
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１８号（２の１）平成２２年１２月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度償却資産申告書償却資産申告書償却資産申告書償却資産申告書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 

会社や個人で工場や商店、アパートや駐車場などを経営されている方が所有して

いる事業用資産（下表参照）には償却資産として固定資産税の課税対象となります。

南丹市内に償却資産を所有されている方は、資産の多少にかかわらず、平成２３年

１月１日現在の所有資産について申告をしてください。 

資産種類 課税客体（例） 

 構築物 独立煙突、貯水池、井戸、構内舖装、門塀、公園、広告塔など 

 機械、装置 モーター、旋盤など各種産業用機械および装置、受変電設備など 

 船舶、航空機 ボ－ト、遊漁船、はしけ、ヘリコプターなど 

 車両、運搬具 

バックホウ、タイヤローラー、ブルドーザーなどの大型特殊自動

車、自転車、リヤカー、構内運搬車など 

（自動車税または軽自動車税が課せられるものを除く） 

工具、器具、備品 

切削工具、測定工具、計算機、金庫、陳列ケース、応接セット、 

テレビ、看板、ネオンサイン、オフィスコンピューター、自動販 

売機など 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 平成２３年１月３１日（月）までに、税務課、各支所地域総務課に直

接持参いただくか、郵送で提出してください。申告用紙は１２月中旬に発送する

予定です。事業を営んでいる方で、申告書がお手元に届かない場合は下記問合せ

先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

年末年始年末年始年末年始年末年始のごみのごみのごみのごみ収集収集収集収集・・・・しししし尿汲取尿汲取尿汲取尿汲取りなどのおりなどのおりなどのおりなどのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●しししし尿汲取尿汲取尿汲取尿汲取りりりり 年末は１２月２８日（火）まで、年始は１月４日（火）から業務開始 

し尿汲取り受付電話番号：（0771）42-5301 

●ごみごみごみごみ収集収集収集収集 年末は１２月３０日（木）まで、年始は１月４日（火）から業務開始 

※大量にごみを出される場合は早くから準備し、計画的に出してください。 

※年末・年始の可燃ごみ収集は下記のとおりです。 

・１２月２８日（火）、１月４日（火）・・・園部町、日吉町、美山町の全域 

・１２月３０日（木）、１月６日（木）・・・八木町の全域 

●年末年末年末年末のごみののごみののごみののごみの持込持込持込持込みみみみ １２月３０日（木）まで 

〔搬入時間〕午前９時～午後４時。※正午～午後１時は除く。 

●火葬業務火葬業務火葬業務火葬業務 １月１日（土）、２日（日）のみ休業 ※受付は可。 

火葬業務受付電話番号：（0771）62-1571  

 

◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL (0771）42-3425 

      環境課 TEL（0771）68-0015 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 

 農業委員会委員選挙人名簿は、毎年１月１日現在の状況に基づく、農業委員会委員の

選挙権を有する方の申請によって調製します。したがって、申請書の提出がない場合に

は、たとえ実態として選挙権があっても選挙人名簿には登載されないことがあります。

選挙人名簿に登載されないと投票やリコールの請求ができませんのでご注意ください。 

●農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員のののの選挙権選挙権選挙権選挙権をををを有有有有するするするする方方方方 平成２３年１月１日現在で南丹市内に住所を

有し、３月３１日現在で満２０歳以上の方のうち、次の①、②どちらかに該当する方。 

①農業経営者で、１０アール（１反）以上の農地を耕作している方 

②①と同居の家族の方で、年間おおむね６０日以上耕作に従事している方 

●申請書用紙申請書用紙申請書用紙申請書用紙 「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は、「農家基本台帳」のデー

タを基に、選挙権を有すると推定される世帯の世帯主の方の名前を印字して、区長様

を通じて配布します。この申請書に、上記の選挙権を有する方のお名前および必要事

項をご記入ください。なお、農地の名義が亡くなられた方のお名前のままになってい

る場合や、世帯分離をされている場合などは、申請書が配布されない場合があります。

申請書が届かない場合は、下記問合せ先にお問い合わせください。 

●提出期限提出期限提出期限提出期限・・・・提出先提出先提出先提出先 平成２３年１月７日（金）までに区長様を通じて農業委員会

事務局、各支所産業建設課に提出してください。 

 

