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水道施設管理員水道施設管理員水道施設管理員水道施設管理員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 水道施設管理員（１人） ●勤務地勤務地勤務地勤務地 南丹市園部町および日吉町 

●任用期間任用期間任用期間任用期間 ①１０月１日～平成２３年３月３１日 

       月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

      ②平成２３年４月１日以降 

       月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

※水道事故時など夜間勤務、土・日・祝日の勤務あり 

●作業内容作業内容作業内容作業内容 市内の水道施設の日常監視、点検、緩速ろ過、ポンプ類などの点検、

軽微な補修など 

●賃金賃金賃金賃金 ①１０月１日～平成２３年３月３１日 

     試行期間（臨時職員）とし、日額７，５００円 

    ②平成２３年４月１日以降 

     嘱託職員とし、月額１７７，２００円 

※通勤手当は南丹市職員の通勤手当に関する規則に準じて支給、社会保険・雇用保険あり 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 普通運転免許必要。年齢は６５歳までの方 

●採用採用採用採用 面接などにより決定します。（面接日は後日連絡） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 ８月１８日（水）～３１日（火）の間に下記提出先に備え付けの南丹

市嘱託職員申込書を提出してください。※土・日曜日は除く。午前８時３０分～

午後５時１５分 

●提出先提出先提出先提出先 上水道課、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。 

 

◇問合せ先 上水道課 TEL（0771）68-0053 

店舗店舗店舗店舗やややや事業所事業所事業所事業所などのごみのなどのごみのなどのごみのなどのごみの収集収集収集収集はははは許可業者許可業者許可業者許可業者へへへへ！！！！    

 

店舗や事業所などから排出される事業系廃棄物は、事業者自らの責任で適正に処

理する必要がありますが、一部で個人の氏名を書き、家庭系のごみとして排出され

ている事業所が見受けられます。事業系一般廃棄物は、可燃ごみや資源ごみの収集

場所に排出することはできませんので、次の方法により、適正に処理してください。

なお、店舗併用住宅の場合は、事業活動に伴って生じるごみと日常生活に伴って発

生するごみに分別し、ごみ処理をしてください。 

●ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして処分処分処分処分するするするする方法方法方法方法（①または②により対応してください） 

①事業者が、自ら船井郡衛生管理組合に直接持ち込む。（事前予約必要） 

②事業者が、下記の一般廃棄物収集運搬許可業者と契約し、処理を委託する。 

有限会社サカエ産業 TEL ０７７１－４２－２１７４ 

安田産業株式会社 TEL ０７５－６０４－５３５３ 

八光興業株式会社 TEL ０７２９－９６－０７７０ 

●資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用するするするする方法方法方法方法    資源ごみは、びん・缶・紙類・布類などに分別し、資

源化物回収業者に引き取ってもらいましょう。    
    
◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL（0771）42-3425  

     環境課 TEL（0771）68-0015  

『『『『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 

木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断およびおよびおよびおよび耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

住宅耐震診断事業および耐震改修事業の募集を行いますので、診断・改修をご希

望の方は、お申し込みください。なお、いずれの事業も予算に限りがありますので、

希望者多数の場合は、次年度以降の対応となりますことをご了承ください。 

＜耐震診断事業＞ 

●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる住宅住宅住宅住宅 次の①～③すべての条件を満たす住宅 

①昭和５６年５月以前に建築された一戸建て木造住宅であること 

②原則として、昭和５６年５月以降に増築されていないこと 

③延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 １０月～１１月 

●実負担額実負担額実負担額実負担額 ２，０００円（費用３０，０００円のうち２８，０００円を市が負担） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１０日（金）までに下記申込・問合せ先にお電話ください。 

＜耐震改修事業＞ 

●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる住宅住宅住宅住宅 次の①～⑤すべての条件を満たす住宅 

①昭和５６年５月以前に建築された一戸建て木造住宅であること 

②原則として、昭和５６年５月以降に増築されていないこと 

③延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること 

④耐震診断の評点が０．７未満の住宅であって評点を０．７以上に向上させる改

修工事を実施した住宅であること 

⑤過去に南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を

受けていないこと 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２３年３月まで 

●補助金交付額補助金交付額補助金交付額補助金交付額  

①評点０．７以上１．０未満の耐震改修 

改修事業費に２分の１を乗じて得た額（ただし、1,000円未満の端数が生じた場

合にあっては、これを切り捨てた額とし、60万円を限度とします） 

②評点１．０以上の耐震改修 

上記①の額から租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の 19の2に

規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額 

●減税措置減税措置減税措置減税措置 評点を１．０以上に向上させる耐震改修は所得税額の特別控除を受け

ることができます。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 補助金の交付を受けるには必要書類を添付した上で申請が必要となり

ます。改修を検討されている場合は、下記申込・問合せ先までご相談ください。 

 

