
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０８号（３の１）平成２２年７月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月１１１１日付日付日付日付けけけけ南丹市職員南丹市職員南丹市職員南丹市職員のののの人事異動人事異動人事異動人事異動（（（（管理職管理職管理職管理職））））    

 

＜部長級＞ 

新任 氏名 旧任 

総務部長  上原 文和 企画管理部長 

企画管理部長 井上 修男 上下水道部長 

市民部長 西村 良平 市民部長兼国保医療課長 

福祉部長兼福祉事務所長 永塚 則昭 

福祉部長兼福祉事務所長兼子育て支援

課長(併任)教育委員会事務局職員 

土木建築部長 山内  明 土木建築部長兼住宅課長 

上下水道部長 和久田哲夫 上下水道部下水道課長 

八木支所長 川勝 芳憲 八木支所長兼八木支所地域総務課長 

日吉支所長 榎本 泰文 日吉支所長兼日吉支所地域総務課長 

美山支所長 小島 和幸 美山支所長兼美山支所地域総務課長 

会計管理者兼出納課長 小寺 貞明 会計管理者 

＜課長級＞ 

新任 氏名 旧任 

総務部財産管理室長  犬石 圭一 企画管理部企画推進課長補佐 

市民部国保医療課長 弓削 雅裕 市民部国保医療課長補佐 

福祉部子育て支援課長 

(併任)教育委員会事務局職員 

吉田 寿史 総合政策室長補佐 

農林商工部農林整備課長 土井 善幸 農林商工部農林整備課長補佐 

土木建築部都市計画課長 

兼計画・指導係長 

人羅  均 土木建築部都市計画課長 

土木建築部住宅課長 下伊豆仁史 総務部監理課長補佐 

上下水道部下水道課長 山内  潔 上下水道部下水道課長補佐 

八木支所地域総務課長 柴田 建司 

土木建築部道路河川課長補佐 

兼道路整備二係長 

八木支所健康福祉課長 山口  勝 福祉部社会福祉課長補佐 

日吉支所地域総務課長 湯浅  誠 上下水道部上水道課長補佐 

美山支所地域総務課長 村田 稔夫 美山支所産業建設課長兼建設係長 

美山支所健康福祉課長 松村 雅枝 福祉部健康課長補佐 

美山支所産業建設課長 中西伊三雄 

監査委員事務局長 

(併任)公平委員会事務局長 

監査委員事務局長 

(併任)公平委員会事務局長 

前田 良一 

土木建築部道路河川課長補佐 

兼庶務係長 

農業委員会事務局長 森  雅克 議会事務局長補佐 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

平成平成平成平成22222222・・・・23232323年度分年度分年度分年度分のののの後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率がががが決定決定決定決定    

 

 後期高齢者医療保険料は、各都道府県の広域連合で２年ごとに見直されます。京

都府後期高齢者医療広域連合においても平成２２・２３年度の新しい保険料率など

が決定されましたので、お知らせします。なお、平成２２年度の後期高齢者医療保

険料額決定通知書は、７月１５日に送付する予定です。 

＜平成２２・２３年度分の後期高齢者医療保険料率および限度額＞ 

均等割額 

４４，４１０円 

(前年度45,110円) 

被保険者全員に均一にかかる金額 

所得割率 

８．６８％ 

(前年度8.29％) 

被保険者の所得に応じてかかる金額の料率 

・所得割額の算出方法 

{総所得金額など－基礎控除額(33万円)}×8.68％ 

限度額 ５００，０００円 

※後期高齢者医療保険料額は、所得割額（被保険者の所得に応じてかかる金額）と被保

険者均等割額（被保険者全員に均一にかかる金額）の合計額となり被保険者一人一人

に賦課されます。 

※所得の低い方やこれまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負担が

無かった方については、保険料の軽減措置があります。軽減について申請などは必要

ありませんが、世帯の所得から判定するため、世帯の中の後期高齢者医療被保険者の

方全員と世帯主の方の所得の申告が必要となりますので、必ず申告をしてください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員（（（（学校給食配送運転手学校給食配送運転手学校給食配送運転手学校給食配送運転手））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

下記のとおり、平成２２年度南丹市嘱託職員を募集します。 

●職種職種職種職種 給食配送運転手 ●賃金賃金賃金賃金 月額 １３６，０００円 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 美山学校給食共同調理場 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 毎週月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分  

      （給食を実施しない長期休業中も勤務あり） 

●職務内容職務内容職務内容職務内容 美山町内小中学校児童生徒の給食配送（２ｔトラック） 

給食一般管理事務（パソコン操作可能な方） 

●任用期間任用期間任用期間任用期間 ９月１日（水）～平成２３年３月３１日（木） 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ７月２０日（火）～３０日（金）※土・日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類をそろえて、人事秘書課または各支

所地域総務課へ提出してください。 

●選考方法選考方法選考方法選考方法 ８月５日（木）午前１０時から市役所において面接を実施。 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 （１）嘱託職員申込書（人事秘書課、各支所地域総務課に備え付け） 

（２）資格を証明する書類（運転免許証）の写し 

 

◇問合せ先 学校教育課 TEL（0771）68-0056- 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・嘱託職員（学校給食配送運転手）を募集します 

・平成２２年７月１日付け南丹市職員の人事異動（管理職） 

・平成22・23年度分の後期高齢者医療保険料率が決定 

【 裏 】 ・中身が残ったスプレー缶、カセットボンベなどは、危険です！ 

・「手話教室・基礎講座」の受講者を募集します 

・歴史・健康ウオーキング参加者を募集します 

・クレイアート「ミニスイーツ作り」講座参加者を募集します 

・和泉交差点観光交流広場オープンイベントのご案内 

・高速道路の事故をシャットアウト 

・なんたんテレビ番組表（７月１６日～３１日） 

―――― ３の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・女性のための相談事業を開始します 

・夏の交通事故防止府民運動を実施します 

・「人権教育講座」（第２回）を開催します 

・８月の母子保健事業日程表 

・母親教室を開催します 

・父子家庭の皆さんにも児童扶養手当が支給されます 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・「ＨＡＣＨＩ約束の犬」映画会のお知らせ 

