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南丹市南丹市南丹市南丹市バスバスバスバス「「「「園部八木線園部八木線園部八木線園部八木線」」」」運行運行運行運行のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市バス交通整備計画検討委員会および南丹市地域公共交通会議の協議を経

て、１０月１日から１年間、園部八木線の試験運行を行います。南丹病院への直接

乗り入れも行いますので、ぜひご利用ください。なお、試験運行期間中の乗客数に

より、運行を継続するかを決定することになっています。 

＜園部駅西口 ⇒ 南丹病院・八木駅前＞ 

停留所名 発車時刻 

園部駅西口（そのべえきにしぐち） ８：０５ １３：２２ ２０：４５ 

吉 富（よしとみ） ８：１０ １３：２７ ２０：５０ 

美 里（みさと） ８：１２ １３：２９ ２０：５２ 

新庄橋（しんじょうばし） ８：１４ １３：３１ ２０：５４ 

室 橋（むろはし） ８：１６ １３：３３ ２０：５６ 

諸 畑（もろはた） ８：１８ １３：３５ ２０：５８ 

日 置（ひおき） ８：２０ １３：３７ ２１：００ 

氷室の郷（ひむろのさと） ８：２２ １３：３９ ２１：０２ 

野 条（のじょう） ８：２４ １３：４１ ２１：０４ 

池 上（いけがみ） ８：２５ １３：４２ ２１：０５ 

北廣瀬（きたひろせ） ８：２６ １３：４３ ２１：０６ 

ふないの里口（ふないのさとぐち） ８：２７ １３：４４ ２１：０７ 

勤労者福祉会館前（きんろうしゃふくしかいかんまえ） ８：２８ １３：４５ ２１：０８ 

八木大堰橋（やぎおおいばし） ８：２９ １３：４６ ２１：０９ 

国道八木（こくどうやぎ） ８：３１ １３：４８ ― 

南丹病院（なんたんびょういん） ８：３１ １３：４８ ― 

八木駅前（やぎえきまえ） ― ― ２１：１３ 

＜南丹病院・八木駅前 ⇒ 園部駅西口＞ 

停留所名 発車時刻 

八木駅前（やぎえきまえ） ６：０６ ― ― 

南丹病院（なんたんびょういん） ― １１：０３ １５：０８ 

国道八木（こくどうやぎ） ― １１：０３ １５：０８ 

八木大堰橋（やぎおおいばし） ６：０９ １１：０６ １５：１１ 

勤労者福祉会館前（きんろうしゃふくしかいかんまえ） ６：１０ １１：０７ １５：１２ 

ふないの里口（ふないのさとぐち） ６：１１ １１：０８ １５：１３ 

北廣瀬（きたひろせ） ６：１２ １１：０９ １５：１４ 

池 上（いけがみ） ６：１３ １１：１０ １５：１５ 

野 条（のじょう） ６：１４ １１：１１ １５：１６ 

氷室の郷（ひむろのさと） ６：１６ １１：１３ １５：１８ 

日 置（ひおき） ６：１８ １１：１５ １５：２０ 

諸 畑（もろはた） ６：２０ １１：１７ １５：２２ 

室 橋（むろはし） ６：２２ １１：１９ １５：２４ 

新庄橋（しんじょうばし） ６：２４ １１：２１ １５：２６ 

美 里（みさと） ６：２６ １１：２３ １５：２８ 

吉 富（よしとみ） ６：２８ １１：２５ １５：３０ 

園部駅西口（そのべえきにしぐち） ６：３３ １１：３０ １５：３５ 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ予防接種予防接種予防接種予防接種のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施します。 

●対 象 者 南丹市に住民登録等があり、以下の①②のどちらかに当てはまる方 

①６５歳以上の接種希望者 

②６０歳以上６５歳未満で、「心臓・じん臓・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」に日常生活に支障をきたす