◇申込・問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

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 】 ・水道施設管理員を募集します 

・店舗や事業所などのごみの収集は許可業者へ！ 

・木造住宅耐震診断および耐震改修事業のお知らせ 

・『未公開株・社債』の取引は慎重に！ 

【 裏 】 ・多重債務無料法律相談のご案内 

・平成２２年度中小企業優良従業員表彰の実施について 

・第４回長老山ハイクを開催します 

・「要約筆記教室」の受講者を募集します 

・南丹浄化センターの施設を公開します 

・「第１０回能楽の夕べ～美山かやぶき薪能～」のご案内 

・なんたんテレビ番組表（８月１４日～３１日） 

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

【 表 】 ・特別児童扶養手当現況届の提出はお済みですか？ 

・女性の悩み解決をお手伝いします 

・市有地「平成台」宅地好評分譲中 

・市道拡幅工事完成のお知らせ 

・電源立地地域対策交付金による工事の実施について 

・南丹工芸文化祭「工芸作品展示会」展示作品を募集します 

・地域力再生プロジェクト支援事業交付金について 

・父子家庭の皆さんにも児童扶養手当を支給します 

【 裏 】 ・南丹市市民参加と協働の推進委員を募集します 

・インターネット公売（不動産）のお知らせ 

・平成２２年度第２回調理師試験およびふぐ処理師試験 

・平成２２年度第２回調理師試験準備講習会を開催します 

・テニス教室を開催します 

・かやぶき民家で「戦争のおはなし」を聞きませんか 

・スプリングスひよし臨時休館のお知らせ 

・普通救命講習Ⅰ受講者募集 

・ふれあいふくしまつり健康づくり大会 協賛企業･団体の募集 

・京都地方法務局園部支局庁舎移転のお知らせ 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

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

【 表 】 ・「人権教育講座」（第３回）を開催します 

・「２０１０なんたんヒューマンシネマ」を開催します 

・第３回南丹市水泳大会を開催します 

・摩気神社蔵小畠文書調査報告書を販売します 

・子ども手当に関するお知らせ 

・平成２２年度母子家庭人間ドックを実施します 

・平成２２年度児童扶養手当現況届の提出はお済みですか？ 

【 裏 】 ・丹波自然運動公園からのお知らせ 

 ・ギター音楽に触れよう！第４回美山ギター音楽祭開催 

・南丹わくわくスポットのお知らせ 

      

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「要約筆記教室要約筆記教室要約筆記教室要約筆記教室」」」」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    

 

要約筆記とは、聞こえが不自由な方々の耳がわりとして、話の内容、会議の進行、

講演の内容などを文字で表す筆記通訳のことです。「耳の不自由な方の役に立ちた

い」「要約筆記をやってみたい」など興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 ９月２４日～１１月１２日の毎週金曜日（全８回） 

午前１０時３０分～午後３時３０分（昼休憩４０分程度） 

●場所場所場所場所 和知ふれあいセンター（ＪＲ和知駅から徒歩１分） 

●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 

●定員定員定員定員 ４０人（修了された方は、京都府要約筆記奉仕員として登録ができます） 

●受講料受講料受講料受講料 無料（ただし、一部教材費を実費徴収する場合があります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１５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。 

＜手話教室・基礎講座の受講者募集中＞ 

 手話教室・基礎講座の受講者も募集中です。詳細は７月９日発行のお知らせなん

たんでご確認いただくか、下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇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 

南丹浄化南丹浄化南丹浄化南丹浄化センターセンターセンターセンターのののの施設施設施設施設をををを公開公開公開公開しますしますしますします    

 

第５０回下水道の日にちなみ、京都府の主催で南丹浄化センターを公開します。下水

道の仕組みを学習していただくよい機会です。ご家族お揃いで多数ご来場ください。 

●日時日時日時日時 ９月４日（土）午前９時３０分～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 南丹浄化センター（南丹市八木町山室） 

●内容内容内容内容 施設案内、微生物観察コーナー、水洗化相談コーナー 

 

◇問合せ先 南丹浄化センター TEL（0771）42-5922 

下水道課 TEL（0771）68-0054 

多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

借金の返済でお悩みの方を対象に、弁護士が相談に応じます。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。秘密厳守。相談無料。 

●日時日時日時日時 ８月２４日（火） ●時間時間時間時間 午後４時～７時（一人４５分以内） 

●場所場所場所場所 園部公民館 ●予約予約予約予約 開催日の前日までに下記問合せ先にお申し込みください。 

※上記以外の無料相談会場もご案内しています。まずはご相談ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

第第第第４４４４回長老山回長老山回長老山回長老山ハイクハイクハイクハイクをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 標高９１７ｍの長老ケ岳に登る第４回長老山ハイクを行います。長老ケ岳は丹波

地方最高峰の山で、山頂からは日本海を望めます。老若男女を問わず登れる山です。

敬老の月を機会に長老山に登り、健康・長寿を祈願しましょう。 

●日時日時日時日時 ９月１７日（金）午前９時１７分出発 ※少雨決行 

●集合集合集合集合 川谷公民館前広場（美山町三埜） ●参加費参加費参加費参加費 ５００円 ●後援後援後援後援 南丹市 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１０日（金）までに電話、ＦＡＸで住所、氏名、性別、年齢、電

話番号を下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 美山歩こう会事務局（北川） TEL・FAX（0771）75-0360 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

 

京都府では、毎年、中小企業の優良従業員に対する知事表彰を行っています。本

年の表彰申請の受付を次のとおり実施します。 

●受賞資格受賞資格受賞資格受賞資格 中小企業の従業員で次のすべての要件を備えている従業員の方 

①平成２２年８月３１日現在で同一企業に満２５年以上勤務している方 

②専心その業務に励んでいる方 

③特に研究心がおう盛で、かつ、技術に優れ、他の模範となる方 

④特に勤務成績が優秀で他の模範となる方 

⑤刑罰（刑事事件で現在係争中のものを含む）を受けていない方 

⑥これまでに、永年勤続の知事表彰を受けていない方 

※当表彰の中小企業は、次の表の区分によります。 

業種 資本金 従業員数 

小売業 5000万円以下 50人以下 

サービス業 5000万円以下 100人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

工業、鉱業、運送業、建設業、その他 3億円以下 

または 

300人以下 

※会社役員、個人企業の共同経営者（事業主と親子、配偶者の関係など含む）は対象外 

●表彰申請従業員数表彰申請従業員数表彰申請従業員数表彰申請従業員数 １企業５人以内 

●申請期間申請期間申請期間申請期間 ８月２０日（金）午後５時までに商工観光課へ提出してください。 

●表彰表彰表彰表彰のののの決定決定決定決定 中小企業関係表彰等審査委員会の審査などを経て知事が決定します。 

※詳しい表彰要領および申請書は商工観光課に備え付けていますので、必要な場合

はご請求ください。（市のホームページから取得することもできます） 

 