・『未公開株・社債』の取引は慎重に！ 

【 裏 】 ・南丹市やぎの花火大会 出店希望者を募集します 

・メグミルクの工場へ見学に来ませんか 

・京都医療科学大学２０１０夏季公開講座を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・夏まつり』開催のご案内 

・「大堰川の舟運と鳥羽宿 川船」を開催します 

・ホームヘルパー２級養成講座のご案内 

・「森のキャンプ」の参加者を募集します 

・夏休み！子ども英会話講座「キッズ・イングリッシュ」 

・障がい者ふれあい交流会「ここ・とも」を開催します 

―――― ３の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・市民提案型まちづくり活動支援交付金制度の創設について 

・特定健康診査を受けましょう 

【 裏 】 ・「府民交流会ｉｎ南丹」を開催します 

・海の“もしも”は１１８番へ 

・地域ジョブパーク巡回相談を実施します 

・ゼミナールハウスからのお知らせ 

・家庭問題に関する相談電話番号一覧 

・＜○○地域版お知らせ＞� 

 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中身中身中身中身がががが残残残残ったったったったスプレースプレースプレースプレー缶缶缶缶、、、、カセットボンベカセットボンベカセットボンベカセットボンベなどはなどはなどはなどは、、、、危険危険危険危険ですですですです！！！！    

 

中身が残ったスプレー缶、カセットボンベなどをそのままごみ収集に出すと、ご

み収集車やごみ処理施設での引火や破損事故の原因となり大変危険です。 

スプレー缶、カセットボンベなどは、正しく使い、中身を使いきってください。

使い切れない場合は、火気のない戸外の風通しのよい場所で中身を出し、スプレー

缶に穴をあけてガス抜き後排出してください。 

  

◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL（0771）42-3425 

環境課  TEL（0771）68-0015  

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座」」」」のののの受講者受講者受講者受講者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

「手話をくわしく学んで、日常会話ができるようになりたい」という方を対象に、

基礎講座の参加者を募集します。 

●日時日時日時日時 ９月１日～１２月８日の毎週水曜日と１２月９日（木）（全１５回） 

午前９時３０分～午後０時３０分 

※１０月１３日、１１月３日は休み、代わりに１０月１４日に特別講座（京都市聴

言センター見学）開講 

※１０月１４日、１２月９日は午前１０時～午後３時 

●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 中研修室 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の１６歳以上の方。手話で自己紹介ができる

方（手話教室･入門講座修了レベル） 

●定員定員定員定員 ４０人（定員を超えた場合、初受講の方を優先します） 

●受講料受講料受講料受講料 無料（ただし、テキスト代１，４７０円と特別講座の実費は必要） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月２０日（金）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

ふない聴覚言語障害センター TEL（0771）63-6448 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキング参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

今回は、第３９回「口司の里」鏡神社の森と鎌掛峠コース。園部むかしばなし口司の

里コースを今回から会員になられた、語り部の山本ミチ子さんのお話を聞きながら自然

豊かな古道の野道を鏡神社の森まで散策します。どなたでも気軽にご参加ください。 

●日程日程日程日程 ７月２５日（日）（雨天決行） 

●ココココースースースース 園部公園―高杭峠―里道―口司倶楽部（お話タイム）トイレ有―上口司

―鏡神社の森―新世紀第一トンネル―小山西町―栄町―園部公園（歩程約７ｋｍ） 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場（園部高校正門横）午前８時３０分 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 正午ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方（当日体調の悪い方は安全のためご遠慮くださ

い。コースならびに自分の体力、体調を十分チェックされた上でご参加ください） 

●注意注意注意注意 参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋（雨天時雨具） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２２日（木）までに下記の申込・問合せ先にご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席の場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。  

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村）TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）68-0016 

クレイアートクレイアートクレイアートクレイアート「「「「ミニスイーツミニスイーツミニスイーツミニスイーツ作作作作りりりり」」」」講座参加者講座参加者講座参加者講座参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

  

ねんどで作るミニスイーツ講座を開催します。とても可愛くて美味しそうなミニスイ

ーツを親子で楽しんでみませんか？小学校高学年の方なら一人でも参加できます。 

●日時日時日時日時 ８月８日（日）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 園部女性の館 

●定員定員定員定員 ２０組（先着順、定員になり次第締め切ります） 

●参加費参加費参加費参加費 １，０００円  ●持持持持ちちちち物物物物 雑巾 

※お知らせなんたん第１０５号で案内の、８月から始まる短期講座 [玉飾り(布細

工)] [さるぼぼ(布あそび)] [絵手紙] [エコクラフト] [陶芸]の申し込みも受け

付けていますので、多数のお申し込みをお待ちしています。 

 

◇申込・問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

高速道路高速道路高速道路高速道路のののの事故事故事故事故ををををシャットアウトシャットアウトシャットアウトシャットアウト    

 

 平成２３年３月３１日まで京都丹波道路において「高速道路無料化実験」が実施

され、通行料が無料になっています。交通量が増加していますのでご注意ください。 

●逆走車逆走車逆走車逆走車にににに注意注意注意注意 逆走車との事故の大半は、追越車線で発生しています。万一の逆

走車に備え、走行車線を走行しましょう。 

●渋滞渋滞渋滞渋滞にににに注意注意注意注意 渋滞車両への追突事故が多発しています。渋滞後尾の車両はハザー

ドを点灯させましょう。 

●積荷積荷積荷積荷にににに注意注意注意注意 積荷の転落や飛散による事故が多発しています。出発前や休憩時に

積荷の点検をしましょう。 

●原付車原付車原付車原付車はははは走走走走れませんれませんれませんれません １２５cc以下のバイクは高速道路（自動車専用道路を含む）

を通行できません。もちろん、歩行者、自転車も通行禁止です。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