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 

農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

年末年始年末年始年末年始年末年始にかかるにかかるにかかるにかかる閉庁閉庁閉庁閉庁・・・・運休運休運休運休・・・・休業休業休業休業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●市役所業務市役所業務市役所業務市役所業務 ◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

 １２月２９日（水）～平成２３年１月３日（月）の間、市役所は閉庁します。閉庁期

間中は、通常の休日と同様に日宿直での対応となりますのでご協力をお願いします。 

●市営市営市営市営バスバスバスバス ◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

１２月２９日（水）～平成２３年１月３日（月）の間、南丹市営バスを運休しま

す。皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。 

●社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設    ◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

施設名 年末年始の休業日 

園部公民館、八木公民館、日吉町生涯

学習センター、美山文化ホール 

１２月２７日（月）～ 

平成２３年１月４日（火） 

中央図書館、八木図書室、日吉図書室、

美山図書室、文化博物館 

１２月２７日（月）～ 

平成２３年１月５日（水） 

日吉町郷土資料館 

１２月２８日（火）～ 

平成２３年１月６日（木） 

各社会体育施設 

１２月２７日（月）～平成２３年１月４日（火）

※八木社会体育施設と日吉町はーとぴあ体育  

館、美山長谷運動公園は１２月２８日から休

業。園部海洋センターが管理する体育施設は

１２月２４日（金）～平成２３年１月９日（日）

の間、夜間使用（午後５時以降）を休止。 

園部町内の各学校体育施設 

１２月２７日（月）～平成２３年１月４日（火）

※１２月２４日（金）～平成２３年１月９日（日） 

の間、夜間使用（午後５時以降）を休止。 

園部町以外の各学校体育施設 １２月２５日（土）～平成２３年１月７日（金） 

●国際交流会館国際交流会館国際交流会館国際交流会館    ◇問合せ先 南丹市国際交流会館 TEL（0771）63-1777 

 １２月２９日（水）～平成２３年１月３日（月）の間、国際交流会館は閉館します。

また、年内のホール・会議室などの一般利用は、１２月２６日（日）までとします。 

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  

――――    ２の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・年末年始にかかる閉庁・運休・休業のお知らせ 

・年末年始のごみ収集・し尿汲取りなどのお知らせ 

・平成２３年度償却資産申告書の提出について 

・農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出について 

【 裏 】 ・南丹市小規模企業支援事業補助金交付について 

・木造住宅耐震診断など第３次募集のお知らせ 

・ペットはマナーを守って飼ってください 

・なんたんテレビ番組表（１２月１６日～２７日） 

―――― ２の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について 

・南丹市スポーツ・文化賞表彰について 

・平成２２年工業統計調査の実施について 

・道路はマナーを守り正しく使いましょう 

・１月の母子保健事業日程表 

・「身体障害者巡回更生相談」のお知らせ 

・八木公民館講座「第４回人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 

【 裏 】 ・五ヶ荘キャンドルナイト８２２～想いでの学び舎に灯りを～ 

・園部町小山東町土地区画整理組合の解散認可公告 

・第１９回新春席書大会の参加者を募集します 

・日吉町文化交流協会映画会「春との旅」 

・「いのち」について考える講演会 

・氷室の郷から「しめ縄作り体験」と年末年始のお知らせ 

・第２２回ソフトバレーボール交流大会を開催します 

・戦後強制抑留者の皆さんへ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・子育てcomiかふぇ「こじまや」クリスマスイベント 

・期間限定無料法律相談会を実施します 

・御来光・初詣ウオーキング参加者募集中！ 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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などなどなどなど第第第第３３３３次募集次募集次募集次募集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第３次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。 

＜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 平成２３年１月～２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 １２月２４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＞ 

 耐震改修事業の申し込みも平成２３年３月まで受け付けています。対象となる住

宅にお住みで改修をお考えの方は、下記申込・問合せ先にご相談ください。 

●事業内容事業内容事業内容事業内容 改修事業費に対して最高６０万円の補助金を交付します。 

●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 

 

◇申込・問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

ペットペットペットペットははははマナーマナーマナーマナーをををを守守守守ってってってって飼飼飼飼ってくださいってくださいってくださいってください    

 

