
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５８号（４の１）平成２０年６月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

―    ４の 1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ―――――――――――――――――    
【 表 】 ・梅雨期における ため池の適正な管理について 

・市営住宅入居者を募集します 

・南丹市臨時職員を募集します 

・夏季期間は、「冷房設定温度２８℃」と「軽装」で 

【 裏 】 ・「寄せ植え」教室を開催します 

・第４回「まちや工芸市」開催のご案内 

     ・「京の伝統工芸こども教室」で、ものづくり体験！ 

・｢創作七夕飾りコンクール参加作品｣の募集 

・歌聴風月「酒蔵アコースティックライ‘08」開催！ 

・氷室の郷「特製 山椒味噌・柚子味噌作り講習会」 

・９ちゃんねる番組表（６月１６日～３０日） 

― ４の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ―――――――――――――――    
【 表 】 ・入学祝金の申請は６月３０日までに提出を！ 

     ・児童手当の現況届は６月３０日までに提出を！ 

     ・「きこえと補聴器の相談会」のご案内 

 ・特定疾患医療受給者票の有効期限は９月末までです 

・ひとり親家庭いきいきふれあい事業のご案内 

・家族介護慰労金支給制度のご案内 

・「障害福祉サービス事業所説明会」を開催します 

・八木中央幼児学園『みんなあつまれ!!なかよしひろば』 

【 裏 】 ・「日吉町生涯学習センターパソコン教室」受講生募集 

・「リズム体操＆ストレッチ教室」受講生募集 

・八木公民館講座「水辺の観察」参加児童募集 

     ・歴史・健康ウォーキング参加者募集 

     ・南丹市子どもサッカー教室を開催します 

・「森の幼稚園と森の楽校」（全１０回）参加者募集 

― ４の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――― 

【 表 】 ・市税などの納付は納期限内に！ 

・CO
2

削減／ライトダウンキャンペーンを実施します 

     ・平成２０年度固定資産税について 

     ・平成２０年度給水装置工事主任技術者試験のお知らせ 

【 裏 】 ・南丹市営プールの監視員を募集しています 

・八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします 

・社交ダンス初心者講習会のご案内 

・第３回南丹市バドミントン選手権〈府民総体代表選考会〉 

・第３回南丹市卓球交流大会〈府民総体代表選考会〉 

・南丹市民ソフトバレーボール交流大会参加チーム募集 

・「インディアカを楽しむ集い」参加者募集 

― ４の４４４４枚目枚目枚目枚目 （白色） ――――――――――――――――― 

【 表 】 ・国民健康保険税率が変わります 

・「なんたん元気づくり体操普及リーダー養成講座」開催 

・７月から後期高齢者医療保険料の普通徴収が始まります 

・粗大・家電ごみの戸別収集のご案内 

・＜地域・支所版お知らせ＞�� 

市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居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    

 

●●●●募集募集募集募集するするするする住宅住宅住宅住宅 ・園部向河原団地（公営住宅）   １ルーム  ３戸 

・園部向河原団地（公営住宅）   １ＤＫ   １戸 

・園部向河原団地（特公賃住宅）  ３ＬＤＫ  ６戸 

・園部向河原団地（特公賃住宅）  １ＤＫ   ４戸 

・府営屋賀上団地（公営住宅）   ４ＤＫ   １戸 

・日吉片野団地（公営住宅）    ３Ｋ    １戸 

・日吉貝尻団地（公営住宅）    ３ＤＫ   １戸 

・美山鶴ケ岡団地（公営住宅）   ３ＤＫ   １戸 

●●●●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの    

（１）現に同居し、または同居しようとする親族がある方。 

（２）公営住宅法に定められた基準収入以下であること。 

（３）現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。 

（４）現に南丹市内に住所、または勤務場所があること。 

（５）市町村税等を滞納していない方であること。 

（６）申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為

の防止に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格については、関係機関に照会します。 

（７）南丹市内に居住し、独立の生活を営み、申込者と同程度またはそれ以上の収

入を有する連帯保証人が２人あること。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得

を証明する書類、市税等納付証明書など）を提出してください。 

※申込書などの様式は住宅課および各支所産業建設課にあります。 

●●●●受付場所受付場所受付場所受付場所 住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 ６月１６日（月）～２７日（金）※土・日曜日を除く 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