和泉交差点観光交流広場和泉交差点観光交流広場和泉交差点観光交流広場和泉交差点観光交流広場オープンイベントオープンイベントオープンイベントオープンイベントのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

美山町静原地内に、「南丹市和泉交差点観光交流広場」がオープンします。それに

伴い午前には南丹市主催の式典が開催され、その後、地域の実行委員会がオープン

を記念して盛大なイベントを開催します。舞台発表や模擬店など多数の催しを準備

していますので、多くの市民の皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日程日程日程日程 ７月１７日（土)  

●場所場所場所場所 和泉交差点観光交流広場・新和泉大橋（美山町静原地内）  

●主催主催主催主催 和泉交差点観光交流広場オ－プンイベント実行委員会 

時間 内容 

午後１時～ 

新和泉大橋の橋面アート製作 

地域の子どもたち、一般参加者による橋面（舗

装前）をキャンパスに絵を描き、記念撮影を行

います。（高所作業車から撮影） 

午前１１時３０分～午後９時 模擬店出店 

午後４時～９時 

ステージ発表 

北桑田高等学校吹奏楽部、よさこい、京北・雄

進浩、三味線の会、マジックショ－、○×ゲ－

ム、珍どん屋研究会 ほか 

 

◇問合せ先 宮島振興会 TEL（0771）75-5100 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年７月１６日～７月３１日 ） 

 TEL：（0771）63-1777 ／ FAX：（0771）63-1682 ／ Mail：sictv@sic.cans.ne.jp 土・日は営業 / 月曜・祝日は休館です 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第６０６０６０６０回社会回社会回社会回社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動        

～～～～犯罪犯罪犯罪犯罪やややや非行非行非行非行をををを防止防止防止防止しししし、、、、立立立立ちちちち直直直直りをりをりをりを支支支支えるえるえるえる地域地域地域地域ののののチカラチカラチカラチカラ～～～～    

広報用広報用広報用広報用ビデオビデオビデオビデオ「「「「心心心心ののののリレーリレーリレーリレー」」」」    

７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１８日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１９日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２０日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「日吉連合小学校 自然教室」 

「園部第二小学校 小山の音楽会」 

７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（木) 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

 

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森    

地域活動支援センター 他からのお知らせ 

７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２４日 (土）7時・9時・12時・15時・18時    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろば    

７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

２３日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

   ２４日 (土) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２６日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

ススススクールフェイスクールフェイスクールフェイスクールフェイス    

「摩気小学校 高山音楽会」「園部幼稚園 宿泊保育」 

７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２９日 (木）7時・9時・12時・15時・18時 

 

第第第第４４４４回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    

「「「「キラリキラリキラリキラリなんたんなんたんなんたんなんたん！」！」！」！」    

講演 食育・料理研究家 坂本廣子さん    

７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３１日 (土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８月１日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

テレビテレビテレビテレビ週報週報週報週報    

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトトトトピックスピックスピックスピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、「京

都新聞丹波版」または南丹市情報センターホームページを

ご覧ください。一週間のニュースもご覧いただけます。  

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 
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夏夏夏夏のののの交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

７月２１日（水）から８月２０日（金）までの３１日間、「京の夏 マナーとゆと

りで 事故はなし」をスローガンに、夏の交通事故防止府民運動を実施します。 

運動の重点は、①子どもと高齢者の交通事故防止、②すべての座席のシートベル

ト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底、③自転車の安全利用の促進と乗車

用ヘルメットの着用推進、④二輪車事故防止と暴走行為など危険運転の追放です。 

この機会に、家庭や学校、職場などで交通安全について話し合っていただき、交

通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践をお願いします。 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

「「「「人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育講座」（」（」（」（第第第第２２２２回回回回））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市教育委員会では、人権に関する学習の機会を提供し、市民の人権意識の高

揚を図ることを目的として年３回人権教育講座を開催しています。第２回目は、毎

日新聞社論説委員の野沢和弘氏をお招きし、千葉県で全国初の障がい者への差別を

なくす条例を策定された際の研究会座長としての体験をもとに講演いただきます。 

多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ８月５日（木）午後７時３０分～ 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●内容内容内容内容 演題「障害のある人もない人も暮らしやすい街に」 

講師 野沢和弘 氏（毎日新聞社論説委員、千葉県障害者差別をなくすための研究会座長） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の方であればどなたでも参加できます（受講費無料） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

８８８８月月月月のののの母子母子母子母子保健事業日程表保健事業日程表保健事業日程表保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

８月６日（金） 乳児後期健診 平成２１年９月生 

８月２０日（金） 乳児前期健診 平成２２年４月生 

８月２４日（火） 

離乳食教室（受付時間 

午前9時30分～10時） 

生後５カ月～１歳ごろの乳児と

保護者（要申込） 

８月２６日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年１１月生 

８月２７日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年２月生 

８月３０日（月） 母親教室 妊婦（要申込） 

８月３１日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成20年2月1日～3月5日生 

園
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

(
こ
む
ぎ
山
健
康
学
園
)
 

※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

日吉町生涯学習センターでは、「ミラクルバナナ」のビデオ上映会を開催します。 

入場は無料で事前申し込みも不要です。お誘い合わせて気軽にご鑑賞ください。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 バナナの木から紙ができたら、そこに奇跡の物語が生まれる―。実在

するプロジェクトがモチーフとなってできた感動と元気一杯の物語。 

●出演出演出演出演 小山田サユリ、山本耕史、アドゴニー、緒方拳ほか ●上映時間上映時間上映時間上映時間    １時間４５分 

  

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ約束約束約束約束のののの犬犬犬犬」」」」映画会映画会映画会映画会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

実在した忠犬ハチ公の実話を映画化した『ハチ公物語』（'87）のリメイク版です。 

●日時日時日時日時 ８月８日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●入場料入場料入場料入場料 無料（先着２００人。入場整理券が必要です） 