「犬や猫のフン尿に困っている」「鳴き声がうるさく困っている」など、ペット飼

養にかんする苦情が寄せられています。犬や猫などのペットは、終生愛情と責任を

もって、他人に迷惑を掛けないように飼いましょう。 

●マナーマナーマナーマナーをををを守守守守ってってってって飼飼飼飼いましょういましょういましょういましょう 散歩中は、必ず「フン」の後始末をし、持ち帰り

ましょう。犬は、飼い放しにしないで、必ずつないで飼いましょう。 

●犬犬犬犬のののの登録登録登録登録などなどなどなど手続手続手続手続きをきをきをきを忘忘忘忘れないでしましょうれないでしましょうれないでしましょうれないでしましょう 狂犬病予防法により、生後９１日以

上の犬を飼い始めたら登録が必要です。飼い犬がいる場合は、必ず登録をしてくださ

い。また、登録内容（犬の所在地や飼主等）に変更が生じたり犬が死亡したときは、

変更届（死亡届）をしてください。犬の登録は、生涯１回のみ必要で、手数料は１

頭につき３，０００円です。変更届は、無料です。 

●狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを年年年年１１１１回必回必回必回必ずずずず受受受受けさせましょうけさせましょうけさせましょうけさせましょう    

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 各支所健康福祉課 

南丹市小規模企業支援事業補助金交付南丹市小規模企業支援事業補助金交付南丹市小規模企業支援事業補助金交付南丹市小規模企業支援事業補助金交付についてについてについてについて    

 

南丹市では、市内の小規模企業者の方々の経営安定のため、対象資金の融資を受けた

場合の利子の補給と京都信用保証協会の信用保証料の助成制度を行っています。 

融資制度名 限度額 

株式会社日本政策金融公庫の経営改善貸付制度 1,500万円 

京都府小規模企業おうえん融資（ベース枠） 1,250万円 

京都府小規模企業おうえん融資（ステップアップ枠） 1,250万円 

対象 

融資 

制度 

京都府あんしん借換融資（中小企業緊急資金対策融資） 1,250万円 

対象者 

この補助金の交付を受けられる小規模企業者（常時使用する従業者の数が 20

人（商業またはサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人）以下の

法人または個人）の資格は次の①～③すべてを満たす方。①市内に主たる事

業所を有する者、②市税を完納している者、③南丹市商工会の会員 

利子 

補給額 

平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までに新規に借り入れた対

象の各融資の平成２２年１月１日から１２月３１日までに支払った利子額（延

滞などに係る利子は除く）の２分の１以内（千円未満切捨て、上限５万円） 

保証料

助成 

平成２２年１月１日から１２月３１日までに新規に借り入れた対象の各融資

の初回に支払った保証料の２分の１以内（千円未満切捨て、上限５万円） 

申請 

手続 

平成２３年１月１１日（火）から１月２５日（火）の間に南丹市商工会に申請

してください。（申請用紙は、南丹市商工会本所、支所に備え付けています） 

申請 

書類 

・南丹市小規模企業支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

・添付書類 ①申請者の住民票の写し（法人にあっては､登記簿謄本の写し）、

②市税を完納していることを証する書類、③金融機関の発行する支払額明細

書、④利子および保証料の支払いを証する書類またはその写し 

※平成２１年度に申請された方は一部の書類を省略できます。 

ア）住所、氏名（名称）に変更がない方：①の書類。 

イ）平成２１年中の新規借入分を引き続き利子補給を受けられる方：③の書類 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

      南丹市商工会 TEL (0771) 42-5380 

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「「「「市役所広報番組市役所広報番組市役所広報番組市役所広報番組」」」」            初回 １２月１６日【木】６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                                        初回 １２月１８日、２５日【土】７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「「「「園部小学校園部小学校園部小学校園部小学校    学習発表会学習発表会学習発表会学習発表会」」」」                        初回 １２月１８日【土】８時 

１０月３１日に園部小学校で行われた日曜参観｢学習発表会｣の模様です 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

第第第第32323232 回少年回少年回少年回少年のののの主張京都府大会主張京都府大会主張京都府大会主張京都府大会    わたしのわたしのわたしのわたしの主張主張主張主張2010201020102010        初回１２月２１日【火】８時 

９月２６日の京都府大会に、南丹市から出場した８名の中学生の発表です 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森        「「「「地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援センターセンターセンターセンターほかほかほかほか」」」」          初回 １２月２３日【木】６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    「「「「西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校    人権人権人権人権のののの取取取取りりりり組組組組みほかみほかみほかみほか」」」」    初回１２月２３日【木】６時１５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    第第第第４４４４回回回回    南丹市議会南丹市議会南丹市議会南丹市議会１２１２１２１２月定例会月定例会月定例会月定例会    