●●●●入居選考入居選考入居選考入居選考 入居資格を有する者の内から、「南丹市営住宅の設置及び管理に関す

る条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例」

などに基づき選考します。 

●●●●選考決定選考決定選考決定選考決定 平成２０年８月上旬(予定) ●●●●入居時期入居時期入居時期入居時期    平成２０年８月中旬以降(予定) 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL ６８－００６２ 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職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    

 

募集職種 保育士（４人） 看護師、保健師または養護教諭の有資格者（１人） 

賃  金 日額６，１６０円 

月額１９０，０００円（看護師・保健師の場合） 

月額１７５，０００円（養護教諭１種の場合） 

勤務場所 

城南保育所、園部保育

所、八木東保育所 

八木東保育所 

勤 務 日 原則として毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分まで 

任用期間 平成２０年７月１日～平成２１年３月３１日まで 

●●●●申込受付申込受付申込受付申込受付 ６月１６日（月）～２４日（火）※土・日曜日を除く 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 (１) 臨時職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課にあります） 

(２) 履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

(３) 資格を証明する書類（写し） 

     ※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 人事秘書課 人事係 TEL ６８－０００８ FAX ６３－０６５３ 

Eメール jinji@city.nantan.kyoto.jp 

夏季期間夏季期間夏季期間夏季期間はははは、「、「、「、「冷房設定温度冷房設定温度冷房設定温度冷房設定温度２８２８２８２８℃℃℃℃」」」」とととと「「「「軽装軽装軽装軽装」」」」でででで    

    

南丹市役所では、夏季期間（６月～９月）における職場の省エネルギー推進と執

務能率の向上を図るため、各施設の冷房設定温度は２８℃を目安に管理し、執務時

間中の職員の服装をノーネクタイ・ノー上着による軽装勤務としています。 

省エネルギー活動への皆さんのご理解とご協力をお願いします。    

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL ６８－０００８ FAX ６３－０６５３ 

梅雨期梅雨期梅雨期梅雨期におけるにおけるにおけるにおける    ためためためため池池池池のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理についてについてについてについて    

    

ため池は、日ごろから堤体の草刈りなどの適正な管理をしていただいていますが、

梅雨期におけるため池の管理について、下記の事項に注意してください。 

●余水吐（よすいばけ）は、ため池の規定水位を保つための重要な施設です。土のう

や角落しなどでせき上げして貯水量を増やすことは、ため池の決壊を招く恐れが

ありますので、絶対やめましょう。 

●余水吐に流木などの浮遊物がある場合、流れを阻害しますので除去しましょう。 

●天気予報に注意し、梅雨期の集中豪雨に備え、事前に池の水位を下げましょう。 

（豪雨中に、水位を下げるために、ため池に近づくことは大変危険です） 

●濁った漏水などの異変に気づかれた場合、下記へご連絡ください。 

 

◇問合せ先 農林整備課 TEL ６８－００１２ FAX ６３－０６５４ 

    各支所 産業建設課 TEL 八木 ６８－００２４ 

      日吉 ６８－００３４ 美山６８－００４３ 

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。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第４４４４回回回回「「「「まちやまちやまちやまちや工芸市工芸市工芸市工芸市」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 ＮＰＯ法人「京都匠塾」では、京都伝統工芸大学校の卒業生ら若手職人が創作した

工芸品の展示・販売を２ヵ月に一度行う「まちや工芸市」の第４回目を開催します。 

日本の伝統と技術を受け継ぎ、守り育てていく若き匠（たくみ）たちの作品をご

覧いただき、ぜひ伝統文化の魅力を感じてください。「贈り物」に工芸品はいかがでしょ

うか。工房の見学もしていただけますので、お誘い合わせて気軽にお越しください。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ６月２２日（日）午前１１時～午後４時 ●●●●場所場所場所場所 町家工房「息吹」 

●●●●内内内内        容容容容 木工芸、竹工芸、陶芸作品などの展示・販売 （園部町本町28番地） 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人「京都匠塾」 TEL (0771)６８－１７３１ 

「「「「寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ」」」」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    

    

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ６月２８日（土）①午後１時～ ②午後２時～ 

●●●●講習場所講習場所講習場所講習場所 「道の駅」京都新光悦村 ●●●●定員定員定員定員 各１０人（先着順、定員で受付終了） 

●●●●費費費費        用用用用 ２，５００円（土、花、鉢代含む） ●●●●講師講師講師講師    園部町「花」友の会 会員 

 