●入場整理券入場整理券入場整理券入場整理券 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、社会教育課美

山担当（美山支所内）に備え付けています。 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 アメリカ、郊外のベッドリッジ駅。ある寒い冬の夜、迷子になった秋

田犬の子犬を偶然保護したパーカー・ウィルソン教授は、その子犬を飼うことに

する。ハチと名づけられた子犬は、いつからか、夕方５時になるとベッドリッジ

駅までパーカーを出迎えるのが日課となっていた。一人と一匹の間に育まれた深

い愛情と信頼は、これからもずっと続いていくと思われていたが…。（２００８年

アメリカ製作 ９３分 日本語吹替え版） 

●出演出演出演出演 リチャード・ギア、ジョーン・アレン、サラ・ローマー ほか    

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

『『『『未公開株未公開株未公開株未公開株・・・・社債社債社債社債』』』』のののの取引取引取引取引はははは慎重慎重慎重慎重にににに！！！！    

 

 未公開株や社債の勧誘をめぐる消費者トラブルが、特に高齢者を中心に増加していま

す。少しでも不審に思う場合には取引を見合わせるなど、慎重な対応をしてください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

母親教室母親教室母親教室母親教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

赤ちゃんとお母さんに大切な食事の話を聞いていただき、マタニティーヨガで体と心

をほぐす、心地良いひと時はいかがでしょうか？ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 ８月３０日（月）午後１時３０分～４時（受付：午後１時１５分～） 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター（こむぎ山健康学園） 

●内容内容内容内容 栄養の話＆マタニティーヨガ体験 

●持持持持ちちちち物物物物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（あれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月２７日（金）までに下記申込・問合せ先にお電話ください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当がががが支給支給支給支給されますされますされますされます    

 

ひとり親家庭に対する自立を支援するため平成２２年８月１日から父子家庭の父

にも児童扶養手当が支給されます。手当を受給するためには戸籍謄本などを添付の

上、市へ申請が必要です。支給要件をご確認のうえ、子育て支援課または各支所健

康福祉課で１１月３０日（火）までに忘れずに手続きをしてください。 

●父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの支給要件支給要件支給要件支給要件 次の①～⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がそ

の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合。 

①父母が婚姻を解消した子ども 

②母が死亡した子ども 

③母が一定程度の障がいの状態にある子ども 

④母の生死が明らかでない子ども 

⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年以上拘禁されている子ど

も、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど 

●手当額手当額手当額手当額（（（（月額月額月額月額）））） 受給資格者（ひとり親家庭の父など）が監護・養育する子ども

の数や受給資格者または扶養義務者の所得などにより決められます。※所得制限

限度額を超える方については一部支給、または全額停止になります。 

 ○児童１人の場合 全部支給：41,720円、 一部支給：41,710円～9,850円 

 ○児童２人以上の加算額 ２人目：5,000円、３人目以降１人につき：3,000円 

（所得制限限度額表） 

請求者（本人）の所得額 

扶養親族などの数 

全額支給の限度額 一部支給の限度額 

０人 １９０，０００円 １，９２０，０００円 

１人 ５７０，０００円 ２，３００，０００円 

２人 ９５０，０００円 ２，６８０，０００円 

３人 １，３３０，０００円 ３，０６０，０００円 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

女性女性女性女性のためののためののためののための相談事業相談事業相談事業相談事業をををを開始開始開始開始しますしますしますします    

 

 家族や職場、友人との関わりで悩んでいる。夫のこと、恋人のことを相談したい。 

子育てがつらい。自分自身の生き方を見直したい。そんな悩みを一人で抱えていま

せんか？女性が出会うさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、

整理するお手伝いをします。そして、問題解決のための一歩を踏み出すことを応援

します。どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。 

●相談日相談日相談日相談日 ８月１１日、２５日（水）午後１時～４時 

※平成２３年３月まで毎月第２、第４水曜日に開設します。 

※事前予約が必要ですので相談日前日までに下記問合せ先に予約をお願いします。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜公園プールでアイドルライブ＞ 

●日時日時日時日時 ８月１日（日）午前１１時３０分、午後２時 ●場所場所場所場所 公園プール 

●内容内容内容内容 プール内の特設会場でＫ・Ｋいれぶん（京都小町１１区）ほかのライブ 

＜パターゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ８月７日（土）午前９時～ ●場所場所場所場所 パターゴルフ場 ●定員定員定員定員 ５０人 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方 ●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 ●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２０日（火）～８月２日（月） 

＜工作教室＞ 

●日時日時日時日時 ８月２１日（土）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方 ●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

●内容内容内容内容 おもしろ工作など ●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２５日（日）～８月１６日（月） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時    ８月２１日（土）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 ●定員定員定員定員 ６０人 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） ●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

●内容内容内容内容 月・夏の星座観望など ●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２５日（日）～８月１６日（月） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

メグミルクメグミルクメグミルクメグミルクのののの工場工場工場工場へへへへ見学見学見学見学にににに来来来来ませんかませんかませんかませんか    

 

 メグミルクの工場では、学校給食用の牛乳をはじめ、乳飲料、果汁、ヨーグルト

を毎日たくさん製造しています。夏休みにご家族でぜひ工場見学にお越しください。

夏休み企画の親子体験もあります。 

＜紙すき体験＞ 

●日時日時日時日時 ７月２８日、８月４日、１１日、１８日（各水曜日）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 京都工場池上製造所（八木町池上） ●定員定員定員定員 各回先着４０人 

＜紙パック工作体験＞ 

●日時日時日時日時 ７月２９日、８月５日、１９日、２６日（各木曜日）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 京都工場（八木町美里） ●定員定員定員定員 各回先着４０人 