◇問合せ先 京都府ものづくり振興課 TEL 075-414-4851 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「第第第第１０１０１０１０回能楽回能楽回能楽回能楽のののの夕夕夕夕べべべべ～～～～美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき薪薪薪薪

たきぎ

能能能能

のう

～」～」～」～」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

初秋の山里美山にゆらめく篝火（かがりび）が映え、幻想的な雰囲気の中、演じ

られる狂言・能の舞台は幽玄な世界に皆さんを導きます。今年も、地域の子どもた

ちが青木道喜先生の指導のもと、練習を積み重ねてきた能を発表します。 

●日時日時日時日時 ９月１８日（土）開場：午後５時、小学生能楽発表：午後５時３０分、 

開演：午後６時３０分 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館特設舞台（雨天の場合：美山文化ホール） 

●内容内容内容内容 能楽「海士」 出演者：青木道喜、青木真由人、小林努 ほか 

        狂言「飛越」  出演者：茂山千三郎、松本薫 ほか 

●チケットチケットチケットチケット料金料金料金料金 前売り券 一般２，５００円、中高生５００円 

        当日券 一般３，０００円、中高生５００円 

●チケットチケットチケットチケット販売場所販売場所販売場所販売場所 ローソンチケット（Ｌコード59048）、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）、美山町各地域

振興会、美山町観光協会 ※電話予約により、前売り券扱いで販売します。 

●主催主催主催主催 美山能楽の夕べ実行委員会 

 

◇問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777（月曜休館） 

美山町宮島振興会  TEL（0771）75-5100（平日のみ） 

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８月１４日～８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    

８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【土土土土】】】】22220000時時時時・・・・22時    

１５日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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    

「聖家族幼稚園 年長児 おとまり保育」 

「園部幼稚園・すこやか学園 お楽しみ会」    

８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１５日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１６日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１７日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

２０１０２０１０２０１０２０１０南丹南丹南丹南丹そのべそのべそのべそのべ夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり    

【【【【小山太鼓オープニング演奏  

京都府警察音楽隊・園部小学校鼓笛隊町内パレード】】】】    

８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（木) 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市南丹市南丹市南丹市くらしのあんないくらしのあんないくらしのあんないくらしのあんない版版版版    

南丹市役所からのお知らせです 

８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２０日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２１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    

南丹市人権講演会 ｢人の世に熱と光を！｣ 清原隆宣氏 

（平成２１年１２月に行われた講演会です） 

８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

２０日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

    ２１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    

８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２２日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２３日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２４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    

「殿田小学校 音楽の集い」 

「みやま保育所 七夕会」 

「知井保育所 七夕会」 

８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２６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ほか からのお知らせ 

８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２７日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２８日 (土）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    

「城南保育所 お泊り保育」 

「日吉中央保育所・胡麻保育所 合同お泊り保育」 

８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２７日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

20時半・22時半   

２８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    

８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３１日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

山陰本線山陰本線山陰本線山陰本線    京都京都京都京都・・・・綾部間開通綾部間開通綾部間開通綾部間開通100100100100周年記念番組周年記念番組周年記念番組周年記念番組    

今年、山陰本線の京都駅から綾部間が開通して100年を

迎えました。懐かしの映像を交えながら、鉄道に携わって

きた人々の思い出やふるさとの歴史を振り返ります。 

８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９月１日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２日 (木）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トピックストピックストピックストピックス（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。http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１０号（３の２）平成２２年８月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金によるによるによるによる工事工事工事工事のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

 

南丹市は、日吉町の世木ダム、美山町の大野ダムにそれぞれ発電所（新庄発電所・

大野発電所）を抱え、周辺地域に電力を供給し住民生活を支えている地域であるた

め、『電源立地地域対策交付金』を国から受けています。市では、この交付金を活用

して下表２路線の工事を実施します。工事期間中、沿線住民の皆さんには、何かと

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

工事名 工事内容 工事場所 工期 交通規制など 

市道原佐々江線 

舗装改良工事 

舗装修繕 

（打換） 

美山町原地内 

８月中旬 

～９月末 

作業時間帯、工事箇

所は車両通行止め 

市道保野田片野線 

舗装改良工事 

舗装修繕 

(打換)など 

日吉町保野田・田原

地内（農免道路） 

８月中旬 

～11月末 

作業時間帯、片側交

互通行で施工 

※工事の詳細は、施工現場に工事看板を掲出します。現場の施工は、表記工期内に

おいて速やかに完了するよう努力します。 

 

◇問合せ先 道路河川課 TEL（0771）68-0051 

市道拡幅工事完成市道拡幅工事完成市道拡幅工事完成市道拡幅工事完成のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 ご不便をお掛けしていました市道園部小学校線を拡幅する道路工事が、このたび