◇申込・問合せ先 園部町「花」友の会事務局（農政課内） TEL ６８－００６０ 

｢｢｢｢創作七夕飾創作七夕飾創作七夕飾創作七夕飾りりりりコンクールコンクールコンクールコンクール参加作品参加作品参加作品参加作品｣｣｣｣のののの募集募集募集募集    

 

７月５日（土）の「南丹そのべ七夕まつり」開催にあたり、毎年恒例「創作七夕飾り

コンクール」を行います。趣向・アイデアを凝らした市民の皆さんの傑作を募集します。 

 募集は、「展示の部」と「コンクールの部」に分け、「展示の部」は、審査対象外

とします。「展示の部」か「コンクールの部」か、必ずご記入をお願いします。 

●●●●応募規定応募規定応募規定応募規定 年齢・個人・団体・事業所は問いません。 

      七夕飾りのコンクール用は５ｍ以内。地球環境に優しい「七夕飾り」

とするため、笹飾りの材料は、紙・布糸（化学繊維を除く）以外は厳禁。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２０日（金）までに、南丹市商工会本所・各支所に備え付けの申

込用紙に必要事項を記入の上、下記へお申し込みください。 

●●●●表表表表        彰彰彰彰 ７月５日（土）午後５時ごろに、七夕まつり会場で表彰を行います。 

代表の方は会場のステージ前にお集まりください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会青年部 七夕飾りコンクール係 

TEL（0771）４２－５３８０／ TEL（0771）６２－０７６６ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「特製特製特製特製    山椒山椒山椒山椒

さんしょう

味噌味噌味噌味噌

み そ

・・・・柚子柚子柚子柚子

ゆ ず

味噌味噌味噌味噌

み そ

作作作作りりりり講習会講習会講習会講習会」」」」    

 

地元で採れた山椒・柚子に、手作り味噌を練り合わせて特製味噌を作りましょう！ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月２８日（土）午後１時３０分～３時ごろ 

●●●●場場場場        所所所所 「氷室の郷」体験室 ●●●●人数人数人数人数 ３０人（定員になり次第締め切り） 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 １人1,000円（山椒味噌・柚子味噌持ち帰り）●●●●持持持持ちちちち物物物物 ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」※月曜定休日 

TEL（0771）４３－１１２８ FAX（0771）４３－２１０９ 

歌聴風月歌聴風月歌聴風月歌聴風月「「「「酒蔵酒蔵酒蔵酒蔵アコースティックライブアコースティックライブアコースティックライブアコースティックライブ‘‘‘‘08080808」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

歌聴風月実行委員会は、｢八木町の魅力を再発見し、広くＰＲしよう｣「八木を音楽の

まちに｣を合言葉に、２００６年春に地元有志により結成し、活動を行っています。今年

も、昨年に引き続き地元に残る造り酒屋の酒蔵をステージに、本物の音楽とおいしいお

酒、そして地元食材を生かしたおばんざいを心ゆくまでお楽しみいただきます。前売り

券の発売は始まっています！席数が限られますので、お早めにお申し込みください。 

●●●●日日日日            時時時時 ６月２１日（土）午後６時 開場、午後６時３０分 開演 

●●●●会会会会        場場場場 八木酒造有限会社（八木町八木） ●●●●主催主催主催主催 歌聴風月実行委員会 

●●●●ゲゲゲゲ    スススス    トトトト 杉 真理（すぎ まさみち、シンガーソングライター） 

●●●●入入入入    場場場場    料料料料 前売り6,000円 当日7,000円（蔵出し日本酒１合または１ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付） 

●●●●後後後後        援援援援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市商工会、（財）南丹市園部国際学園

都市センター（CATV）、ＫＢＳ京都、エフエム京都、京都新聞社 

 

◇申込・問合せ先 歌聴風月実行委員会事務局 TEL ０８０－５６３７－３１８１ 

URL http://www.fitz-e.com/kacho/ 

「「「「京京京京のののの伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸こどもこどもこどもこども教室教室教室教室」」」」でででで、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり体験体験体験体験！！！！    