そのそのそのその④④④④    １２１２１２１２月月月月２２２２日日日日のののの議員一般質問議員一般質問議員一般質問議員一般質問            １２月１８日【土】１４時  

そのそのそのその⑤⑤⑤⑤    １２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    議会最終議会最終議会最終議会最終日日日日               １２月１９日【日】１４時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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）6：30／11：30／18：30／21：30（変更あり） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★１２月２８日より、年末年始 特別編成でお送りします。((((番組表番組表番組表番組表をををを後日配布後日配布後日配布後日配布しますしますしますします)))) 

★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 

南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報センターセンターセンターセンター    なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表（（（（12121212 月月月月11116666日日日日～～～～27272727 日日日日））））

TEL 0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp    

土土土土････日曜日曜日曜日曜はははは営業営業営業営業／／／／月曜月曜月曜月曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休館休館休館休館ですですですです    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１８号（２の２）平成２２年１２月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者控除障害者控除障害者控除障害者控除とととと大人用大人用大人用大人用おむつおむつおむつおむつ代代代代のののの医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除についてについてについてについて    

        

＜障害者控除＞ 所得税・住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ち

でなくても、６５歳以上の方で、「寝たきり状態にある高齢者」、「認知症のある高

齢者」など、一定の要件に該当する場合は障害者控除（特別障害者控除）の対象

となる場合があります。控除を受けるには、申請により、「障害者控除対象者認定

書」の交付を受け、申告の際に提示していただく必要があります。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の６５歳以上の方で、次の①～⑤のいずれかに該当する方 

区分 認定 

①身体障がいの程度の等級表（３級～６級）に準ずる障がいがあること 
障がい者 

②知的障がいの程度の判定基準（軽度・中度）に準ずる障がいがあること 

③身体障がいの程度の等級表（１級、２級）に準ずる障がいがあること 

④知的障がいの程度の判定基準（重度）に準ずる障がいがあること 
特別 

障がい者 
⑤寝たきりの状態にあること 

※控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、訪問調査票

により市が判断します。「障害者控除対象者認定書」は高齢福祉課、各支所健康福

祉課の窓口で申請してください。審査の上、後日郵送で交付します。身体障害者

手帳などをお持ちの方はお持ちの手帳を申告の際に提示してください。 

＜大人用おむつ代の医療費控除＞ 大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められ

るには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の①・②両方に

該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」に代えることができます。 

①おむつ代について、医療費控除を受けるのが２年目以降の方。 

②介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に「寝たきりの状

態」かつ「尿失禁（の可能性）がある」ことが確認できる記載がある場合。 

※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方はかかりつけの医療機関にお問い合

わせください。「おむつ使用確認書」は高齢福祉課、各支所健康福祉課の窓口で申

請してください。審査の上、後日郵送で交付します。 

 

◇問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「第第第第４４４４回回回回人権人権人権人権ビデオビデオビデオビデオ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会」」」」受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

差別に対する「こころの壁」を無くすため、どう受け止め理解すればよいかを問うビデ

オ『壁のないまち』（上映時間35分）を鑑賞します。皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １２月１８日（土）午前１０時～ ●場所場所場所場所 八木公民館１階和室 

●受講対象受講対象受講対象受講対象 南丹市内在住、在勤、在学の２０歳以上の方 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前登録や予約は行いませんので、当日直接会場にお越しください。 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

平成平成平成平成２２２２２２２２年工業統計調査年工業統計調査年工業統計調査年工業統計調査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    

 

経済産業省では、平成２２年工業統計調査を１２月３１日現在で製造業を営む事

業所を対象として実施します。本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果は

国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として使われるほか、広く利用され

ます。１２月下旬から来年１月にかけて「調査員証」を携行した調査員がお伺いし

ますので、調査への回答をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容

は、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確な記入をお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

道路道路道路道路ははははマナーマナーマナーマナーをををを守守守守りりりり正正正正しくしくしくしく使使使使いましょういましょういましょういましょう    

 