完成しました。道路が広くなり、歩道を整備したことで、市役所や幼稚園へ来られ

る方が安全に通行できるようになりました。長期間に渡りご協力をいただきありが

とうございました。 

 

◇問合せ先 道路河川課 TEL（0771）68-0051 

市有地市有地市有地市有地「「「「平成台平成台平成台平成台」」」」宅地好評宅地好評宅地好評宅地好評分譲中分譲中分譲中分譲中    

 

南丹市園部町小山東町の「平成台」は“国際学園都市”の形成を目指し、学園誘致や

各種施設の建設を進めてきた旧園部町が構想・計画を主導した、小学校や公園を含む人

口１，１００人規模の街です。１区画平均３３０㎡（約１００坪）の余裕の広さは、こ

れからの長寿社会のための住環境を考え三世代がゆったりと暮らせる緑豊かな住宅地で

す。今年３月のＪＲ嵯峨野線複線化工事完了により快速電車利用で二条駅まで約３２分

となった園部駅まで徒歩５分。また、高速道路無料化実験実施中の京都縦貫道八木西Ｉ

Ｃまで車利用で５分の好立地にある「平成台」は土地のみでの分譲ですので、お好みの

ハウスメーカーや工務店で「マイホーム」を建築することが出来ます。住宅用地など土

地の購入をお考えの方は、この機会にぜひ下記問合せ先にお問い合わせください。 

●●●●分譲地分譲地分譲地分譲地 南丹市園部町小山東町平成台 ●●●●売主売主売主売主 南丹市 

●分譲価格分譲価格分譲価格分譲価格 1471.3万円（面積230.90㎡）～2789.9万円（面積397.71㎡） 

最多販売価格帯 1800万円台8区画・1900万円台9区画 

総区画数165区画・今回販売区画35区画 （先着申込み順） 

 

◇問合せ先 財産管理室 TEL（0771）68-0091 

特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届のののの提出提出提出提出はおはおはおはお済済済済みですかみですかみですかみですか？？？？    

 

 特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年１回所得状況届の提出が必要です。    

この届出によって、引き続き１年間手当を受けられる資格があるかどうか審査し、継続

の場合には新たに証書を交付します。提出が遅れると、手当の受け取りが遅れますので

ご注意ください。対象者の方には７月末に文書を発送しました。提出がまだの方はお急

ぎください。現況届を２年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 ８月２０日（金）●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

女性女性女性女性のののの悩悩悩悩みみみみ解決解決解決解決をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします    

 

 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２５日、９月８日、２２日（毎月第２、第４水曜日） 午後１時～４時 

※必ず事前予約が必要です。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 

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をををを支給支給支給支給しますしますしますします 

 

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、８月１日から父子家庭の父にも児童扶養

手当を支給します。手当を受給するためには申請が必要です。詳しくは７月９日発行の

お知らせなんたん第１０８号をご覧いただくか、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭「「「「工芸作品展示会工芸作品展示会工芸作品展示会工芸作品展示会」」」」展示作品展示作品展示作品展示作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 平成２３年に開催の「第２６回国民文化祭・京都２０１１」に向け、「ものづくりのま

ち南丹市」を市内外に広くアピールしていく機会として、昨年度に引き続き「工芸作品

展示会」を開催します。作品の展示を希望される方は、準備方よろしくお願いします。 

●期間期間期間期間 １０月３０日（土）～３１日（日）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 

●募集作品募集作品募集作品募集作品 ※作品が規格に当てはまらない場合はご相談ください。 

①陶、木、竹、金属、漆、ガラス、染、織、糸を用いた工芸作品とします。 

②出品は展示ブースに応じ複数の展示が可能となります。ただし、ブースの割り

振り当てはテーマなどにより主催者で決定します。 

③展示できる重さと強度を考慮したものとします。 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市、亀岡市、京丹波町に在住または工房を構え、日常的に工芸に

携わっておられる方とします。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 初めて出品を希望される方は、９月３０日（木）までに、下記問合せ先に

ご連絡ください。応募用紙などをお送ります。応募多数の場合は、会場のスペースの

都合により、展示作品数を調整させていただくことがありますので、ご了承ください。 

※作品の搬入・搬出についての費用は出品者の負担とし、搬入などの期日や詳細は

申込者に別途連絡します。（搬入は１０月１９日以降の予定） 

 

◇問合せ先 企画推進課（南丹工芸文化祭実行委員会事務局）TEL（0771）68-0003 

地域力再生地域力再生地域力再生地域力再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金についてについてについてについて    

 