 
ＮＰＯ法人「京都匠塾」の職人と京都伝統工芸大学校の学生が、ものづくりの楽

しさをお教えします。木工芸、彫刻、陶芸のすべてを体験し、京都の伝統的なもの

づくり技術をじっくりと学べるチャンスです。※この教室は、文化庁から委嘱を受

けた(財)伝統文化活性化国民協会の「伝統文化こども教室事業」です。 

●●●●日日日日        程程程程 ６月～９月の土日を利用した全１０回、午後１時３０分～４時３０分 

・木工芸（全４回）…6/28（土）、7/5（土）、12（土）、19（土） 

      ・木彫刻（全３回）…８月下旬  ・陶芸（全３回）…９月中旬 

●●●●工芸体験工芸体験工芸体験工芸体験 木工芸、木彫刻、陶芸の技術を用いて「箱膳（はこぜん）」を創ります。 

●●●●指指指指        導導導導 NPO法人「京都匠塾」・京都伝統工芸大学校学生 
●●●●対対対対        象象象象 小学４年生～中学３年生 ●●●●定員定員定員定員 ３０人（先着順） 
●●●●会会会会        場場場場 府民の森ひよし木工研修館（日吉町天若）※現地集合 
●●●●受受受受    講講講講    料料料料 無料（ただし全10回分の材料費として6,000円必要です）  ▲箱膳(イメージ) 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 各学校を通じて配布されるチラシ裏面のファックスシートか、官製は

がきで「住所・電話番号・体験される方全員の氏名・学校名・年齢・

学年」を記入の上、６月２０日（金）必着で下記へお申し込みください。 
●●●●主主主主        催催催催 NPO法人「京都匠塾」／協力 京都伝統工芸大学校 
●●●●後後後後        援援援援 南丹市、南丹市教育委員会、（財）京都伝統工芸産業支援センター 

 
◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人「京都匠塾」『京の伝統工芸こども教室』係 

TEL（0771）６８－１７３１ FAX（0771）６８－１７３２ 

〒622－0033 南丹市園部町本町28 ※定員に達し次第、申し込みは締め切ります。 

南丹市情報センター ９ちゃんねる番組表 （2008 年６月１６日～６月３０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 

スクールフェイス 

「富本小学校修学旅行」 

「殿田小学校修学旅行」 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市くらしのあんない版 

出納課をご案内します。 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９９９９ちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビのののの新新新新コーナーコーナーコーナーコーナー、『、『、『、『我我我我がががが家家家家ののののペペペペ

ットットットット』』』』にににに出演出演出演出演してくれるしてくれるしてくれるしてくれる、、、、かわいいかわいいかわいいかわいいペットペットペットペット募集中募集中募集中募集中！！！！！！！！    

ごごごご出演希望出演希望出演希望出演希望のののの方方方方((((ペットペットペットペット））））はははは、、、、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までまでまでまで

ごごごご連連連連絡絡絡絡くくくくだだだだささささいいいい。。。。おおおおままままちちちちししししてててていいいいまままますすすす！！！！！！！！     

スクールフェイス 

「園部第二小学校若狭合宿」 

                            ｢聖家族幼稚園いちご狩り｣ 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹ふるさとナビ 

６６６６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・―・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成20 年第2 回南丹市議会6 月定例会① 

６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    

再放送 ３０日（月）18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

６６６６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・ ― ・18時・20時・22時 

３０日（月） 7時・9時・12時・15時・ ―  ・― ・ ― 

７月１日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

平成２０年第２回南丹市議会６月定例会② 

６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時    

再放送 ３０日（月）18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

テレビ週報 

（毎日）14：00、その他に毎時0分と30分（変更あり） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＦＡＸ放送 

学校・市役所など各施設からのお知らせ 

（毎日） 6：15～7：00 ／ 14：30～15：00 

19：45～20：00 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

放送内容は、一部変更になる場合がありますので、京都

新聞丹波版「まちかどガイド」または、９チャンネルの

テレビ回覧板をご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

南丹市情報センターは、毎週月曜日と祝日（祝日が月曜

日のときは、火曜日は振り替え休日）がお休みです。 

土土土土曜曜曜曜日日日日、、、、日日日日曜曜曜曜日日日日はははは営営営営業業業業ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第５８号（４の２）平成２０年６月１３日発行 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園『『『『みんなあつまれみんなあつまれみんなあつまれみんなあつまれ!!!!!!!!なかよしひろばなかよしひろばなかよしひろばなかよしひろば』』』』    

 

