんの６月20日の記事を紹介！

夜久野 ホタルの乱舞
ホタルの飛び交う、とても幻想的な風景をリポート！夜久野みら
いまちづくり協議会と一緒に下夜久野地区のホタルを調査した際
に撮影したそうです。こんなにたくさんのホタルが飛んでいる、
すばらしい環境を守っていきたいですね。
ふくちやまドッ恋セリポーターは、現在7人が活動中！
いいねやシェアで、まちの魅力を拡散しよう！！
https://www.facebook.com/fukuchiyama.kyoto/
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6・30 明智光秀の基礎を学ぶ連続講座がスタート
明智光秀を主人公にした大河ドラマの放送決定を受け、
「明智光秀
の基礎を学ぶ連続講座」
がスタート。第1回となったこの日は、丹後

バス・飛行機・フェリー利用予定
対 市内在住・在勤・在学の人
定 ８０人
（先着順）

よし の けん いち

郷土資料館学芸員の吉野健一さんを講師にむかえ、明智光秀とそ
ほそかわふじたか

の盟友細川藤孝について、定員いっぱいの50名の参加者が熱心に
受講しました。図書館には明智光秀についての本がたくさんあり
ます。福知山ゆかりの戦国武将・明智光秀について学び、みんなで
光秀ムードを盛り上げていきましょう。

費 46,500円
（4〜5人1室利用の場合）
申・問 電話などで㈱日本旅行TiS福知

へ
山支店
（ TEL 23-8631・FAX 23-8637）

②午後7時〜8時20分
※いずれかにご参加ください。
所 ハピネスふくちやま
申 住所、
氏名、連絡先、希望時間をファクス、
メール、郵送また

は電話で９月３日㈪までに障害者福祉課へ。手話通訳または
要約筆記が必要な人は合わせてご連絡ください。
問 障害者福祉課
（ TEL 24-7017・FAX 22-9073
メール shogaishafukushi@city.fukuchiyama.lg.jp）
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メッセージ
くりばやし

栗林 花音 ちゃん︵０歳︶

ず

か のん

す

広報ふくちやまにあなたのお家の
アイドルを掲載しませんか？

前 田

南羽合

毎日たくさんの癒しをくれるすぅー
ちゃん♡♡これからもみんなに愛され
て大きくなあーれっ。

笑顔の可愛い花音。この6ヶ月毎日幸せ
をありがとう。これからもお花のよう
にたくさんの人を笑顔にしてね。

森元 湊太 ちゃん︵０歳︶

もりもと

こ じま み

そう た

は
や

【対象】市内在住の就学前のお子さん
【募集人数】毎号４人（組）
※応募多数の場合は抽選となります。
※きょうだいや双子などでの応募の場
合は１組とします。
※応募多数の場合は掲載が初めてのお
子さんを優先します。
【応募方法】
電話、ファクスまたはメールに、①保
護者の氏名 ②お子さんの氏名・生年
月日・年齢 ③住所（自治会名） ④電
話番号 を明記し、秘書広報課まで
※メールの場合は件名を「わが家のア
イドル応募」としてください。
問 秘 書 広 報 課（ TEL 2 4 - 7 0 0 0・FAX 2 4 7023・メール hisyo@city.fukuchiyama.
lg.jp）

小島未羽弥 ちゃん︵０歳︶

ガレット生地
【材料 直径18㎝4枚分】
薄力粉 50g ／ 牛乳 125g ／ 卵 1個 ／ 塩 3つまみ
【作り方】
① 薄力粉と塩をボウルにふるい、そこに牛乳を少しずつ加えダマにならな
いように混ぜる。
② ①に溶き卵を加えて裏ごしをして、冷蔵庫で30分寝かせる。
夏野菜たっぷりピザガレット
【材料 1枚分】
ピザソース 大さじ2 ／ チーズ 40g ／ トマト 1/4個
ベーコン 20g ／ 粒コーン 15g ／ 卵 1個
【作り方】
① トマトと茄子は1㎝弱のさいの目切りし、茄子は多めの油で火を通す。
② ピーマンは種を取り輪切り、ベーコンは短冊切りし、サッと炒めておく。
③ フライパンに油をひき弱火で熱して生地を焼く。
④ ③が両面焼けたら火を止めてピザソースを全体に塗り、チーズ、トマト、
中央に卵、ピーマン、茄子、ベーコン、コーンの順に乗せる。
⑤ ④に蓋をして弱火にかけ、チーズが溶けて卵の白身に火が通るまで加熱
する。
⑥ 四角になるように折り込み、盛り付けて完成。
●ポイント● ガレットの生地だけを焼くときに焼きすぎてしまうと、具
材を入れて焼く際に焦げてしまうので最初に焼くときは焼
き目がついていなくてもオッケーです。

桃とアイスとキャラメルガレット
【材料 4枚分】
（桃アイス）桃 1．5個 ／ ☆生クリーム 100㏄ ／ ☆砂糖 25g
△牛乳 10cc ／ △レモン汁 大さじ1．5 ／ 生クリーム 75g
（キャラメルソース）◇グラニュー糖 75g ／ ◇水 75cc ／ 生クリーム
（プリンクリーム）プッチンプリン 67g ／ 生クリーム 67g
（飾り）桃 0.5個 ／ ミント 1枚
【作り方】
（アイス）
① 桃1個の皮と種を取り、△と一緒にミキサーにかけ、裏ごしする。
② ボウルに☆を入れ10分立てしたら、①を加えてよく混ぜる。
③ 桃半分をさいの目切りし②に加えて混ぜ合わせ、容器に入れて凍らせる。
（キャラメルソース）
① 鍋に◇を入れ、ゆすりながら火にかける。
② ①がカラメル色になったら、温めた生クリームを加えてよく混ぜる。冷
ます。
（プリンクリーム）
① プリンは泡だて器でクリーム状にする。
② 生クリームを10分立てし、①と混ぜ合わせる。
（仕上げ）
① 飾り用の桃をさいの目切りする。
② 生地を薄い焼き目がつくように焼き、冷ます。
③ ②が冷めたら、中央にプリンクリームを大さじ3杯塗る。
④ 四角に折り、中央にアイス、切っておいた桃を周りに散らし、キャラメ
ルソースをかけてミントを飾り完成。

わが家のアイドル

珠杏 ちゃん︵１歳︶

＊夏野菜たっぷりピザガレット＊
＊桃とアイスとキャラメルガレット＊

くわはら

4

桑原

vol.