程度の障がいを有する方で、接種を希望される方（障害者手帳また

は医師の診断書が必要です） 

●申し込み 南丹市内の実施協力医療機関（下表参照）へ直接お申し込みください。 

      ※申し込みは各医療機関の診察時間内にお願いします。 

●申込期間 １０１０１０１０月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火）））） 

      ※対象の方で、特別な事情（市外の医院にて病気の管理中であるなど）

により下表の実施協力医療機関以外での接種を希望される方は、必

ず事前に健康課へお申し出ください。（連絡がない場合、公費での接

種ができない場合があります） 

●実施期間 １０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））    

（休診日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い

合わせください） 

●個人負担金 １１１１，，，，００００００００００００円円円円（１人につき年度内１回の接種に対する自己負担金） 

※生活保護を受けておられる方は払い戻しがありますので、各支所

健康福祉課または健康課に領収書を添えて申請してください。 

●実施協力医療機関 

園部 石川耳鼻咽喉科医院/川西診療所/げんの耳鼻咽喉科/園部丹医会病院/ 

高屋こども診療所/仁丹医院/広野医院/南八田診療所/吉田小児科内科医院 

八木 坂井内科医院/山田医院/きむら診療所/公立南丹病院 

日吉 吉田医院/胡麻佐野診療所/藤岡五ヶ荘診療所/藤岡五ヶ荘第二診療所/ 

明治鍼灸大学附属病院 

美山 美山診療所/美山林健センター診療所 

 

◇問合せ先 健康課 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

健康健康健康健康プールプールプールプール教室教室教室教室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    

 

南丹市では、生活習慣病を予防し、皆さんに健康な生活を送っていただくため、  

「健康プール教室」を開催します。運動不足になりやすい冬季に、温水プールでの

水中運動により、楽しみながら運動習慣を身に付けていきましょう。ぜひ、この機

会にご参加ください。 

●実施期間 平成１９年１１月上旬～平成２０年２月下旬 週１回（全１２回） 

シニアコース（６５歳～７５歳までの方） 月曜日 

火曜日 

一般向けコース（４０歳～６４歳までの方） 

金曜日 

午後２時～３時 

定員 

各３０人 

具体的な内容・日程・時間・持ち物などについては、申し込み期間終了後、参加

決定された方に直接お知らせします。 

※初回と最終回の開始時間が早くなります。 

※教室途中でのコース変更はできません。シニアコースは月曜日のみとなります。 

※申し込み多数の場合は、初めての方を優先的に抽選させていただきます。結果は郵

送でお知らせします。できるだけ、毎回ご参加いただける方がお申し込みください。 

●場    所 スプリングスひよし 温水プール 他 

●内   容 水中ウォーキング、アクアビクス 他 

●参 加 料 プール利用料 ５００円／１回 （その都度お支払いください） 

      ※通常料金は６００円です。 

      ※「ＳＳクラブ会員証」をお持ちの方は利用できます。 

●指 導 者 スプリングスひよしインストラクター  

●対  象 南丹市内在住で、４０歳～７５歳（平成２０年３月３１日現在）の方 

      ※ただし、疾患などにより水中運動を止められている方を除きます。 

●注  意 現在、高血圧や心臓病、糖尿病など何らかの疾患で治療をされている方は、 

      必ず主治医にご相談いただき許可を得てください。 

●申し込み １０月１日（月）～１２日（金）に「①氏名、②年齢、③住所、④電話

番号、⑤第１希望曜日、⑥第２希望曜日、⑦治療・管理中の疾患の有無、 

⑧医師の指示」をご連絡の上、お申し込みください。必ず、全ての項目

についてお知らせください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

証明書請求時証明書請求時証明書請求時証明書請求時にににに本人確認本人確認本人確認本人確認をしますをしますをしますをします    

 

本人の知らない間に、本人になりすました第三者から不正に証明書を請求されな

いために、南丹市役所では、窓口に来られた方の本人確認を実施します。 

各種証明書請求時に、市民課・税務課、各支所健康福祉課・地域総務課の窓口で

本人確認のできる書類を提示してください。 

なりすましによる戸籍・住民票・諸税証明書などの不正請求を未然に防ぎ、市民

の皆さんの大切な個人情報を守るため、ご理解ご協力をお願いします。 

●対象となる証明書  

戸籍謄本（抄本）・住民票の写し・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書・

(非)課税証明書・所得証明書・固定資産評価(公課)証明書・納税証明書など 

●本人確認のために窓口で提示していただく書類 

  運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・外国人登録証明書・各種保険証・

年金証書・その他公の機関が発行した資格証明書など 

 

◇問合せ先 市民課 TEL ６８－０００５ ／ 税務課 TEL ６８－０００４ 

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