地域に暮らす皆さんが協働して自主的に、暮らしやすく魅力的な地域にしようと

工夫して取り組まれる「地域力再生活動」を支援するため、京都府が行っている「地

域力再生プロジェクト支援事業交付金」の第２回募集期間がスタートします。また、

交付金制度の詳細を知りたいといった地域からの要請に対し、職員が制度概要など

を説明するために出向く「出前講座」もご活用ください。 

●対象団体対象団体対象団体対象団体 地域住民が主体的に参画し、地域力再生に取り組む団体。※営利を主

とする団体や特定の政治、思想、暴力団などに関わる団体は対象外。 

●交付金交付金交付金交付金のののの種類種類種類種類 

①公共的サービス活動 環境保全活動、子育て支援活動、共助型福祉活動、防災・

防犯活動、地域美化活動、農村・都市交流活動、地域文化など住民が互助によ

り、公共的なサービスを提供し、地域づくりの基盤となる活動。 

※①のうち「新たな地域連携活動」（他の対象団体と新たに連携・協働して取り組む新規

の活動）に係る計画づくりや打合せなどの１０万円以内の経費や、「小さな公共的サー

ビス活動」（対象事業費３０万円以内の子育て支援、共助型福祉、防災・防犯分野に該

当する活動）で交付要件を満たすものは、交付率などが加算されます。 

②ビジネス志向型活動 ①のうち、地域の特産品開発や遊休施設の活用などによ

り、一定の収入を得て地域の課題解決に取り組み、翌年以降は事業収入による

運営を目指す活動の立ち上げを支援。 

③地域力パートナーシップ推進枠 共通の地域課題の解決を図るため、京都府と

協働で行う活動。 

●事業要件事業要件事業要件事業要件 「地域性」「公共性」「自立性・持続性」「熱意・主体性」「新規・工夫

性（拡充、再興を含む）」を有していること。 

●交付率交付率交付率交付率などなどなどなど 〔交付率〕 交付対象事業費の原則１／３以内 

       〔交付上限額〕 ①１００万円 ②１５０万円 ③２００万円 

※上記の額と合わせて、（財）京都府市町村振興協会から、別途１／３以内に相当す

る額が交付されます。 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 ９月１日（水）～９月３０日（木） 

●事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口 南丹広域振興局企画総務部企画振興室 TEL（0771）24-8430 

府民生活部府民力推進課 TEL 075-414-4452 

●そのそのそのその他他他他 募集要項は、企画推進課、各支所地域総務課に備え付けています。また

詳細、申請書類は、京都府のホームページからダウンロードすることができます。

（http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/） 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験回調理師試験回調理師試験回調理師試験およおよおよおよびびびびふぐふぐふぐふぐ処理師処理師処理師処理師試験試験試験試験    

 

＜平成２２年度第２回調理師試験＞ 

●日程日程日程日程 １０月２４日（日） ●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 ６，１００円 

●場所場所場所場所 長浜バイオ大学京都CAMPUS烏丸学舎（旧関西文理学院、京都市北区） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月６日（月）～１０日（金）の間に受験願書を亀岡総合庁舎内の相

談コーナーまたは南丹保健所環境衛生室に提出してください。（郵送不可） 

＜平成２２年度ふぐ処理師試験＞ 

●日程日程日程日程 筆記：１０月２４日（日） 実技：１０月３１日（日） 

●場所場所場所場所 筆記：長浜バイオ大学京都CAMPUS烏丸学舎（旧関西文理学院、京都市北区） 

    実技：京都調理師専門学校（京都市中京区） 

●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 ６，５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１３日（月）～１７日（金）の間に受験願書を亀岡総合庁舎内の

相談コーナーまたは南丹保健所環境衛生室に提出してください。（郵送不可） 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

南丹市南丹市南丹市南丹市市民参加市民参加市民参加市民参加とととと協働協働協働協働のののの推進委員推進委員推進委員推進委員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

南丹市では、市民参加と協働による市民が主体のまちづくりを目指し、４月１日に

「南丹市市民参加と協働の推進に関する条例」を施行しました。そのような中で市

民参加と協働の推進に関する実施計画および市民参加と協働の推進に関する施策に

ついて審議し、意見をいただくとともに、適切な市民参加と協働の推進を図るため、

南丹市市民参加と協働の推進委員会を設置します。そして、今回本委員会における

市民委員を募集します。皆さんのご応募をお待ちしています。 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 ８月２７日（金）まで ●募集定募集定募集定募集定員員員員 ２人 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 専用の応募用紙に必要事項を記入いただき、企画推進課、各支所地域

総務課まで直接持参、郵送、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。申込用

紙は企画推進課、各支所地域総務課に備え付け、南丹市ホームページからダウン

ロードしていただけます。 

●審査方法審査方法審査方法審査方法 申込用紙の記載事項などをもとに委員の選考を行わせていただきます。 

●結果発表結果発表結果発表結果発表 委員の選考の結果は、それぞれ個別に通知させていただきます。 

 

◇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 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

９月２９日（水） １０月６日（水） 

受付 午前８時４５分～９時 受付 午前８時４５分～９時 

公衆衛生学 

衛生法規 

午前９時～正午 調理理論 午前９時～正午 

食品衛生学 

食品化概論 

午後１時～５時 

栄養学 

食品学 

午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館１階第２会議室（南丹市八木町西田） 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ９月６日（月）～１０日（金） 

●受講受講受講受講料料料料 １５，０００円（テキスト、問題集を含む）※衛生協会員は１３，０００円 

 

◇申込・問合せ先 南丹食品衛生協会事務局（南丹保健所内）TEL（0771）63-1519 

京都地方法務局園部支局庁舎移転京都地方法務局園部支局庁舎移転京都地方法務局園部支局庁舎移転京都地方法務局園部支局庁舎移転のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 京都地方法務局園部支局は、庁舎新営に伴い、８月３０日（月）から庁舎を移転

し事務を行いますのでお知らせします。 

●新庁舎所在新庁舎所在新庁舎所在新庁舎所在 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号１７（園部税務署横） 

●電話番号電話番号電話番号電話番号 総務：（0771）62-0208 登記：（0771）62-0380 

 

◇問合せ先 京都地方法務局総務課 TEL 075-231-0148 

京都府立京都府立京都府立京都府立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 

 