一つの生地でおかず系とス
イーツ系の2種類のガレット
を作りました。
おかず系のガレットには夏野
菜をたっぷり使い彩りよく仕
上げました。
スイーツ系ガレットには夏が
旬の桃をふんだんに使いま
した。中のクリームはプリン
を活用することで簡単にカス
タードクリームのような味に
仕上げることができました。
具材は家にあるもので色々
アレンジしてもらえると思う
のでぜひ作ってみてください。

平野町

厚中問屋町

みはや君の笑顔に癒される毎日です。
みんなの宝物だよ。幸せを届けてくれ
てありがとう。

毎日できることが増えて、成長してい
く姿を見るのが楽しくてたまりませ
ん。大きく大きく大きくなあれ。

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？
ひろ

シリーズ

広がるコミュニケーション
しょうがい

ひと

ひと

ひと

とも

い

む

このコーナーでは、障害のある人もない人も、すべての人が共に生きていくまちづくりに向けて、
さま ざま

はい りょ

れい

しょうがい

とく せい

り かい

ねん かん

しょうかい

様々なサポートや配慮の例、障害の特性の理解などを１年間にわたって紹介します。
げん

こん げつ

り かい

てき せつ

ひょうげん

むずか

げん ご

き のう

しょうがい

しょう

がい

言語障害

今 月 のテーマは …
こと ば

ご

しつ ご しょう

はっ せい

こん なん

おん せい き のう

しょうがい

言 葉 の理 解 や適 切 な表 現が難 しい「言 語 機 能 の障 害」（失 語 症 など）と、発 声 が困 難 な「音 声 機 能 の障 害」
きつ おんしょう

かい わ

こん なん

き

も

つた

（吃音症など）があります。会話が困難なため、気持ちを伝えにくいことがあります。

日

行事内容

おん せい い がい

こん げつ

まな

ドッコちゃんと学ぼう！

ミュニケーションができ
るか聞いてみてください。

しゅ

わ

〜今月の手話〜

き

9月15日㈯

子育て講座
「親子ふれあい体操」

所

予約

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

きらきらひろば
月

日

行事内容

場

所

予約

三和子育て
支援センター

不 要

9月 7日㈮ 講座 救急法

不 要

菟原児童館

要予約※1

9月14日㈮ 講座 タッチセラピー 大江地域公民館
（大広間）
9月21日㈮ 親子ふれあいあそび

要予約

※１の予約先は菟原児童館（TEL58-4366）まで

なに

市公式ラインで子育て情報発信中！
！

不 要

※浸水被害を受けたため、当面の間、大江地域公民館で事業を行います。

「 何？」
みぎ て

ひと さ

ゆび

かる

さ ゆう

右手の人差し指を、軽く左右
ふ

なに

に振ります。「何？」「どう
と

ば あい

●聞き取りにくい場合は、わ
かったふりをせず、きちん
ない よう

い

み

したの？」という意味です。
き がる

き

気軽に聞いてみましょう♪

かく にん

と内容を確認してください。

ふれあいひろば
月

日

行事内容

9月 6日㈭ ふれあい交流

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

所

夜久野学園

9月13日㈭ 講座 児童館で遊ぼう 上夜久野児童館
9月20日㈭ ひよっこクラブ
しょうがいしゃ ふく し
しょうがいしゃ

夜久野子育て支援セン
タープレイルーム

予約

おひさまひろば
月

日

要予約
要予約

9月13日㈭

題

■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

名

ベビちゃん撮影会
（０歳児の親子対象）

講師／内容

場 所

予約

fhans

武道館
剣道場

不要

不 要

か

問 障害者福祉課（ TEL 24-7017・ FAX 22-9073）
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場

みんなで遊ぼう
9月 4日㈫
（園庭あそび）

●筆談など、音声以外のコ

き

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

なかよしひろば
月

こんなサポートがうれしい！
ひつ だん

9 月の
行事予定

予約が必要な行事は、各行事開催月の初日から受付します。
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。

■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（TEL24-7055・FAX23-7011）まで
2018. 8 Fukuchiyama 12

健康の情報

からだにおトクな情報をお届け
■健康教室・講座

詳細は問い合わせ先へ
対

健

おなかスッキリ
教室
（全4回）
健

女性のための
健康講座
保・健
皮膚のかゆみに
ついて
保・健

子育てママの
クッキング講座

象

平成29年度また
は今年度に健診
を受けた69歳ま
での市民

時

内

申 込

問

直 接 、電 話ま
たはファクス 西部
で

9月5日㈬
午後1時30分〜3時

市内在住で料理
が苦手な子育て
中の母親・妊婦

9月7日㈮
午前9時30分
〜11時30分

40〜69歳まで
の市民

料金

「こころと体のコンディショニ
ング」こころと体の調子を整え 20人
無料
るエクササイズと食事の話
（先着順）
場所：夜久野ふれあいプラザ

市 民

保・健

定 員

8月28日㈫
までに 電 話 、 中央
ファクスで

9月4日㈫
午後7時〜8時30分

健

容

9月3日㈪、13日㈭、
保健師・栄養士の話、運動指導 20人
11月8日㈭、
無料
士による話と実践
12月13日㈭
（抽選）
午後1時15分〜3時30分

45〜60歳の
女性市民

おおむね60〜
いきいき！足腰
70歳代の市民
元気講座（全２回）

れっつ！
トライ！
ウォーキング
（全3回）

日

保 ＝保育ルームあります
（希望者は要事前連絡） 健 ＝健康ポイントがつきます

いのうえかずゆき

井上和之さん
場所：ハピネスふくちやま

なし

無料

不 要

こつ そ しょう しょう
20人
無料
ロコモ、骨 粗 鬆 症 を予防する
（抽選）
ための運動実践と栄養の話

直 接 、電 話ま
たはファクス 北部
で

※問い合わせ連絡先は P14 右下をご覧ください。

きこえに関する学習会と相談会を開催し
ます。医師や専門支援員に相談できます。
時
対 所 内

８月24日㈮
学習会…午前10時半〜正午
相談会…午後1時〜３時
きこえに関するお悩みのある人

ハピネスふくちやま

問

申

学習会…耳やきこえに関する学習、生
活相談など、
相談会…聴力測定、補聴器相談など

【対象】次の①、②の対象者で過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのない人
①平成30年4月2日〜平成31年4月1日の間に65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳、100歳になる人
（平成31年度からは接種時点で満65歳の人のみが対象となる予定です）
※対象者には、平成30年３月末に予診票を送付しています。
②接種日時点で、60歳から64歳で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する病気で身体障害者手
帳１級保持者
※②に該当する人で接種を希望する人は、各保健福祉センターまでお問い合わ
せください。
・転入した人で、対象になり希望する人は、各保健福祉センターまでお問い合
わせください。
問

8月17日㈮までに電話またはファ
・
クスで障害者福祉課（ TEL 24-7017・FAX229073）

ߩߩ‛߇ขࠅ߿ߔߊߥࠆᠲ
●椅子に座って両手を頭の上で組み、
ゆっくりからだを倒し、脇腹を伸ばすよ。

各保健福祉センター

߅ߒࠅߪᶋ߆ߖߥࠃ㧋

ߎࠎߥലᨐࠅۭ

平成２９年度ふくちライフ効果検証より

・腕が上がりやすくなる。
・背中周辺の筋肉をほぐす効果がある。⇒肩こりの改善
・気持ちもすっきりと前向きになる。⇒リフレッシュ効果
子どもから高齢者まで楽しめる体操です！ふくちライフ体操をしてこころもからだも元気になろう☆★
体操の動画は、ユーチューブでも見られます。動画のDVDをご希望の人は、各保健福祉センターまで
お問合せください。