●道路へはみ出した庭木は、道路を通行する歩行者や自転車にとって危険です。また、

はみ出した草も道幅が狭くなり、道路の機能を十分に発揮できなくなります。民有地

から道路上へ伸びた庭木や草は私有財産であるため、原則として市で剪定（せんてい）

や除草を行うことができません。所有者の皆さんには、道路上へはみ出すことのない

よう適切な管理をお願いします。鉢植えや看板なども、道路を狭くして危険ですので、

道路に出ない設置をお願いします。道路は誰もが安全で快適に通行できる大切な公共

の場です、一人一人がマナーを守り、みんなの道路を広く美しく快適に使いましょう。 

●道路際に配布の凍結防止剤は、凍結により通行に支障がある場合、誰もが利用す

ることができます。必要の際はご活用ください。 

 

◇問合せ先 土木管理課 TEL（0771）68-0013 

１１１１月月月月のののの母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

１月７日（金） 乳児後期健診 平成２２年２月生 

１月１４日（金） 乳児前期健診 平成２２年９月生 

１月２1日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年７月生 

１月２５日（火） 

２歳５カ月児健康

相談 

平成20年7月11日

～7月31日生 

 

園部保健福祉センター 

(こむぎ山健康学園) 

１月２６日（水） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健福祉センター 

（はーとぴあ） 

１月２７日（木） １歳８カ月児健診 

平成21年3月28日

～5月2日生 

園部保健福祉センター 

※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 

南丹南丹南丹南丹市市市市スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化賞表彰文化賞表彰文化賞表彰文化賞表彰についてについてについてについて    

 

スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を表彰します。被表

彰者の推薦について、市内小中学校や各関係機関および団体に所属していない方などで、

下表の表彰基準に該当される方はご連絡ください。 

表彰の種類 表彰基準 

優秀 

スポーツ賞 

特に優秀な成績を収めた方 

①京都府大会、近畿大会、これに準ずる大会において出場権を得て全国大会

に出場し、入賞した方または団体 

②近畿大会、これに準ずる大会において上位（３位以内）入賞した方または

団体 

③京都府大会、これに準ずる競技大会において優勝した方または団体 

スポーツ賞 

優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される方 

①京都府大会、近畿大会、これに準ずる大会において出場権を得て、全国大

会に出場した方または団体 

②近畿大会、これに準ずる大会において入賞（６位以内）した方または団体 

③京都府大会、これに準ずる競技大会において上位（３位以内）入賞した方

または団体 

優秀文化賞 

①文化・芸術の分野において、全国大会、それに準ずる大会などで、上位（３

位相当）入賞を収めた方または団体 

②京都府大会、これに準ずる大会・コンクールで最高位の成績を収めた方ま

たは団体 

文化賞 

①文化・芸術の分野において、全国大会、それに準ずる大会などに学校推薦

または予選を経て出場し、入賞した方または団体 

②京都府大会、これに準ずる大会・コンクールで上位（３位相当）入賞を収

めた方または団体 

翔け賞 

小学校在学中にスポーツおよび文化活動に関し、特に優秀な成績を収めた方

または小学校在学中の者で組織された団体で、スポーツおよび文化活動に関

し優秀な成績を収めた団体または市長がこれらのものに準ずると認めた者 

功労賞 
①優秀な選手などの育成、指導に特に功績があった方 

②文化の振興および発展に多年にわたり功績のあった方 

●対象対象対象対象 今回の表彰は、平成２２年中に収められた成績が対象となります。 

●特記事項特記事項特記事項特記事項 個人および団体において、すでに表彰を受けた方が再び表彰の推薦を

受ける場合は、前回以上の成績を収めた場合に限らせていただきます。 

●締締締締めめめめ切切切切りりりり 平成２３年１月１７日（月）までに下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 教育総務課 TEL（0771）68-0055 

「「「「身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府身体障害者更生相談所では、府内を巡回し、補装具相談・医療相談などを

実施しています。南丹地区での実施は下表のとおりです。 

日程 時間 場所 来訪医師 

１月１４日（金） 午前１０時～１１時３０分 南丹広域振興局 整形外科 

２月３日（木） 午前１０時～１１時３０分 園部公民館 耳鼻科 

３月１１日（金） 午後２時～３時３０分 市役所美山支所 整形外科 

●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科または耳鼻科） 

●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●申申申申込方法込方法込方法込方法 参加を希望される方は、それぞれの巡回更生相談日の３日前（土・日・

祝日を除く）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・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 

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    

 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 平成２３年１月１５日（土）午後７時～９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（小中学生は保護者同伴） ●定員定員定員定員 ６０人 

●参加料参加料参加料参加料 ２００円 ●内容内容内容内容 月、木星観望など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １月１１日（火） 