＜さをり織りの創始者 城みさを作品展＞ 

９７歳の現在も「さをり織り」の普及活動に努める城みさをさんの作品を展示します。

●期間期間期間期間 ９月１２日（日）まで ●場所場所場所場所 ゼミナールハウス３階ロビー ※入場無料 

＜チェロ＆ピアノ チャリティーコンサート＞ 

地元にゆかりのあるプロ演奏家によるコンサート。生演奏で名曲を味わいませんか？ 

●日時日時日時日時 ８月２６日（木）開場：午後６時、開演：午後６時３０分 

●場所場所場所場所 ゼミナールハウス１階ホール 

●入場料入場料入場料入場料 中学生以下無料、高校生以上：５００円（チャリティーの目安） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 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 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき民家民家民家民家でででで「「「「戦争戦争戦争戦争のおはなのおはなのおはなのおはなしししし」」」」をををを聞聞聞聞きませんかきませんかきませんかきませんか    

 

「あの戦争と子どもたち」をテーマに学童集団疎開のお話し会を開催します。三

世代交流としておじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんと子どもたちが

一緒に、戦争当時のお話を聞いたり話しをしたりしましょう。また、お昼には、当

時の食事情を体験できるよう｢すいとん｣を試食していただきます。 

●日時日時日時日時 ８月２１日（土）午前１１時～午後２時３０分 

（市営バス 日吉駅発：10:15、府民の森発：14:47） 

●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 かやぶき民家  

●参加費参加費参加費参加費 無料 ※入館料（大人：200 円、高校・大学生：150 円、小中学生：100

円）が必要。南丹市内在住、在学の小中学生は無料。 

●協力協力協力協力 かたりべの里クラブ、伝承調理ボランティア「さくらんぼ」 

 

◇申込・問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

テニステニステニステニス教室教室教室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    

 

●日時日時日時日時 ９月１４日～１１月２日（毎週火曜日）午後１時～４時（全８回） 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん（府立口丹波勤労者福祉会館） ●参加料参加料参加料参加料 ８，０００円 

●内容内容内容内容 １８歳以上の初心者、初級者を対象に指導する教室 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１０日（金）までに下記申込・問合せ先に来館、電話、ＦＡＸ、

Ｅメールで氏名、住所、電話番号をご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp 

普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習ⅠⅠⅠⅠ受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    命を救うリレーの第１走者はあなたです  

 

その場に居合わせた人の適切な応急処置が大切な命を救います。あなたも大切な

命を救うため、勇気を出して普通救命講習Ⅰに参加してみませんか。（参加費無料） 

日時 場所 定員 内容 

９月４日（土） 

午後１時３０分～４時３０分 

京丹波町中央公民館 ２０人 

９月５日（日）午前９時～正午 八木公民館 ２０人 

９月１２日（日）午前９時～正午 園部消防署 ２０人 

人工呼吸 

心臓マッサージ 

除細動（AED） 

止血法 

◇申込締切 各会場とも開催日の前日までとし、定員となり次第締め切ります。 

 

◇問合せ先：園部消防署救急係 TEL（0771）62-0119 

      園部消防署八木出張所 TEL（0771）42-3119 

      園部消防署丹波出張所 TEL（0771）82-0119 

ふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつり健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり大会大会大会大会    協賛企業協賛企業協賛企業協賛企業････団体団体団体団体のののの募集募集募集募集    

 

１０月１６日（土）に氷室の郷で｢２０１０南丹市やぎ･ふれあいふくしまつり健

康づくり大会｣を開催します。本大会は、地域の障がい者施設をはじめ、福祉施設、

学校、ボランティアグループ、各種団体などの皆さんが、舞台発表、手作り作品販

売、模擬店などに参加。｢健康づくり大会｣では体力年齢測定、健康相談、南丹元気

づくり体操の紹介など｢かかわり・つながり・ひろがり・元気の輪｣をテーマに実施

しています。本大会の開催趣旨をご理解いただき、多くの企業や団体の皆さんにも

ご協力をお願いします。協賛いただいた企業・団体は、本大会の案内チラシなどへ

の広告掲載をさせていただきますので、８月３１日（火）までにお申し出ください。 

 

◇問合せ先 2010南丹市やぎ・ふれあいふくしまつり健康づくり大会実行委員会 

（事務局：南丹市社会福祉協議会八木支所） TEL（0771）42-5480 

インターネットインターネットインターネットインターネット公売公売公売公売（（（（不動産不動産不動産不動産））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●公売財産公売財産公売財産公売財産 不動産（京都地方税機構公売公告） 

売却区分番号 名称、数量、性質および所在 見積価額 公売保証金 

特機-001 

京都府南丹市日吉町胡麻猫鼻11番26 

宅地 １６６．６２㎡ 

1,260,000円 126,000円 

特機-002 

京都府南丹市日吉町胡麻猫鼻11番89 

宅地 １７４．２３㎡ 

1,300,000円 130,000円 

※公売中止となる場合がありますので、事前に下記問合せ先にお問い合わせください。 

●公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間 ８月１８日（水）午後１１時まで 

●入札期間入札期間入札期間入札期間（（（（不動産不動産不動産不動産）））） ８月２４日（火）午後１時～８月３１日（火）午後１時 

※インターネット公売に関する詳細は、「京都地方税機構ホームページ」、「Yahoo！

オークションホームページ（京都地方税機構公売）」でご確認ください。 

 

◇問合せ先 京都地方税機構本部特別機動室 TEL 075-414-4444 

スプリングススプリングススプリングススプリングスひよしひよしひよしひよし臨時休館臨時休館臨時休館臨時休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