10月集団健診のお知らせ 申し込み制
実施日
①
②
③
④
⑤
⑥

10月 1 日㈪
10月 2 日㈫
10月 3 日㈬
10月27日㈯

場所

健診日の１か月前までにお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。

内容

送迎対象地域

問合せ先

午後

ふれあいの里福祉センター

セット健診

上夜久野地域

西部

午前

大江町総合会館

がん検診

大江地域・北陵地域

北部

午後

東部保健福祉センター

セット・がん検診

三和地域

東部

午前

ふれあいの里福祉センター

がん検診

上夜久野地域

午後
午前

中央保健福祉センター

西部

セット健診

中央

がん検診 ★

中央

＊セット健診：特定健診・後期高齢者健診・生活習慣病予防健診・胃部
（ABC）
検診・大腸がん検診・胸部検診・前立腺がん検診
＊がん検診：胃部
（X線検診・ABC検診）
・大腸がん検診・胸部検診・前立腺がん検診・子宮がん検診・乳がん検診
★胸部巡回検診：予約なしで胸部検診が受診できます。受付時間（11時15分から11時30分）

対象年齢・費用などは『健康づくりかわら版
〔保存版〕
』でご確認ください。
食中毒にご用心！！ 9月30日までは、「食中毒予防推進強化月間」です！

食中毒予防のポイント「つけない・増やさない・殺菌する」

ヘルスメイト知っ得情報 ロコモ予防
食生活改善推進員が、ロコモ予防の話やカルシウムや
たんぱく質が摂れるおやつを紹介します。
日時：8月28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 申し込み不要（問合せ先：中央）

申込・問合せ先

！
ミニミニ健康講座のお知らせ！
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＊左右各10秒くらい
かけて脇を伸ばすよ。

߰ ߊߜ  ࠗ ࡈ  ᠲ

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
対象者で無料申請をされる人は、必ず受ける前に手続きをしてください。

74

㨨ࠁߞߊࠅ⽶⩄ࠍ߆ߌࠆߎߣߢ╭ࠊߓࠊߓޔ⡺ߦലߊ㧋㨨

中央

8月29日㈬
までに 電 話 、 中央
ファクスで

Part

ޠࠣࡦ࠾࠻ߣߞߎࠂߜޟߩࠎ߾ߜࠡࠨ࠙ߎࠎߌڎ
ڎ

8月30日㈭までに直
テーマ：「料理の基本を学ぼう
12人
接・電話で子ども政
〜一汁二菜にチャレンジ！〜」
250円
策室
（TEL24-7055）
（抽選）
栄養士の話、調理実習
まで

「かっこ良く、楽に歩く方法を伝授！」
9月21日㈮、
正しいウォーキングを学び、健康
10月4日㈭、
20人
づくりをはじめまし
ょう！
無料
10月17日㈬
たつかわ み さ え
（先着順）
午後１時30分
講師：達川実佐江さん（運動指導員）
〜3時30分 場所：大江町総合会館

耳ときこえに関する学習会
耳鼻科巡回相談

⍮ߞᓧࠪ࠭

講師：福知山医師会

「いつまでも若々しく過ごすために」

9月7日㈮、
10月1日㈪
午後1時〜4時

健康になるための！

◎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）
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※ メール メールアドレスは @ のあとに city.fukuchiyama.lg.jp を入れてください。
※次の場合は記載していません 対 だれでも 定 なし 費 無料 申 不要

TEL

６-６１７・

22

イベント・催し

都市緑化植物園

問︵

分〜正午

30

６２９︶

日㈯

８

■９月の植物観察会

時９月

午前９時

FAX

22

６-

所都市緑化植物園︵猪崎︶

内市自然科学協力員の指導で

日㈭までに電 話・ファ

６

秋の七草と草地の植物を観察

申９月

クス

日㈯

第 回救急
フェスティバル

時９月

午後１時〜４時

分︼

所ハピネスふくちやま︵内記

三丁目︶

内︻午後１時〜２時

救急車・はしご車展示／カ

ラーガード隊演技・鼓隊演奏

／医療体験／薬剤師会の調剤

見学︵子ども向け︶／災害避

難準備用品の展示／救急蘇生

︵ＡＥＤなど︶体験・見学／

福知山医師会による健康相談

■特別講演

福知山市総合防災ハザード

マップについて

︻午後３時〜４時︼

30

８

13

Information

くらしの掲示板

平成31年１月から、所得税確定申告のe-Taxの利
用手続がより便利になります！！
■ＩＤ・パスワード方式で手続完結

までに限り、過去5年以内の納め忘れた保険料を納

○ＩＤ・パスワード方式を利用してe-Taxで送信すれば

めることができます。

23

TEL

23

○用意するものは、
ＩＤ・パスワード方式に対応した
①ＩＤ
（利用者識別番号）
と②パスワード
（暗証番号）
⇒ＩＤとパスワードは、税務署で職員と対面による
本人確認を行った後に発行しますので、発行を希
望される人は、運転免許証などの本人確認書類を
お持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
■いつでもどこでもスマホで申告
○国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申

なお、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
人は申し込みできません。
舞鶴年金事務所（ TEL 0773-76-8826）・
保険年金課（ TEL 24-7057・ FAX 23-6537）

はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告す

国保のライフセミナー

る人は、スマホ専用画面をご利用いただけます！
○e-Taxで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類
は提出不要！（自宅で保管する必要があります）
○申告書の控えはPDF形式でスマホに保存！
○ＩＤ・パスワード方式は、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。
○ＩＤ・パスワード方式は、マイナンバーカードおよび
ＩＣカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対
応ですので、お早めにマイナンバーカードなどの取得
をお願いします（国税庁では、「マイナンバーカード
方式」を推奨しています。）
○平成31年１月以降、e-Taxのメッセージボックスに保
管されている受信通知や税務署からのお知らせの確認
には、マイナンバーカードなどでの認証が必要となり
ますのでご注意ください。
○ＩＤ・パスワード方式をご利用できない人は、ご自宅
のプリンタやコンビニのプリントサービス（有料）を
利用して印刷し、税務署に郵送などで提出できます。

国保に加入している人、これから加入する予定の
人に、国民健康保険に関する様々な疑問にお答えし
ます。お申し込みは不要です。
毎月最終火曜 午前９時30分〜午前10時
年内の予定
８月28日・９月25日・10月30日・11月27日・
12月25日
ハピネスふくちやま（内記三丁目）
保険年金課（ TEL 24-7015・ FAX 23-6537）