＜通常の工場見学＞ 

●内容内容内容内容 工場の概要説明、ビデオ上映、見学コースの案内 

●そのそのそのその他他他他 牛乳の試飲とオリジナルグッズのお土産もあります。 

●時間時間時間時間 京都工場池上製造所 午前１０時～、午後１時３０分～（約１時間３０分） 

    京都工場 午前１０時３０分～、午後１時３０分～（約１時間３０分） 

※いずれも土、日、祝日を除く。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 見学希望日の３日前までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都工場池上製造所（紙すき体験） TEL（0771）42-6871 

         京都工場（紙パック工作体験） TEL（0771）43-2150 

京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学２０１０２０１０２０１０２０１０夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 ８月６日（金）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 京都医療科学大学 

●定員定員定員定員 １０人（先着順） ●参加費参加費参加費参加費 無料  

●対象対象対象対象 南丹市内在住の小学５、６年生 （保護者同伴可） 

●内容内容内容内容 人体の仕組みについて、模型などを使い分かりやすく学んでいただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２８日（水）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

※詳細は、申込受け付け後、本学よりお送りします公開講座票をご覧ください。 

 

◇申込･問合せ先 学校法人島津学園 京都医療科学大学 公開講座係 TEL（0771）63-0066 

「「「「森森森森ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ」」」」のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 ８月７日（土）午前１０時集合～８日（日）午前１０時解散 

●場所場所場所場所 府民の森ひよし「森遊館」前集合 

●内容内容内容内容 森の散策、ツリークライミング、野外調理、テント泊など（当日の天候に

より中止する場合があります） 

●参加費参加費参加費参加費 １人５，０００円（保険料などを含む） 

●持持持持ちちちち物物物物 動きやすい服装と靴、おにぎり（１日目昼食用）、水筒、帽子、雨具、お

皿、スプーン、寝袋/毛布などの寝具、寝間着用ジャージなど、翌日の着替え、タ

オル、懐中電灯、虫除け、ビニール袋（すべて記名してください） 

●対象対象対象対象 小学校高学年：若干名（低学年の部は締め切りました） 

●申申申申込方法込方法込方法込方法 参加者氏名、年齢、住所、自宅電話番号、当日連絡できる緊急連絡先

（保護者の携帯電話など）、アレルギーの有無を下記申込・問合せ先に、電話、Ｆ

ＡＸ、Ｅメール、またはホームページよりお申し込みください。 

●主催主催主催主催 森林･環境ネットワーク ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 森林・環境ネットワーク(廣瀬方)TEL・FAX（0771）42-3708 

Ｅメール mail@nposhinrin.net ホームページ http://www.nposhinrin.net 

夏休夏休夏休夏休みみみみ！！！！子子子子どもどもどもども英会話講座英会話講座英会話講座英会話講座「「「「キッズキッズキッズキッズ・・・・イングリッシュイングリッシュイングリッシュイングリッシュ」」」」    

 

夏休み中の子どもを対象に、英語の歌や絵本を楽しみ、英語学習に親しむ取り組

みとして「キッズ・イングリッシュ」講座を開催します。 

●日時日時日時日時 ８月３日（火）、４日（水）、５日（木）（全３回） 小学１～小学３年生：

午前９時～１０時（６０分）、小学４～小学６年生：午前１０時１５分～１１時 

１５分（６０分）、幼稚園年中・年長児：午後１時～１時４５分（４５分）  

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 ４階 展示ホール ※開催場所までの送迎は、特に小学

校低学年までの子どもさんや校区外の子どもさんは、保護者の送迎をお願いします。 

●定定定定員員員員 各１５人（先着順） ●受講料受講料受講料受講料 ３，０００円（全３回・教材費含む） 

※参加できない日があっても受講料の一部返金はできませんので、ご了承ください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２７日（火）までに住所、参加者氏名、学年、保護者氏名、電話番号

（連絡先）を電話、ＦＡＸで下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。 

●主催主催主催主催 財団法人南丹市園部国際学園都市センター、南丹市国際交流協会 

 

◇申込・問合せ先 財団法人南丹市園部国際学園都市センター（南丹市情報センター） 

TEL（0771）63-1777 FAX（0771）63-1682 

障障障障がいがいがいがい者者者者ふれあいふれあいふれあいふれあい交流会交流会交流会交流会「「「「ここここここここ・・・・ともともともとも」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

障がい者の友だちづくりの場・出会いの場をつくる障がい者ふれあい交流会「ここ・

とも（心の友だち）」を開催します。お手伝いいただけるボランティアも募集しています。 

●日時日時日時日時 ８月６日（金）午前１１時～午後３時（受付：１０時３０分） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」（ＪＲ鍼灸大前駅すぐ） 

●参加費参加費参加費参加費 １，０００円（弁当、ケーキ、飲み物付） ●主催主催主催主催 南丹市社会福祉協議会 

●対象対象対象対象 施設、地域で生活しておられる障がいのある方 

●内容内容内容内容 ゲーム、会食、「ぽぽたん」のステージ など ●申込締切申込締切申込締切申込締切 ７月３０日（金） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所地域 TEL（0771）43-0551 

         ワークセンターびび TEL（0771）75-1660 

         ワークセンターびび日吉分所 TEL（0771）72-0324 

まちなかまちなかまちなかまちなか再発見再発見再発見再発見！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本陣本陣本陣本陣・・・・夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

安らぎと郷愁を覚えるかいわいで市民交流のイベントを開催します。皆さんのご

来場を心よりお待ちしています。（来場無料） 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）午後１時～８時 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（元小林酒店）周辺（園部町本町） 

●内容内容内容内容 ◎納涼落語会（午後４時開場、６時開演、うな重付前売り券1,500円、当日券

（落語のみ）500円）、◎納涼ビアガーデン、◎本陣売店、◎夏休みこども教室（手芸、

紙すき、木工、将棋）、◎ディスコン大会（誰もが楽しめるニュースポーツ） 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市商工会 

 

◇問合せ先 まちなかを再発見する会（竹中） TEL（0771）62-0302 

南丹市南丹市南丹市南丹市やぎのやぎのやぎのやぎの花火大会花火大会花火大会花火大会    出店希望者出店希望者出店希望者出店希望者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