＜ソフトバレーボールのつどい＞ 

●日時日時日時日時 平成２３年２月６日（日）午前９時３０分～ ●場所場所場所場所 体育館 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●定員定員定員定員 ３２チーム ●参加料参加料参加料参加料 １チーム２,０００円 

●種別種別種別種別 混合の部（男女各２人で編成）予選リーグ戦の後、決勝トーナメント戦 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １月３１日（月） 

＜年末年始の休園＞ １２月２９日（水）～平成２３年１月３日（月） 

 

◇問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

第第第第１９１９１９１９回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会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    

 

新しい年を迎え、すがすがしい気持ちで書初めにチャレンジしてみませんか。文

化協会の書道の先生や会員の方が親切にアドバイスします。 

●日時日時日時日時 平成２３年１月８日（土）午前１０時～正午（受付：９時３０分～） 

●場所場所場所場所 園部公民館 ●対象対象対象対象 小学生以上（テーマは当日発表） ●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 自分の使用する筆、文鎮（用紙、墨汁、硯は主催者で準備） 

●主催主催主催主催 園部町文化協会 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月２４日（金）※当日参加も可能 

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（園部公民館内） TEL（0771）63-5820 

期間限定無料法律相談会期間限定無料法律相談会期間限定無料法律相談会期間限定無料法律相談会をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

 京都弁護士会では、「園部法律相談センター」開設１０周年を記念し、通常有料の

法律相談を、下記の期間に限り無料で実施します。気軽にご利用ください。 

●期間期間期間期間 １２月～平成２３年２月の毎週木曜日（年末・祝日を除く） 

●時間時間時間時間 午後１時～５時（相談時間１回４０分） ●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 

●そのそのそのその他他他他 要予約。受付順となりますのでご了承ください。 

 

◇申込・問合せ先 京都弁護士会 TEL 075-231-2378 

園部町小山東町土地区画整理組合園部町小山東町土地区画整理組合園部町小山東町土地区画整理組合園部町小山東町土地区画整理組合のののの解散認可公告解散認可公告解散認可公告解散認可公告    

 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４５条第２項の規定により、園

部町小山東町土地区画整理組合の解散を認可したのでお知らせします。 

 

◇問合せ先 都市計画課  TEL（0771）68-0052 

御来光御来光御来光御来光・・・・初詣初詣初詣初詣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募集参加者募集参加者募集参加者募集！！！！    

 

●日時日時日時日時 平成２３年１月１日（土）午前７時集合（雨天中止） ●場所場所場所場所 園部公園 

●コースコースコースコース 家族向きコース 園部公園―園部城前―伝統工芸大学―徳雲寺＜参拝＞―私

市の里（小山東）―生身天満宮＜参拝＞―園部公園（歩程約５ｋｍ。約２時間） 

●参加料参加料参加料参加料 無料 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、南丹市体育協会園部支部、そのべ総合型スポーツクラブ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月２７日（月）までに電話、ＦＡＸで、住所、氏名、年齢、性別、連

絡先（電話番号）を下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。当日参加

も可能です。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0014 FAX（0771）68-2850 

五五五五ヶヶヶヶ荘荘荘荘キャンドルナイトキャンドルナイトキャンドルナイトキャンドルナイト８２２８２２８２２８２２～～～～想想想想いでのいでのいでのいでの学学学学びびびび舎舎舎舎にににに灯灯灯灯りをりをりをりを～～～～    

 

市内の小学２・３・４年生が作成した竹灯り８２２基と校庭の大銀杏のイルミネーシ

ョンがクリスマスの夜に思い出の学び舎を照らし出します。 

●日時日時日時日時 １２月２５日（土）午後５時～８時３０分 ※雨天時２６日（日） 

●場所場所場所場所 旧五ヶ荘小学校 ●主催主催主催主催 元気ねっと！五ヶ荘  

●共催共催共催共催 南丹市、南丹市教育委員会、第２６回国民文化祭南丹市実行委員会 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会「「「「春春春春とのとのとのとの旅旅旅旅」」」」    

 

●日時日時日時日時 平成２３年１月１６日（日）午後１時３０分～、午後５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 ●定員定員定員定員 各２００人 

●入場料入場料入場料入場料 前売券 大人：８００円（当日１，０００円） 

         小・中・高校生：５００円（当日６００円）  

●前売券販売場所前売券販売場所前売券販売場所前売券販売場所 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美