問

人

22

定

（ TEL 24-７０２２・FAX 23-６５３７）

FAX

23

６-５３７︶
３-５５７

８月22日㈬までに要予約
問 人権推進室
問

TEL

他詳細は市ホームページなど

他 保育ルームを希望する場合は

金の受給資格を得られる可能性があります。

所 問

人

ミニッツ

（株式会社minitts 代表取締役）

から確認できます︒

講 中村朱美さん

４-６５７︶

22

なかむらあけ み

問文化・スポーツ振興課︵

・ 24

FAX

ます。

７-０６９・
市民体育館︵

・

家ロールモデルによる講演会を開催し

後納することで、将来の年金額を増やしたり、年

福知山税務署（ TEL２2-3121）

内 ライフスタイルに合った働き方を希
望する女性を応援するため、女性起業

早急にお手続きください。

○給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除また

対小中学生男女

定

■空手道︵後期︶

６

す。最終納付期限は平成30年9月30日までですので

時

となるように︑イベント主催

者や露店などの関係者が行う

べき安全対策の基本を学ぶ講

所 市民交流プラザふくちやま（駅前町）

日㈭〜毎週木曜

30

時９月

午後１時30分〜３時

午後６時 分〜８時

時 ９月５日㈬

所武道館︵猪崎︶

対小学生男女

女性起業家講演会
「みんなに必要な新しい働き方」

み手続き後、納付書が発行されるまで日数を要しま

告書の作成ができます。

23

20

支払いには後納用の納付書が必要であり、申し込

問

問健康医療課
︵
２-７８８
５- ９ ８ ８ ︶ ・ 福 知 山
・

医師会
︵

習です︒

対屋外イベントの主催者︑防

人

火担当者︑露店などを開設す

る人

定

60

TEL

23

FAX

６-０３９︶

日㈰

午前 時〜午後４

立命館大学学生
無料法律相談

時８月

相談時間

TEL

他詳細は本市消防本部ホーム

ページか︑消防署予防課︵

５-１１９ ・
５-４５８ ︶
までお問い合わせください︒

子どもを守るために！
救急講習を開催！

時９月９日㈰午前９時〜正午

︵東羽合町︶
所 消防防災センター

内小児・乳児・新生児への応

22

時 分

所市民交流プラザふくちやま

︵駅前町︶

内ＤＶ・ストーカー問題︑金

銭賃借︑不動産登記︑離婚︑

相続︑会社関係︑消費者金

融︑借地借家問題︑ご近所問

題など

※ただし︑刑事事件︑裁判中

の事件︑税金︑年金︑保険に

※2回目は10月24日㈬に予定しています。

急手当やいざというときの対

講 豊重哲郎さん
（やねだん故郷創生塾塾長）
問 まちづくり推進課
（ TEL 24-９１７４・ FAX23-６５３７）

FAX

26

10

女性起業家応援プロジェクト

人口300人、65歳以上が４割だった
過疎集落「やねだん」
（鹿児島県鹿屋市
串良町柳谷集落）をよみがえらせた地
域のリーダーから、
「やねだん」のまち
おこしについて2回にわたって学びま
す。
時 8月30日㈭
午後２時〜３時30分
所 ハピネスふくちやま
（内記三丁目）
とよしげてつろう

関する相談はお受けできない

みんなでつくるまちづくりセミナー
「やねだん」から学ぶまちづくり

応方法など

人︵先着順︶

30

対乳幼児の保護者

定

日㈮までに電話

４-１１

他保育ルーム︑授乳室あり

申・ 期８月

５-４５８︶

23

・ファクス

︵
問消防署警防課

９・

後期 スポーツ教室

■少林寺拳法︵後期︶

TEL

24

場合があります︒

７-０２２

分

時９月２日㈰〜毎週日曜

午後６時 分〜７時 分

所武道館︵猪崎︶

30

22

TEL

24

30

FAX

問人権推進室
︵

・
６-５３７︶

時

11

講座・教室

屋外イベント等
防火安全講習

時９月１日㈯

午前９時 分〜

所 消防防災センター
︵東羽合町︶

内全てのイベントが﹁安全で

安心して楽しめるイベント﹂

30

30

23

30

国民年金保険料を納め忘れたまま２年を超えると、
保険料を納めることができませんが、平成30年9月

申告完了！（ＩＣカードリーダライタ不要）

FAX

国民年金保険料「後納制度」が
終了します

福知山税務署からのお知らせ

30

TEL

平成29年度 人権と平和に関する標語 応募作品より
17
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「げんきのスイッチは「おはよう」とえがおであいさつ」 上豊富小学校１年生

平成29年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「ありがとう 心の雨が 晴れになる」 雀部小学校５年生