スプリングスひよしは、施設の定期点検のため、９月６日（月）～９日（木）の

４日間休館します。皆さんにはご不便・ご迷惑をお掛けしますが、快適・安全な運

営のためにご理解とご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 スプリングスひよし TEL（0771）72-1526 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１０号（３の３）平成２２年８月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届のののの提出提出提出提出はおはおはおはお済済済済みですかみですかみですかみですか？？？？    

    

児童扶養手当を受給されている方（全額支給停止となっている方も含みます）は、

毎年１回受給者と児童の状況について届出を行うことになっています。この届出に

より引き続き１年間手当を受けられるかどうかを審査します。現況届を２年間続け

て提出しないと、手当を受ける資格がなくなりますので注意してください。 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 ８月３１日（火） ●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出場所提出場所提出場所提出場所 子育て支援課、各支所健康福祉課 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度母子家庭人間年度母子家庭人間年度母子家庭人間年度母子家庭人間ドックドックドックドックをををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 
 仕事・家庭・子どもの教育などあらゆる面で家庭の柱として日常生活を支えている母

子家庭の母親および寡婦の健康管理の一助として、京都第一赤十字病院、舞鶴赤十字病

院、日本赤十字社京都府支部が無料で半日の人間ドック（健診）を実施されます。 

●対象者対象者対象者対象者 母子家庭の母親および寡婦（平成２２年４月１日に６５歳未満の人で、

寡婦にあっては国民健康保険の被保険者（本人）に限ります） 

●実施場所実施場所実施場所実施場所 京都第一赤十字病院健診センター 

●実施時期実施時期実施時期実施時期 １１月～平成２３年３月（年末年始12/28～1/4除く）の平日の午前中 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月７日（火）までに各支所健康福祉課、子育て支援課に備え付けの申

込書に必要事項を記入し、80円切手を貼った返信用封筒を添えて、南丹保健所福祉室

にお申し込みください。※受診の可否は返信用封筒でお知らせします。 

 

◇問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-0361 

子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

「「「「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３３３３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    

 

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３回目は、京都教育大学の伊藤悦子教

授をお招きし、今日における同和問題の課題を結婚差別という観点からご講演いた

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 ９月８日（水）午後７時３０分～ ●場所場所場所場所 園部公民館３階大研修室 

●内容内容内容内容 （演題）「婚活時代の結婚差別」 講師 伊藤悦子 氏（国立京都教育大学

教授、京都府人権教育・啓発推進懇談話会副座長） 

●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ご参加ください（受講費無料） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

第第第第３３３３回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

夏期における市民の憩いの場として開設している八木海洋センター（プール）で、

市民が水泳競技を通じて競技力の向上と親睦・交流を図ることを目的に第３回南丹

市水泳大会を開催します。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 ９月４日（土）午前１０時～（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所 八木海洋センター屋内２５ｍプール【６レーン設定】 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤、在学の小学生以上の方  

●参加費参加費参加費参加費 １人１００円（大会当日受付でお支払いください） 

実施競技種目（各種目男女別で行います） 自由形 平泳ぎ 

小学４年生以下の部 ２５ｍ ２５ｍ 

小学５・６年生の部 ２５ｍ ２５ｍ 

ジュニア（中学･高校生）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

成年（１８歳～４９歳）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

シニア（５０歳以上）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入し、８月２９日（日）までに申込先

に提出願います（ＦＡＸ可）。申込用紙は申込先に備え付けています。 

●申込先申込先申込先申込先 園部海洋センター（体育館）、八木海洋センター（プール）、八木公民館、

日吉町生涯学習センター、美山支所社会教育課美山担当 

●そのそのそのその他他他他 １人２種目（自由形と平泳ぎ）のエントリーも可能です。スイミングキ

ャップは必ず着用願います。警報発令時や台風などで大会ができない場合は、主

催者判断で中止とします。 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、南丹市体育協会八木支部 ●主管主管主管主管 八木海洋センター 

 

◇問合せ先 八木海洋センター事務局（八木公民館内） 

TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

摩気神社蔵小畠文書調査報告書摩気神社蔵小畠文書調査報告書摩気神社蔵小畠文書調査報告書摩気神社蔵小畠文書調査報告書をををを販売販売販売販売しますしますしますします    

 

八木町史編さん事業の歴史資料調査報告書第３集を販売しています。小畠氏は、室町

時代の終わりから安土桃山時代にかけて園部町宍人を拠点に口丹波地域から京都周辺で

活動し、江戸時代には園部藩士となった武士の家です。この報告書は、八木町史編さん

事業の一環として小畠氏が伝えた古文書群に関して行った調査報告書で、３２点の古文

書を全文翻刻し、うち２３点の中世史料は今回初めて紹介する新出史料を含め、全点写

真図版付きで掲載しています。販売のほかに市内の図書室に開架しています。 

●書名書名書名書名 八木町史編さん事業歴史資料調査報告書第３集『摩気神社蔵小畠文書調査報告書』 

●販売窓口販売窓口販売窓口販売窓口 文化博物館、八木公民館 ●価格価格価格価格 １部６００円 ●部数部数部数部数 ３００部 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0081 

「「「「２０１０２０１０２０１０２０１０なんたんなんたんなんたんなんたんヒヒヒヒューマンシネマューマンシネマューマンシネマューマンシネマ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