８月１４日（土）（延期の場合は８月１６日）に開催する南丹市やぎの花火大会に

おいて、八木駅駐輪場（八木駅南側）で特産品などの販売ブースを設置します。出

店希望者を募集しますのでご応募ください。 

●出店時間出店時間出店時間出店時間 花火大会当日午後３時～ ●出店出店出店出店スペーススペーススペーススペース ３ｍ×３ｍ（予定）  

●出店料出店料出店料出店料 無料 ●出店予定数出店予定数出店予定数出店予定数 １０店 ●申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日 ７月２０日（火）午後５時 

※出店申し込み数、出店内容によりお断わりする場合があります。 

※テント、備品は出店者の持ち込み。保健所などへの申請は出店者各自でお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

「「「「大堰川大堰川大堰川大堰川のののの舟運舟運舟運舟運とととと鳥羽宿鳥羽宿鳥羽宿鳥羽宿    川船川船川船川船」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

丹波史談会では、平成２２年度の公開例会を開催します。大堰川の渡し舟やいかだの

話、鳥羽の宿場町の話などを行います。町の歴史を知り、自然を感じてみてください。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。鳥羽の現地見学も予定しています。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）午後１時～ ●場所場所場所場所 八木公民館 ２階 会議室 

●参加費参加費参加費参加費 １人５００円（資料代として当日徴収） ●主催主催主催主催 丹波史談会二班 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 事前の申し込みは必要ありません。八木公民館に直接お越しください。 

 

◇問合せ先 八木公民館サークル連絡協議会八木史談会（代表：斎藤） TEL（0771）42-3451 

ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー２２２２級養成講座級養成講座級養成講座級養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 母子家庭の母および寡婦の自立を支援し、就業に結びつける技能・資格を取得す

るためのホームヘルパー２級養成講座を実施します。 

●日程日程日程日程 ９月４日（土）～平成２３年１月３１日（月）※土・日が中心で、実習は平日。 

●場所場所場所場所 ミストラル介護センター綾部（綾部市栗町）TEL：0773-47-5333 

●対象者対象者対象者対象者 京都府内（京都市内を除く）の母子家庭の母または寡婦であって、ホー

ムヘルパーとして就業しようとする方で、本講座の全日程に出席できる方 

●定員定員定員定員 ２５人（先着順） ●保育保育保育保育 日曜日は保育ルームあり（未就学児、生後６カ月以上） 

●費用費用費用費用 テキスト代：７，８５０円 ※交通費（移動費）は自己負担です。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２０日（火）までに受講申込書（子育て支援課、各支所健康福祉課に

備え付け）および必要に応じ添付書類を同封の上、郵送でお申し込みください。 

※添付書類 世帯全員の住民票または母子家庭の母または寡婦であることの証明書 

 

◇申込・問合せ先 京都府母子寡婦福祉連合会事務局 TEL 075-223-1360 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０８号（３の３）平成２２年７月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民提案型市民提案型市民提案型市民提案型まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動支援交付金制度活動支援交付金制度活動支援交付金制度活動支援交付金制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

 

南丹市では、市民協働をさらに推進し、将来にわたって市民の皆さんが誇りを持つことがで

きる個性的で魅力ある地域社会を実現するため、南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金

制度を創設しました。この制度は市民の皆さんで組織されている団体に提案いただいた公益活

動に対し支援を行うもので、自由なテーマでの提案による自由提案型事業と市があらかじめ設

定したテーマに基づき提案をいただく課題設定型事業の２つを用意しています。 

●交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業 

①自由提案型事業 市民団体が自由なテーマで提案する社会的または地域的な課題

解決に関する事業。補助率：交付対象経費の10/10以内（10万円を限度とします） 

②課題設定型事業 市が設定したテーマに基づき、市民団体が提案する社会的また

は地域的な課題解決に関する事業。補助率：交付対象経費の10/10以内（20万円

を限度とします） 

●交付対象交付対象交付対象交付対象 要綱に定める要件を満たし、市内を主な活動範囲とされている市民団体など 

●提案締切提案締切提案締切提案締切 ８月２０日（金）午後５時 

●提案方法提案方法提案方法提案方法 所定の様式（ホームページ、企画推進課または各支所地域総務課で入

手できます）に必要な項目を記入いただき、企画推進課もしくは各支所地域総務

課に提出してください。後日当方からヒアリング日程を連絡させていただきます。 

●提案事業提案事業提案事業提案事業のののの採択採択採択採択 提案いただいた提案事業は、ヒアリングなどで内容を確認させ

ていただいた上、選定委員会で提案事業の選定を行います。 

＜課題設定型事業におけるテーマ＞ 

消費者被害の防止 

消費者を狙った悪徳商法の手口はますます巧妙になり、詐欺や不当請求な

ども増加しています。被害に遭っても相談できなかったり、被害に気付か

ないこともあるのが現状です。身近な家族や地域の方々の見守りによる消

費者被害の防止に関する協働事業を提案ください。 

中心市街地の再生 

全国的に中心市街地が停滞・衰退傾向にある中、本市も例外ではありませ

ん。南丹市の「顔」でもある街なかを市民が憩い、楽しみ、経済と文化の

中核をなす「中心市街地のにぎわい創出」に関する事業を提案ください。 

南丹市のブランド

価値の向上 

合併により誕生した「南丹市」の知名度は全国的にまだまだ低く、市民生

活の向上と来訪者が楽しめる地域資源を生かしたまちの魅力向上が求め

られています。地域の魅力と誇りの向上のため「南丹ならではの“もの”