2018. 8 Fukuchiyama 16

ぴくと

時 ＝日時 所 ＝場所 入 ＝入館・入場料
テ ＝テーマ 募 ＝募集人数 費 ＝参加費

内 ＝内容 対 ＝対象 定 ＝定員
問 ＝問合先 TEL ＝電話 FAX ＝ファクス

日㈭午前９時〜

11

12

２・
FAX

23

６-５３７︶

観光産業正規雇用化
促進事業研修

時・ 所

21 20

食生活改善推進員

月〜２月で全 回

月

10

︵ヘルスメイト︶養成講座

時

初回

①８月 日㈪・宮津会場

時〜午後５時

正午

午前

②８月 日㈫・舞鶴会場

お断りすることがあります︒

※物件の状態により︑登録を

利設定がないこと

ホームページに掲載していま

﹁消防年報﹂を消防本部の

団の活動概要を取りまとめた

救助の件数︑消防本部と消防

で近畿地方整備局福知山河川

入し︑直接︑ファクス︑郵送

申・ 問申込書に必要事項を記

間内の由良川堤防敷地

提供場所／国土交通省管理区

問まちづくり推進課︵

年

９１７４・

みどりのカーテン
自慢コンテスト２０１８

FAX

23

６-５３７︶

テあなたが育てた﹁みどりの

歳までで︑食生

TEL

24

-

TEL

す︒︻福知山市消防本部

５-４５８︶

報︼で検索してください︒

FAX

22

問消防本部通信指令課︵

０-１１９・

５-１０４
国道事務所︵
９-３８４︶まで提出

・

事業者向け

29

消費税の軽減税率説明会

日㈬ 午後 ２時〜

日㈬ 午後７

29

時①８月

②８月

日㈭ 午

④９月

30

４時

③８月

分〜４時

30

時〜９時

後１時

日㈪午 後２時〜４時

所①福知山市商工会夜久野支

所②福知山市商工会大江本所

「ともだちと ずっとなかよし にこにこね」 美河小学校１年生

③サンプラザ万 助 ④ 福 知 山 市

申事前に電話・ファクス

商工会三和支所

56

問①②④福知山市商工会中小

（ TEL 24-7025・ FAX 23-6537）

TEL

５-１５１・

税務課

FAX

56

企業応援隊︵

した場合

22

２- １ ０ ８ ・

③未登記の家屋を建築または取り壊

TEL

１-７９７︶
③福知山商工会議所中小企業

渡された場合

23

相談所︵

②未登記の家屋を売買などにより譲

10

所中央保健福祉センター︵内

科目／キャリアデザイン

カーテン﹂の写真

﹁ 森 林 伐 採 及 び 伐 採 後の
造林の届出書﹂
﹁森林所有者の届出﹂

づく土地売買契約の届出を提

７-０４

出した人は対象外です︒

問農林業振興課
︵

登記ができない場合

記三丁目︶

内自己分析・自己理解︑ライ

対市内在住・在勤の人・事業

対おおむね

活改善推進員となってボラン

所・学校・団体など

①森林所有者︵自分で伐採す

フデザイン︑目標設定とアク

期９月３日㈪

る場合︑または請負で伐採す

ションプラン

対北部７市町で観光産業分野

内︻家庭部門︼一般住宅︑ア

る場合︶および伐採業者など

人 程 度︵ 応 募 者 多 数の場

合は選考あり︶

の正規社員を目指している人

パート︑マンションなど

定

他テキスト代別途必要︒保育

申・ 問詳細はヒューマンアカ

が森林所有者から山林の立木

ティア活動を実践できる市民

ルーム希望の人は申し込み時

︻団体部門︼企業︑団体など

の届出書﹂が必要です︒

デミー株式会社︵ ０１２０

②森林所有者が売買契約︑相

を買い受けて伐採する場合は

校︑大学など

続︑贈与などで変更となった

︻教育・保育部門︼幼稚園︑

応募方法／Ｅメール︵４ＭＢ

場合︑面積に関わらず﹁森林

﹁森林伐採及び伐採後の造林

以内︶または郵送で写真１枚

保育園︑小・中学校︑高等学

に①名前②団体・会社名③住

所有者の届出﹂が必要です︒

にお伝えください︒

集

所④電話番号⑤育成時の工夫

申９月７日㈮までに直接︑ま

募

空き家バンクに
登録しませんか

１-０６ ５-３３︶まで

たは電話・ファクスで中央保

２-７８

５-９９８︶へ

健福祉センター
︵

８・

男女がともに考える

﹁はばたきセミナー﹂第２講座

TEL

65

10

-

ただし︑国土利用計画法に基

知山環境会議事務局︵

TEL

23

10

22

①登記家屋を取り壊し、年内に滅失

平成29年度 人権と平和に関する標語 応募作品より
Fukuchiyama 2018. 8

23

Information

絡ください。

FAX

19

FAX

やエピソードを添えて︑福

却を希望される空き家情報を

19

農山村地域にある賃貸や売

利用希望者へ提供しています︒

１８ ２７ ・
４３８ １・
︶へ
kankyou-park@
メール

TEL

24

６-５３０︶

範囲 住居として用いられている部分の床面積が 120㎡以下の部分

を送りますので、税務課までご連

問

三階建以上の中高層耐火住宅など 新築後 ５年度分
一般の住宅（上記以外の住宅）
新築後 ３年度分
《長期優良住宅》
三階建以上の中高層耐火住宅など 新築後 ７年度分
期間
一般の住宅（上記以外の住宅）
新築後 ５年度分
＊長期優良住宅とは、耐震性、耐久性能、維持管理について
一定の要件に該当し、所管行政庁から認定を受けて建築し
ている住宅。

※なお、次に該当する人は、届出書

FAX

23

６-５３７︶

①玄関、台所、便所を備えていること。
②居住部分が全体の 1/2 以上であること。
要件
③居住部分の床面積が 50㎡（一戸建以外の貸家住宅は 40㎡）
以上、280㎡以下であること。

10

７・

要事項をご記入のうえ、提出してください。

月下旬まで

新築された住宅については、下記表の要件に該当すれば新築後、一定期間の固定資産税が最大2分の1に減額
される制度があります。（ただし、都市計画税は除く。）調査当日に職員が減額申告書を持参しますので、必

河川堤防の刈草無償提供

調査当日は、建物図面があればご用意ください。（図面がある場合、調査時間は約60分です。）

由良川の堤防で刈った草を

す。対象の人には税務課から事前に文書でお知らせしますので、ご協力をお願いします。

日㈰午後１時〜４時

三丁目︶

︻対象となる空き家︼

税が課税されます。（都市計画区域の市街化区域の場合は、都市計画税も課税されます。）
固定資産評価補助員証を携帯した職員がお伺いして家屋の評価を行い、課税事務を順次進めているところで

TEL

22

時８月

講鮎川めぐみさん︵作詞家︶

農山村地域にある空き家︑また

そ の 他

梱包し︑無償で提供します︒

年版消防年報

期８月〜

FAX

22

所ハピネスふくちやま︵内記

内 ﹇ 第一部 ﹈ トーク︑ 京 都 府

は住宅が建築可能な空き地であ

あゆかわ

人権啓発イメージソング披露︑

ること／相続や建物登記が完了

平成
29

29

していること／共有名義の物件

は︑全員の同意を得ていること

年中の火災・救急・

今年1月2日から平成31年1月1日までの間に新築・増築された家屋の所有者には、平成31年度から固定資産

平成

家屋調査にご協力ください

24

／抵当権など︑所有権以外の権

新築・増築

TEL

７-０２

横浜の国民学校６年生だったムッちゃんは、戦争で家族を亡くし、大分市の親戚に預
けられました。そこで結核を患ったムッちゃんは防空壕の奥に隔離され、空襲警報のた
びに防空壕から避難してくる周囲の大人から冷たい仕打ちを受けました。しかし、両親
と大分市に疎開していた小学１年生の少女・町子ちゃんだけはムッちゃんと仲良くなるのでした。終戦
を迎えたもののムッちゃんは、飢えと孤独の苦しみの中、防空壕で一人さびしく死んでしまったのです。
ムッちゃんの悲しい話は、1977年に新聞社が企画した「三十三回忌の夏」という特集記事に掲載された
ことで全国的な反響を呼び、平和を願う人々
からの寄付金により大分市にある平和市民公 「人にいちばん近いまちづくり
園に「ムッちゃん平和像」が建立されました。
第46回 人権を考える市民のつどい」
今年の人権を考える市民のつどいは、「ムッ
時 ８月24日㈮
ちゃんを忘れない〜今、未来へつなぐ平和の
午後６時45分〜
誓い〜」をテーマにムッちゃんの物語を投稿
内
内「長崎平和学習の旅」参加高校生による学習報告
なか お まち こ
した中尾町子さんをお招きし、ムッちゃんと
午後７時15分〜８時30分
のエピソードを中心に戦争について語ってい
平和劇と講演
ただきます。
所 ハピネスふくちやま市民ホール
戦争は、最大の人権侵害です。戦争の体験
（内記三丁目）
なか お
まち こ
を語ることのできる人が少なくなっている今、
講 中尾 町子さん ほか
過去の歴史をしっかりと学び、次の世代に戦
問 人権推進室
争の悲惨さ、残酷さを伝えていくことが私た
（ TEL 24-7021・ FAX23-6537）
ちの使命ではないでしょうか。

にした映画﹁彼らが本気で編

㒐ⓨწߩਛߢ߭ߣࠅ߷ߞߜߢᱫࠎߢߞߚዋᅚ  ࡓ࠶ߜ߾ࠎߩ‛⺆

※ メール メールアドレスは @ のあとに city.fukuchiyama.lg.jp を入れてください。
※次の場合は記載していません 対 だれでも 定 なし 費 無料 申 不要

むときは︑
﹂上映

ੱᮭ

講 ＝講師
出 ＝出演

問人権推進室
︵

ࠪ࠭

開 ＝開館・会場時間 休 ＝休館・休場・休日
他 ＝その他 申 ＝申込先 期 ＝申込・提出期限

﹇第二部﹈ＬＧＢＴをテーマ

P

FAX

22

TEL

22

10

平成29年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「ともだちは みんな ちがって みんないい」 金谷小学校３年生
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み