市民一人一人が自らの問題として、人権問題に対する正しい理解と認識を深める

ため、「２０１０なんたんヒューマンシネマ」を開催し、みんなで考え学びあえる人

権研修の機会とします。皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。 

●日時日時日時日時 ９月４日（土）昼の部 開場：午後１時３０分、上映：午後２時 

           夜の部 開場：午後６時３０分、上映：午後７時 

●場所場所場所場所 園部公民館大ホール ●入場料入場料入場料入場料 無料 ●上映時間上映時間上映時間上映時間 １時間４０分 

●映画映画映画映画 「火垂るの墓」（実写版）昭和２０年、戦争のなか親も家も失い、ふたりきり

になってしまった兄弟。つたなくも懸命に生きようとする姿を描いた、実写映画 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

社会教育課 TEL（0771）68-0057 

子子子子どもどもどもども手当手当手当手当にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜子ども手当の申請・認定＞ 

 本年４月から子ども手当制度が始まりました。子ども手当は、次代の社会を担う

子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、平成２２年度において、中学校

修了までの子どもを対象に、月額１３，０００円を支給する制度です。 

●申請申請申請申請およびおよびおよびおよび認定認定認定認定についてについてについてについて   

①本年３月までに児童手当を受給されていた方で、新たに子ども手当の対象とな

る子ども（原則として中学２年生と中学３年生）を養育されている場合は、「子

ども手当額改定認定請求書」の提出が必要となります。 

②本年３月までに児童手当の受給資格がなくなった方（所得制限超過など）で、

子ども手当の支給対象となる子どもを養育されている方は、「子ども手当認定請

求書」の提出が必要となります。 

※上記①、②に該当すると思われる方に対し、４月に個別に申請書類を送付してい

ます。９月３０日（木）までに申請いただければ、手当は４月分から支給します。

まだ申請がお済みでない方は早急に提出してください。なお、９月３０日以降の

提出分については、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。 

③出生、転入などで手当の対象となる場合は速やかに手続きしてください。原則

として申請をされた月の翌月分から手当を支給します。 

 ④公務員の方については、勤務先で手続きを行ってください。 

＜「子ども手当の現況届」未提出の方へ＞ 

子ども手当は、中学校修了までの児童を養育されている方に支給されます。平成２２

年３月まで児童手当を受けていた方は、原則として子ども手当の申請は免除されていま

すが、「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、６月１日における状況

について、引き続き子ども手当を受ける要件（子どもの監督や保護、生計同一）を満た

しているかどうかを確認するための大切な手続きです。６月中の期限でお知らせしてい

ましたが、提出がお済みでない方は早急に提出してください。なお、現況届の提出がな

ければ、受給資格があっても６月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。 

●添付書類添付書類添付書類添付書類 ・国民年金以外の年金加入者の方は健康保険証の写し、または年金加

入証明（事業所の証明） 

・養育している児童と別居されている場合は、別居監護申立書と児童

の属する世帯全員の住民票の写し 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

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    

 

＜親と子の山村体験＞ 

●日時日時日時日時 ９月１８日（土）午後１時３０分～１９日（日）正午 ●場所場所場所場所 宿泊棟  

●対象者対象者対象者対象者 小学生と親 ●定員定員定員定員 ５０人 ●内容内容内容内容 稲刈り、栗拾い、天体観測など 

●参加料参加料参加料参加料  大人5,000円 、小学生4,000円（１泊３食付） ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月１０日（金） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ９月２２日（水）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 中秋の名月・月の写真撮影など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月１６日（木） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

南丹南丹南丹南丹わくわくわくわくわくわくわくわくスポットスポットスポットスポットのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹地域の女性たちが気軽に交流、相談できるスポットです。自分の特技を生か

して何かしてみたい人や活動されている方などどなたでも参加してください。正午

以降はわくわく相談もしています。 

●日時日時日時日時 ８月３０日（月）午前１０時３０分～正午 

●場所場所場所場所 子育てcomiかふぇ「こじまや」（園部町新町64 小島屋旅館内） 

●内容内容内容内容 「ベビーマッサージをしよう！」子どもをマッサージしながらコミュニケーション 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●持持持持ちちちち物物物物 バスタオル２枚、フェイスタオル１枚 

●主催主催主催主催 NPO法人亀岡子育てネットワーク、らら京都 

●共催共催共催共催 子育てcomiかふぇ「こじまや」 ●協力協力協力協力 グローアップ 

    

◇問合せ先 子育てcomiかふぇ「こじまや」 TEL（0771）62-0091 

       NPO法人亀岡子育てネットワーク（田中） TEL 080-4235-0192 

ギターギターギターギター音楽音楽音楽音楽にににに触触触触れようれようれようれよう！！！！第第第第４４４４回美山回美山回美山回美山ギターギターギターギター音楽祭開催音楽祭開催音楽祭開催音楽祭開催    

 

●日時日時日時日時 ８月１６日（月）～１８日（水）午後４時３０分～ ギター製作家展 

    ８月１６日（月）、８月１８日（水）午後８時～ 聴講生有志コンサート 

８月１９日（木）午後７時３０分～ ファイナルコンサート 

●場所場所場所場所 美山高齢者コミュニティセンター（道の駅 美山ふれあい広場内） 

●内容内容内容内容 ・ギター製作家展 聴講生として参加するギター製作家のギターが一堂に

会します。 

・聴講生有志コンサート 聴講生有志によるコンサートです。 

・ファイナルコンサート 公開レッスンでさらに選ばれた優秀な生徒が、

学んだことの成果を発表します。 

●入場料入場料入場料入場料 無料 ●主催主催主催主催 ギターセミナー実行委員会  

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、平屋振興会 

 

◇問合せ先 ギターセミナー実行委員会（渡部） TEL（0771）75-0559 