や“コト”」を提案ください。 

南丹市ふるさとの

川クリーン運動 

河川の環境保全・環境美化活動に関するアイデアを提案ください。 

南丹市ふるさとの

道クリーン運動 

道路の環境保全・環境美化活動に関するアイデアを提案ください。 

環境教育・環境活

動情報のネットワ

ーク化 

現在市内では、個人、グループ、NPO、企業、行政など、さまざまな主体

によって環境に関する教育や活動が行われていますが、それぞれの情報が

集約・一元化されていないのが実情です。これらの情報を一元化するネッ

トワークの構築を提案ください。 

不法投棄防止活動 

市民、事業者、各種団体、行政が協働し、不法投棄の防止を図ることがで

きる取り組みを提案ください。 

ごみ減量、リサイ

クル・リユース活

動 

ごみの減量化、資源の再利用など循環型社会の構築が求められている昨今

において、廃棄物対策だけではなく、皆さんの生活や事業の活動などと、

密接に連携した実践活動に関する協働事業を提案ください。 

動物愛護 

動物は、私たちの生活を豊かにしてくれるかけがえのない存在です。しか

し、鳴き声や糞尿などによる迷惑防止や、人の生命・身体・財産を侵害し

ないよう適切に管理する必要があります。人と動物が共生するより良い社

会づくりを目指した普及啓発活動を提案ください。 

廃食用油回収拠点

の設置 

家庭等から出る使用済み廃食油を回収し、バイオディーゼル燃料や石鹸に

再生することで、排水の汚染防止やＣＯ２排出削減を図るため、その拠点

となる廃食用油回収拠点づくりなどの事業を提案ください。 

新エネルギー研究

事業 

今後の実用化が期待される身近な地域社会の中に活用できる新エネルギ

ーの活用などを提案ください。 

高齢者集落活性化

対策① 

集落の高齢化比率の高い集落では、草刈や除雪などの地域の共同作業が困

難になっています。広域的な連合などの仕組みを研究し、協働により具体

的課題解決が図ることのできる取り組みを提案ください。  

高齢者集落活性化

対策② 

高齢化が進む地域において、「匠のワザ」の伝承や、小規模農家(家庭菜園

的)の農作物の販売など支援高齢者がその技術を手軽に生かすことがで

き、集える場所の提供や地域に関わる仕組みづくりを提案ください。 

地域交通支援対策 

一部地域では、交通手段が極めて少ないなど、高齢者などの移動の手段の

確保が課題となっています。課題解決に向けた取り組みを提案ください。 

交通安全見守り隊 

子供たちが、交通事故や犯罪にあわない、あわせないための活動を目的と

して、通学路における子どもの保護・誘導を行うなど、子どもの安全確保

に関する事業をご提案ください。 

 

特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査をををを受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう    

 

 南丹市国民健康保険加入者で４０歳から７４歳の方に特定健康診査・特定保健指導を

実施しています。平成２２年度の特定健康診査をまだ受けておられない方は、ぜひお申

し込みください。 

●対象者対象者対象者対象者 満４０歳～７４歳で南丹市国民健康保険加入者 ※健診受診日に満７５

歳に達した方は、対象外となります。４月以降、国保の特定健康診査および人間

ドックを受診された方は、今回案内の特定健康診査は受診できません。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 国保医療課および各支所健康福祉課の窓口で、申込用紙に必要事項を

記入し、提出してください。後日、健診案内と受診票・受診券を郵送します。 

●健診期間健診期間健診期間健診期間 ８月１日～９月３０日 

●受診時受診時受診時受診時にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの 特定健康診査受診券、特定健康診査受診票、国民健康保険

被保険者証、自己負担金 

●自己負担金自己負担金自己負担金自己負担金 １，０００円（医療機関窓口でお支払いください） 

（平成２３年３月末までに７０歳になられる方、生活保護世帯の方は、無料） 

●健診内容健診内容健診内容健診内容 問診、身体計測（腹囲を含む）、尿検査（糖、蛋白）、血圧測定、血液

検査（脂質、肝機能、血糖、HbA1c、腎機能、貧血）、心電図、診察 

●健診結果健診結果健診結果健診結果 受診された医療機関で、結果をお返しします。 

※メタボリック症候群の危険域にある方、予備軍の域にある方を特定健診で見つけます。

運動・食事・喫煙など生活習慣に課題のある方は、特定保健指導で改善していきます。 

＜受診方法および実施医療機関＞ 

 国保医療課、各支所健康福祉課で特定健診の申し込み後、特定健診受診案内・特定健診受診

券・特定健診受診票を郵送します。案内などの到着後、下記の南丹市特定健診実施医療機関の

中から希望の医療機関に直接予約してください。医療機関との日程調整後、受診票に必要事項

を記入し、予約日に受診券・受診票・保険証・負担金（必要な方）を持参し、受診してくださ

い。予約電話は、医療機関の診療時間内にお願いします。南丹市国民健康保険以外の保険（健

康保険協会など）の被扶養者の方で、医療保険者から発行された特定健康診査受診券をお持ち

の方は、下記の「医療保険被扶養者」欄に○印の付いた医療機関で、健診を受けることができ

ます。わかりにくい点や質問などは、発行元の医療保険者にお問い合わせください。 

＜平成２２年度南丹市特定健診実施医療機関（順不同）＞ 

所在 医療機関名 国保加入者 医療保険被扶養者 電話番号 

園部 川西診療所 ○ ○ 62-0139 

園部 園部丹医会病院 ○ ○ 62-1581 

園部 冨井内科医院 ○ ○ 68-2550 

園部 仁丹医院 ○ ○ 62-0234 

園部 広野医院 ○ ○ 62-0218 

園部 吉田小児科内科医院 ○ ○ 63-1458 

八木 きむら診療所 ○ ○ 43-0860 

八木 坂井内科医院 ○ ○ 42-2531 

八木 山田医院 ○ ○ 42-2306 

日吉 胡麻佐野診療所 ○ ○ 74-0022 

日吉 藤岡五ケ荘診療所 ○ － 73-0203 

日吉 明治国際医療大学附属病院 ○ ○ 72-1221 

日吉 吉田医院 ○ ○ 72-0022 

美山 
美山診療所 

○ ○ 75-1113 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

 