ち こ

たいせつ

美 千子

（ロクリン社）

いのち

こと ば

ぼくの命は言葉とともにある

こうのさんから、図書館
に来られるみなさんへス
テキなメッセージをいた
だきました。
一緒に展示しているよ！

ふくしま

さとし

智

ン
ち
と ゃん

ちゃ
ビン の

エコは了解！

ビンちゃん

今年の夏は去年よりも

暑いなぁ。
カンちゃん

みの指定袋に、ガスが残ったままのスプレー缶が
暑いけど、夏はバーベ

と
5日㈬

12日㈬

15日㈯

き

火災になったりするんやで。

し、汗もかいてたいへんやわ。

カンちゃん

ビンちゃん

へんやな。

虫除けスプレーとか、制汗スプレーと

ビンちゃん

カンちゃん

も起こってるんや。今でも、燃やさないごみにスプ

使ったら、そのスプレー缶の処分に、

①10：30 〜
②11：00 〜
①10：30 〜
②11：00 〜
11：00 〜

おはなしのひろば

幼 児

おはなしのひろば

小学生おはなし会

幼 児

小学生

内

どうしたらええんやろなー？

レー缶が入っていたりするんや。正しく分別して、

ビンちゃん

空き缶の収集日に出してや。

基本は、中身を抜いてということやけ

おはなしのひろば

幼 児

容

絵本の読みきかせ
（15分程度）
絵本の読みきかせ
（15分程度）
絵本の読みきかせ・紙芝居
など （30分程度）

申込
不要

不要

絵本の読みきかせ
（15分程度）

★

★

★

★

★
●
●

●

★
不要

★

●
●

★

不要

★

●

●

●

★

★
★

26日㈬

①10：30 〜
②11：10 〜

えほんのへや
【めばえクラス】

4カ月児〜
8カ月児

絵本の読みきかせ・わらべうた
不要
など （20分程度）

27日㈭

①10：30 〜
②11：10 〜

えほんのへや
【わかばクラス】

9カ月児〜
1歳児

絵本の読みきかせ・わらべうた
不要
など （20分程度）

夜久野 19日㈬
分 館

10：30 〜

おはなし会

乳幼児

絵本の読みきかせ・ふれあい
あそび など （30分程度）

不要

三 和 28日㈮
分 館

10：30 〜

おはなし会

乳幼児

絵本の読みきかせ・ふれあい
あそび など （30分程度）

不要

大 江
分 館

カンちゃん 了解！

燃やさないごみの指定袋に入れたらあ

リサイクルプラザ体験教室・生ごみ堆肥づくり

中央館
①10：30 〜
19日㈬
②11：00 〜

ごみ収集車や環境パークで火災・爆発

かんの？

■中 央 館（駅 前 町）／ TEL 22-3225・FAX 22-7118
■夜久野分館（夜久野町下町）／ TEL 兼 FAX 37-1066
■三 和 分 館
（三和町千束）／ TEL 58-4715・FAX 58-4716
■大 江 分 館
（大江町中央）／中央館にお問い合わせください。
対 象

それは怖いな。事故とかあったらたい

か冷却スプレーを使ったらよいやん。

カンちゃん

18歳で盲ろう者となった東
大教授の著者が、失意の中
いかにして希望を見出したの
か…。苦悩しながらも、考え
てきたことを綴った一冊。

行 事 名

あったら、そのガスが、何かの火種で爆発したり、

キューとか楽しいな。けど、蚊にはようけ刺される

開催日

ところ

それは絶対にアカンわ。燃やさないご

の見える袋に入れて空き缶の収集日に出すんや。

（致知出版社）

9月のイベント

ビンちゃん

することもあるで、スプレー缶だけを集めて、中身

ち ち しゅっぱんしゃ

「この世界の片隅に」は、アニメ映画
化されて、大ヒットしたんだ！連続
テレビドラマも放送中だよ！

『スプレー缶はどうやって処分するの？』の巻
カ

ど、缶に穴を開けてガスを抜いたら、爆発してケガ

ジャンル＝社会福祉
著＝福島

の
ちゃんのの

白人に豊かな土地
を取りあげられ、
不毛な地へと追い
やられた先住民。
大地への惜別の思
いをしたためた、
首長のスピーチを
絵本で紹介。

コロ

りょう

編＝寮

Information

ん

ジャンル＝絵本

８

ちゃんと

だい ち

ミミ

はは

母は大地

図書館情報局

そら

父は空

月のおすすめ図書

時 所

福知山市在住の漫画家・こうの史代さんの著書
の特集展示を、図書館中央館でやっているよ！
「この世界の片隅に」
（双葉社）
「夕凪の街 桜の国」
（双葉社）
「ギガタウン」
（朝日新聞出版）
「平凡倶楽部」
（平凡社）
「ぼおるぺん古事記」
（平凡社）
「日の鳥」
（日本文芸社）
等を展示しているんだ！
この夏は、
こうの史代さんの世界をみんなで楽しもう！
９月２日㈰までの図書館中央館の開館時間内
図書館中央館
（駅前町）
２階のエレベーター横

ちち

展示テー﹁
マ 大切なすべてのもの﹂

こうの史代さんの特集展示、開催中！

※ メール メールアドレスは @ のあとに city.fukuchiyama.lg.jp を入れてください。
※次の場合は記載していません 対 だれでも 定 なし 費 無料 申 不要

★

9

月

体験教室の材料パーツ
（各500円）や完成品も販売中！

教
室
名
内
容
時 各教室とも 午後1時〜3時
＜布教室＞
着物地を使って、
ホームウェアー
（前開き）
を作ります。
所 リサイクルプラザ2階
ホームウェアーを作ろう
※ミシンを使います。
2日㈰
（牧・環境パーク内）
＜ガラス教室＞
オリジナルのガラス玉
（大１個と小２個）
を作ります。
トンボ玉を作ろう
（ガラス玉） ※バーナーを使います。 ※中学生以上が対象です。
対 市内在住・在勤の人
＜布教室＞
帯地を使って、オリジナルの手さげ袋を作ります。
5日㈬
※中学生以下は保護者の同伴が
手さげ袋を作ろう
※ミシンを使います。
＜布教室＞
布地を使って、
おしゃれな帽子を作ります。
必要です。
7日㈮
おしゃれ帽子を作ろう
※ミシンを使います。
※設備の数が限られているため、
＜牛乳パック教室＞
牛乳パックと布を使って、すわり心地の良い座椅子(大)を
同一教室での申し込みは、1世 10日㈪ 座椅子（大）
を作ろう
作ります。 ※ミシンを使います。
福知山環境会議
帯1人とします。
11日㈫
木箱を使った生ごみ堆肥作りのノウハウを学びます。
＜家庭用生ごみ堆肥作り講習会＞
申 8月16日 ㈭ 午 前8時30分 から
＜布教室＞
ネクタイを使って素敵なポーチ
（ファスナー付）
を作りま
各教室の前日までに、生活環境課
ネクタイでポーチを作ろう す。 ※ミシンを使います。
ステンドグラス片と糸を使って、
すてきなペンダントとひも
まで 13日㈭ ＜ガラス教室＞
（ TEL 22-1827・ FAX 22-4881）
板ガラスから、ペンダント （３本）
を作ります。 ※製作品の引き取りは、翌日以降と
※先着順
（穴あき）
を作ろう
なります。 ※電気炉
（雪ん子）
とミシンを使います。
※団体・グループでの体験教室も
＜布教室＞
布を使ってツバ付タイプの帽子を作ります。
19日㈬
布帽子
（ツバ付）
を作ろう
※ミシンを使います。
受け付けます。（月2団体以内）
＜牛乳パック教室＞
※キャンセルされる場合は、教室
牛乳パックと布を使って、円座
（丈の低い座椅子）
を作りま
の2日前までには必ずご連絡く 21日㈮ ほっこり円座を作ろう
す。 ※ミシンを使います。
（丈の低い座椅子）
ださい。
＜裂き織り教室＞
細く裂いた布を横糸の代わりにして、布を織り込み、絵手
27日㈭
絵手紙掛けを作ろう
紙掛けを作ります。 ※手織り機とミシンを使います。