山支所、日吉町文化交流協会役員 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 「春との旅」（上映時間１３４分）監督：小林正弘、出演：仲代達矢、

徳永えり、田中裕子、香川照之ほか、ストーリー：ある日、突然ひとりの老人が

家を捨てた。孫娘春があとを追った。老人とその孫娘が北海道から東北宮城へ疎

遠になった家族を巡る、旅の行方の物語。 

 

◇問合せ先 日吉町文化交流協会（日吉町生涯学習センター内）TEL（0771）72-3300 

戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ    

 

 平和祈念事業特別基金では、シベリア戦後強制抑留者の方々へ『特別給付金』を

支給しています。 

●対象者対象者対象者対象者 戦後強制抑留者で本年６月１６日に日本国籍を有するご存命の方です。なお、

本年６月１６日以降に対象者が亡くなられた場合は、相続人が請求できます。 

●請求受付期間請求受付期間請求受付期間請求受付期間 平成２４年３月３１日まで。※当基金から請求書類をお送りしま

す。ただし、平成１９～２１年度に特別慰労品を受けておられない方は、当基金

にご連絡ください。請求書類をお送りします。 

 

◇問合せ先 独立行政法人平和祈念事業特別基金事業部特別給付金担当 

TEL 0570-059-204（月～金 9：00～18：00、土・日・祝日除く） 

「「「「いのちいのちいのちいのち」」」」につにつにつについていていていて考考考考えるえるえるえる講演会講演会講演会講演会    

 

●日時日時日時日時 平成２３年１月８日（土）午後２時～４時３０分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか響ホール ●定員定員定員定員 ２００人（予約制：定員になり次第締切） 

●内容内容内容内容 講演会「命の自然な終わり－最期の時間の過ごし方」 

講師 白十字訪問看護ステーション代表取締役 秋山正子 氏 

●参加料参加料参加料参加料 無料 ●共催共催共催共催 公立南丹病院、京都府南丹保健所 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月２８日（火）までに電話、ＦＡＸで、住所、氏名、電話番号を

下記申込・問合せ先までご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 公立南丹病院地域医療連携係 TEL（0771）42-2510 FAX（0771）42-5071 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから「「「「しめしめしめしめ縄作縄作縄作縄作りりりり体験体験体験体験」」」」とととと年末年始年末年始年末年始年末年始のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜お正月のしめ縄をあなたの手で作ってみませんか？＞ 

●日時日時日時日時 １２月１７日（金）、１８日（土）午前９時～正午 ●費用費用費用費用 １，２００円 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 ●定員定員定員定員 各１０人（定員になり次第締切） 

＜年末年始の行事＞ 

１２月２５日（土）やぎの朝採り市終い市（午前 10時～）、２９日（水）～平成２３年

１月３日（月）休館日、１月８日（土）やぎの朝採り市初市（午前10時～）、１５日（土）

とんど焼き（午前9時～、ぜんざいを振る舞います）、やぎの朝採り市（午前10時～） 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128  

第第第第２２２２２２２２回回回回ソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボール交流大会交流大会交流大会交流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    

 

●日時日時日時日時 平成２３年２月１３日（日）午前８時４５分～午後５時 

●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 ２，０００円 

●内容内容内容内容 ①混合の部（競技中２人以上女子）、②女子の部のブロック別交流大会 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 平成２３年１月５日（水）までに下記申込・問合せ先に来館、電話、ＦＡ

Ｘ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号を連絡してください。（定員になり次第締め切り） 

 

◇申込・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 

子育子育子育子育ててててcomicomicomicomiかふぇかふぇかふぇかふぇ「「「「こじまやこじまやこじまやこじまや」」」」クリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベント    

 

クリスマスの大型絵本の読み聞かせや、簡単なパン作りをします。親子で一緒に参加さ

れませんか？この日のランチは、クリスマス特別メニュー（にぎやかカレーピラフ・コ

ーンスープ）です。ランチ後に焼き立てのあつあつパンを食べましょう！！ 

●日時日時日時日時 １２月１７日（金）午前１０時３０分～午後２時  

●場所場所場所場所 小島屋旅館（園部町新町64） ●定員定員定員定員 １５人（要予約） 

●会費会費会費会費 １，０００円（親子ランチ、ドリンク、デザート付き） 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾 

 

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

（12月13、14、16日の午前10時～午後3時の間に通じます） 