工芸みやげもの開

発 

国民文化祭京都２０１１の開催を視野に、「ものづくりのまち南丹市」な

らではの「ほんまもんセット」の企画開発を提案ください。 

定住促進のための

ネットワーク組織 

「田舎暮らしの応援団」をコンセプトに、過疎地域への定住希望者に対

し、情報を提供する組織の設置やその仕組みの構築を提案ください。 

南丹市６次産業倶

楽部の創設 

地域農林産物の生産者（１次産業者）と加工実施者（２次産業者）と流

通・販売実施者（３次産業者）とのマッチングを通じて、新たな産業（６

次産業倶楽部など）の創設を提案ください。 

※例：6次産業＝1次産業×2次産業×3次産業 

食の安心・安全活動 

親子における一連の農作業体験活動を通じて、食の安全性、食育、環境

に関することなど、現在の食をとりまく社会の現状を考える活動を提案

ください。 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

            Ｅメール kikaku-s@city.nantan.kyoto.jp 
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ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜さをり織りとランチ＞ 

●日時日時日時日時 毎週金・土曜日 午前１０時～午後４時 

●内容内容内容内容 さをり織りでスカーフを作ります。１日の方には縦糸を準備します。 

●参加費参加費参加費参加費 ２日間5,000円（昼食２回、材料付）、１日3,500円（昼食１回、材料付） 

※材料費はスカーフ１枚程度です。大作の場合は糸の追加費用が掛かります。 

＜地球を学ぶ！子ども環境劇場＞ 

●日時日時日時日時 ７月２７日（火）～２９日（木） 

●内容内容内容内容 プロ劇団の演技指導で演劇を通じて環境の大切さを疑似体験する合宿型の

ワークショップ。 

●参加費参加費参加費参加費 南丹市内在住の小中学生5,000円（日帰り、昼食付）、宿泊の場合12,000円 

＜夏期映画ゼミナール2010 映画美術の世界＞ 

映画を鑑賞しながら、「映画美術」について学びます。 

●日程日程日程日程・・・・内容内容内容内容 ７月３０日（金）:序の舞、緋牡丹博徒・お竜参上、祇園祭 

       ７月３１日（土）：風と女と旅鴉、炎上、肉体の門、怪談 

       ８月１日（日）：雨月物語、赤線地帯 

●参加費参加費参加費参加費 映画のみの鑑賞 500円/１本 

※上映時間などは電話でお問い合せください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

地域地域地域地域ジョブパークジョブパークジョブパークジョブパーク巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

「自分に合った仕事がしたい」「ブランクがあるけれど、また仕事がしたい」「雇用保険

のことを教えて欲しい」など就職するまでの生活に関する悩みや就職に関するあらゆる

疑問に京都ジョブパークの生活相談員やキャリアカウンセラーが親身にお答えします。 

●日時日時日時日時 ７月３０日（金）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 京都府園部総合庁舎 別館 会議室ＡＢＣ 

※相談は無料です。事前に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都ジョブパーク TEL 075-682-8915 

海海海海のののの““““もしももしももしももしも””””はははは１１８１１８１１８１１８番番番番へへへへ    

 

マリンレジャーシーズンに入り、海へ遊びに行く機会も増えて来ます。自然に触れ、

親しむことはとても楽しいものですが、その一方で水の事故も後を絶ちません。舞鶴海

上保安部管内では、近年レジャー中の海での事故が多発しています。事故を防ぐため、

疲れているとき、飲酒したときは、絶対海に入らないでください。疲労・飲酒での遊泳

は非常に危険です。また、プレジャーボートなどで遊ばれる方は、万が一の事故に備え

て、ライフジャケットの着用、防水パックに入れた携帯電話の携行を心掛けましょう。

そして事故が発生した時や事故を発見した時は、迷わず・素早く「１１８番」へ 

 

◇問合せ先 舞鶴海上保安部 TEL（0773）76-4120 

家庭問題家庭問題家庭問題家庭問題にににに関関関関するするするする相談電話番号一覧相談電話番号一覧相談電話番号一覧相談電話番号一覧    

 

 お気軽にご相談ください。 

＜京都府家庭支援総合センター相談窓口＞（京都市東山区清水４丁目185-1） 

代表番号 075-531-9600  

児童虐待専用 075-531-9900  

ＤＶ相談専用 075-531-9910 年中無休 午前９時～午後８時 

ひきこもり専用 075-531-5255 平日：午前９時～正午、午後１時～４時 

 

「「「「府民交流会府民交流会府民交流会府民交流会ｉｎｉｎｉｎｉｎ南丹南丹南丹南丹」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 京都府では、現在、今後の府政運営の基本となる「明日の京都」ビジョンの策定に取

り組んでいます。このたび、南丹地域振興計画を含む中間案などを策定しましたので、

その内容についてお知らせするとともに、皆さんのご意見を直接お聞きする場として「府

民交流会ｉｎ南丹」を開催します。併せて、昨年７月２５日に開設しました「南丹パー

トナーシップセンター」の周年事業を兼ねた楽しいイベントも予定しています。 

●日時日時日時日時 ７月２４日（土）午後２時～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都学園大学 光風館 

●内容内容内容内容 第１部 思いをかたちに！共にひらこう「明日への扉」 

        京都学園大学大西教授をコーディネーターとして迎え、京都府知

事、亀岡市長、南丹市長、京丹波町長の南丹地域に対する熱い思

いをお聴きするとともに、会場の皆さんとも意見交換します。 

第２部 山田知事と南丹地域の若き“名人”たちとの思いっきり生トーク 

        若者や女性ならではの視点で、南丹地域を元気にしようと日々活

躍されている方々を“ご当地名人”としてお招きし、京都府知事

との熱いトークを繰り広げていただきます。 

※参加には事前申し込みが必要です（定員２５０人・先着順）。詳しくは南丹広域振

興局ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/nantan/）をご確認ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局企画総務部企画振興室 TEL（0771）24-8430 