募集人数 受講料
6人 300円
（税込）
6人 500円
（税込）
6人 300円
（税込）
6人

300円
（税込）

6人 300円
（税込）
10人 無料
4人 300円
（税込）
4人 500円
（税込）
6人 300円
（税込）
6人 300円
（税込）
4人 300円
（税込）

開催するかどうか、未定です。情報は、図書館のホームページでチェックしてくださいね。

※えほんのへやは、
会場の状況によりご入場いただけないことがあります。※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。
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平成29年度 人権と平和に関する標語 応募作品より

「ありがとう 心にひびく プレゼント」 美鈴小学校４年生
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9 月・相談あんない
シリーズ

区分

談

人

福知山の文化財

相
人権相談

収蔵資料紹介 16

心配ごと相談

たん ば やきかめ

権

丹波焼伫 山田古墓出土
こ せ と きっ か もんへい し
古瀬戸菊花文瓶子 山田古墓出土

女性相談
※前日までに要予約。先着3人。

（京都府暫定登録文化財）

写真２

古瀬戸菊花文瓶子

女性弁護士による
女性法律相談

写真 1 丹波焼甕

健

◇市府民税２期

30日
（日）

6月末現在の人口・世帯数
口／ 78,621人
（−63）
男／ 38,636人
（−49）
女／ 39,985人
（−14）
★世帯数／ 36,145世帯
（−56）
※
（

司法書士法律・登記相談
行政書士相談

法

弁護士法律相談

律

■代表FAX 23-6537

行政相談

・

■税 務 課 市 民 税 係（TEL24-7024）

建築無料相談
税務相談
交通事故巡回相談
不動産相談

）
は前月比

■保 険 年 金 課 国 保 係（TEL24-7019）
■保険年金課高齢者医療係（TEL24-7018）

農地・農政相談

★人

※最新の人口・世帯数は市ホームページ
で公開しています。

■高齢者福祉課介護保険係（TEL24-7013）

子育て総合相談窓口
子ども教育相談
生活としごとの総合相談
消費生活相談

政

（いずれも普通徴収分）

23日
（日）

多重債務専門法律相談

公式フェイスブックページ
まちの魅力や
市政情報を発信！
市民リポーターも
活躍中！
いいねで応援してくださいね♪

親と子の健康相談

行

◇後期高齢者医療保険料2期

16日
（日）

年金相談

し

◇国民健康保険料・介護保険料3期

2日
（日）

ふれあい福祉相談

ら

納期限日：8月31日㈮

24日
（月・祝）

成年後見に関する
専門職相談会

く

0：00 〜 24：00

17日
（月・祝）

精神障害者相談員による相談

育 て

京都ルネス病院
（西 本 町 TEL22-3550）

9日
（日）

身体障害者巡回相談
（整形外科）

子

外 科

0：00 〜 24：00

身体障害者相談

祉

月︶

福知山市民病院
（厚中問屋町 TEL22-2101）

出張がん個別相談会

福

※休日急患診療所開設日の18：00 〜 24：00は、
当番医がそれぞれの診療所で在宅診
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。

栄養相談
康

年に近畿自動車道︵現舞鶴若狭自動車

山田古墓は︑大内の丘陵上に位置する鎌倉時

昭和

道︶の建設工事に先立って発掘調査が行われま

ど こう

60

した︒土を盛り上げて築いた高まりを中心に︑

基以

60

壇状の遺構︑火葬墓︑集石遺構︑土坑︵人間が

60

こ ぼ

代後期から南北朝期にかけての古墓群です︒

土を掘ってできたと考えられる穴︶など

上が確認されました︒

写真１の伫は︑土坑の一つから出土した丹波

ゆう

センチ︑胴部も最大で セ

ぞうこつ き

す︒骨を納めた蔵骨器として使用されたもので

あり︑大型品でほぼ完全な形に復元できる丹波

へい し

焼伫として貴重な資料です︒

また︑写真２の瓶子は︑別の土坑に埋納され

22

ていた古瀬戸の瓶子です︒こちらも蔵骨器とし

ての利用が想定されます︒残存高は ・９セン

・９センチをはかります︒

17

納 付 の お 知らせ

平成30年7月豪雨で被災されたみな
さまに心よりお見舞い申し上げます。
被災はなくても「これ以上降らない
で」と心の中で願った人も多かったの
ではないでしょうか。被災後は、災害
ボランティアとして復旧作業に当たる
など、多くの人が助け合って、災害に
負けず、少しでも前を向こうとする姿
に、水害と戦い続けてきたこのまちの
歴史を垣間見たような気持ちになりま
した。
今はまだ８月。あまり考えたくはな
いですが、出水期はまだ続きます。い
つ何が起こるか分かりません。万全の
備えをしておきましょう。（恭）

焼伫です︒高さが

ンチをはかる大型の伫です︒赤褐色系の色をし

ていますが︑上半部には自然釉がかかっていま

チで胴部は最大で

内 科・ 休日急患診療所
9：00 〜 12：00 2日 9日 16日 17日 23日 24日 30日
小児科 （北本町二区 TEL22-4128） 13：30 〜 17：30 （日）（日）（日） （月・祝） （日） （月・祝） （日）

９

全体に菊花文が施されており︑これらはスタン

プを押し当てるようにしてなされたものと考え

休日当番医︵
このコーナーは、広報担当者が取材の
中で見つけた、市民の皆さんに知って欲し
い！恋してほしい！と思ったところ、つまり
「ふくちやまにドッ恋セ」なところを紹介す
るコーナーです。

られます︒また︑漆接ぎによる補修が行われた

日付けで︑

15

ことも確認でき︑当時においては貴重品として

月

11

扱われ︑最終的に蔵骨器として利用されるとい

年

29

う器の生涯を示す稀有な資料として重要です︒

これらはそれぞれ平成

６-５３７︶

23

貴重な文化財の早期保護を図り︑良好な状態で

FAX

次世代に受け継ぐための制度である﹁京都府暫

２４

定登録文化財﹂に登録されました︒

問 文化・スポーツ振興課
７-０６５・
︵
TEL

57

成人の健康相談

京都司法書士会による
無料相談会

※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。

日（曜日）
25日㈫
10日㈪
14日㈮
20日㈭

Fukuchiyama 2018. 8

問い合わせ先

人権推進室 TEL24-7022 FAX23-6537

6日㈭・20日㈭

13：00 〜 16：00 男女共同参画センター
19日㈬
要事前申込／前日までに電話または直接、人権推進室まで。先着4人。
（初めての人を優先します）
所・○
問 北部保健福祉センター TEL56-2620 FAX56-2018
○
11日㈫
所・○
問 西部保健福祉センター TEL37-1234 FAX37-5002
13：30 〜 15：30 ○
11日㈫
所・○
問 東部保健福祉センター TEL58-2090 FAX58-3013
○
12日㈬
所・○
問 中央保健福祉センター TEL23-2788 FAX23-5998
9：30 〜 11：00 ○
25日㈫
栄養相談は要事前申込／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
25日㈫
要事前予約／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
2日㈰・27日㈭
13：00 〜 15：00 総合福祉会館
障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
27日㈭
要事前申込／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
12日㈬・26日㈬ 13：00 〜 16：00 人権ふれあいセンター堀会館 障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
13日㈭
13：00 〜 15：00 総合福祉会館
市成年後見センター TEL25-3211 FAX24-5282
社会福祉士による相談会。
要事前申込／前日正午までに電話・FAXで市成年後見センターまで。
13：00 〜 15：00 大江町総合会館
市成年後見センター TEL25-3211 FAX24-5282
27日㈭
弁護士による相談会。
要事前申込／前日正午までに電話・FAXで市成年後見センターまで。
社協 本
総合福祉会館
◯
所 TEL25-3211 FAX24-5282
社協
三和支所
◯ 三和支所 TEL58-3713 FAX58-3732
13：00 〜 16：00
7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
◯
3日㈪
10：00 〜 15：30 市民相談室
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
20日㈭
10：00 〜 15：10 中丹勤労者福祉会館
要事前申込／電話で舞鶴年金事務所お客様相談室（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
要事前申込／電話で予約受付専用電話0570-05-4890または舞鶴年金事務所まで。
12日㈬
大江地域公民館
14日㈮
10：00 〜 11：30 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
20日㈭
東部保健福祉センター
月〜金（祝日を除く） 9：00 〜 17：15 ハピネスふくちやま
所・○
問 教育相談室 TEL24-3749 FAX24-5135
月〜金（祝日を除く） 9：00 〜 16：00 ○
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
生活交通課 TEL24-7020 FAX23-6537
各支所・京都農協・京都丹 農業委員会
10日㈪
9：00 〜 12：00 の国農協の各支店ほか
TEL24-7046 FAX23-6537
21日㈮
13：30 〜 15：30 市民交流プラザ
建築住宅課 TEL24-7053 FAX23-6537
19日㈬
13：00 〜 16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
所・○
問 京都府福知山地域総務室 TEL22-3901 FAX23-8242
12日㈬・26日㈬ 9：00 〜 16：00 ○
13：00 〜 16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
11日㈫
大江町総合会館
大 江 支 所 TEL56-1101 FAX56-2018
10日㈪
9：00 〜 12：00 三和支所
14日㈮
三 和 支 所 TEL58-3001 FAX58-3013
20日㈭
夜久野ふれあいプラザ
夜久野支所 TEL37-1101 FAX37-5002
26日㈬
13日㈭
13：00 〜 16：00
市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
27日㈭
12：30 〜 16：30
28日㈮
要事前申込／前週木曜日までに、市民相談室に来訪・電話・FAXいただくか、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。※市民に限定。申込者多数の場合、抽選で10人まで。（年度内で初めての人を優先します）
14日㈮・28日㈮ 15：30 〜 17：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
要事前申込／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。
13：30 〜 16：30 市民交流プラザ
京都司法書士会 TEL075-241-2666
22日㈯
一般登記・法律。成年後見などの相談

所 ＝場所 ◯
問 ＝問い合わせ先
略記号の説明 ◯

23

時
間
場
所
13：00 〜 16：00 市民相談室
大江町総合会館
9：00 〜 12：00 三和支所
夜久野ふれあいプラザ

社協 ＝社会福祉協議会
◯
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公立大生と描く
福知山の新しい地図

隔月で連載する新ページ「フクマップ」は、福知
山公立大学の学生がつくるページです。

福知山公立大学学生広報スタッフ
フェイスブックで情報発信中！

2018年８月号 第1067号

広報

学生だから見える世界を通して、大学をもっと

UnivFukuchiyamaS

身近に感じてください！
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研究室
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井上

直樹

准教授のへや

大学の先生って何しとん？？

〒 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

−井上先生は今年の 4 月から福知山公立大学に着任さ
れましたが福知山市や大学の印象はどうですか？−
今まであまり福知山市に来たことはなかったけれど、
思っていたより田舎ではないなと感じました。
−確かに福知山はお店などが多いですよね。井上先生
が研究されている地方公会計というのはどのようなもの
ですか？−
会計といえば民間企業の会計を思い浮かべるかもしれ
ませんが、私の研究の対象は国や市、公営企業などの公
共部門の会計が中心です。わが国公共部門の会計は、お
小遣い帳のような現金主義・単式簿記でしたが、民間企
業のように発生主義・複式簿記が導入されました。ま
た、地域の合計特殊出生率、公共施設の利用状況など、
会計数値以外の非財務情報を使って、地域の現状や課
題を数値によって把握する必要もあります。ゼミではそ
のようなことを教えていくつもりです。

−なるほど、勉強になります。今後どのようにして地域
に貢献したいと思いますか？−
地域の企業の方と話していてもよく話題にあがります
が、
福知山について知らない学生が多いですね。例えば、
福知山には日本有数の工業団地がありますが、学生の
多くはそのことをよく知りません。進学がきっかけで福
知山にきた学生の中には、将来、福知山に住もうと考え
ている学生もきっといると思うので、雇用などの面から
も地元経済についてぜひ知ってもらいたいです。私は、
地域の未来に興味を持ち、自らの将来設計を決めてい
きたい学生を全力でサポートします！

学生目線

自家製インドカレーは好評でした！

「刺激的」で「和やか」
「刺激的」
「和やか」な
まちづくり講座
まちづくり講座

■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

6月中旬に開催された、NPO法人 京都丹波・丹後
ネットワークさんの主催する「たんたん×交差点」と
いう取り組みに参加してきました。
たんたん×交差点は幅広い分野の専門の先生による
まちづくり講座と参加者みんなでご飯を食べながら意
見交換を行う交流会がセットになった二部構成の取り
組みです。
第一部のまちづくり講座では、
「地域の活性化は地域
の中小企業の活性化にあり」というテーマで、京都中小
企業家同友会 事務局長の田島慎也さんにお話を伺いま
した。続く第二部の交流会では、私が作った自家製イン

福知山公立大学の予定（８月〜９月）
８月 9日㈭

ドカレーを食べながらの意見交換を行いました。
参加してみて、講師の方だけでなく受講者の方々も
幅広い分野から参加されていることに驚きました。行
政や金融、鉄道、自営業などいつもは全く別々の仕事
をされている方々が同じ部屋に集まってお話をされて
いるという光景はとても新鮮でした。
お話の中で「中小企業の頑張りを地域の人に注目し
てもらえれば企業も身なりを正し、互いを知る良い循
環が生まれる」と聞き、「就活」としてだけでなく、
「地域住民」として企業を見ることの必要性を感じ、
これからの視点を見直すきっかけになりました！

京都の新しい公立大学

まちびとゼミ（福知山おどりとドッコイセまつり）

８月10日㈮ 富野副学長の天文教室
８月27日㈪ 第2回公開講座
〜会計分野の理論と地域での実践〜
９月29日㈯ 福知山公立大学活動報告会
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