●●●●日日日日        時時時時 ７月６日（日）午前１０時～午後２時 

●●●●実施場所実施場所実施場所実施場所 南丹市立八木中央幼児学園（八木中央幼稚園・八木中央保育所） 

●●●●目目目目        的的的的 八木中央幼児学園の園舎と園庭を開放して、学園・家庭・地域が楽し

く交流し、つながりを深める。 

●●●●内内内内        容容容容 保護者会バザー、学園の紹介、コーナー遊び、子育て相談、地域ボラ

ンティアによる模擬店、ボランティアによる絵本読み聞かせ 

◇問合せ先 南丹市立八木中央幼児学園 TEL・FAX（0771）４２－５１８９ 

「「「「障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス事業所説明会事業所説明会事業所説明会事業所説明会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 南丹圏域障害者総合支援センター結丹（ゆに）および京都府立丹波養護学校・同

校ＰＴＡの主催により、小・中学校に在籍する障がいのある児童生徒の保護者が、

障害者自立支援法に係る福祉施策および地域の事業所の内容について学習する機会

として、下記のとおり事業所説明会を開催します。多数の参加をお待ちしています。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月８日（火）午前１０時～１２時 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所 京都府立丹波養護学校 体育館（八木町柴山坊田118） 

●●●●内内内内        容容容容 『みんなが知りたい新しい事業所』－テーマに沿ったディスカッション 
       ・福祉サービスの利用について ・新しい事業について 

・地域の状況について 

     『各事業所との個人面談・製品紹介』 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 ・京都府立丹波養護学校小・中・高等部保護者 

      ・南丹地域の小・中学校特別支援学級および高等学校に在籍する児童

生徒の保護者 

      ・地域在住の障がいのある人で、希望する本人、保護者 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 地域の参加希望者の方は、６月２７日（金）までに、京都府立丹波養

護学校高等部進路担当へ電話でお申し込みください。 

 
◇申込・問合せ先 京都府立丹波養護学校高等部進路担当 TEL（0771）４２－５１８５ 

特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票のののの有効期限有効期限有効期限有効期限はははは９９９９月末月末月末月末までですまでですまでですまでです    

 

現在お持ちの受給者票の有効期限は、平成２０年９月３０日（火）までです。 

継続更新される方は、次の期間に手続きを行ってください。 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 ６月１６日（月）～８月２２日（金）※土・日・祝日は除く 

午前９時～午後５時まで  ●●●●受付場所受付場所受付場所受付場所 京都府南丹保健所 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 感染症・難病担当 TEL（0771）６２－２９７９ 

家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

南丹市に在住する高齢者を在宅で同居により介護されている方を対象に、介護者

の身体的および精神的な負担の軽減を図ることを目的に慰労金を支給します。 

申請は随時受け付けていますが、平成２０年８月１日以降の申請から、対象者は

下記のとおりとなります。 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 要介護４または５と認定された在宅高齢者を、介護保険サービスを利

用しながら、６ヵ月以上在宅で介護している同居介護者。（平成２０年

８月１日以降は住民税非課税世帯のみ対象） 

●●●●支支支支    給給給給    額額額額 年額８０，０００円 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 TEL ６８－０００６ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭いきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあい事業事業事業事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

南丹市に在住の母子・父子家庭などを対象に、親子のふれあいと参加者相互の交

流を深め、子どもの健やかな成長と母子・父子家庭などの福祉の増進を図ることを

目的に「いきいきふれあい事業」を開催します。多数のご参加をお待ちしています。 

●●●●実実実実    施施施施    日日日日 ７月１３日（日）  ●●●●行行行行きききき先先先先 長島スパーランド 

●●●●募集人数募集人数募集人数募集人数 約８０人（参加多数の場合は抽選とさせていただきます） 

●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用 大 人 ３，０００円、中学生 ２，０００円 

小学生 １，５００円、幼児（３歳以上）１，０００円 

※参加費用には、交通費、入場料、昼食代などが含まれています。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２５日（水）までに、ハガキまたは電話で「住所・氏名・年齢・

学年・電話番号」を下記へご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL ６８－００１７ 

         各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

児童手当児童手当児童手当児童手当のののの現況届現況届現況届現況届はははは６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までにまでにまでにまでに提出提出提出提出をををを！！！！    

 

現在、児童手当を受給されている方は、毎年６月１日現在の状況を確認するため

現況届の提出が必要です。現況届を提出されないと、引き続き児童手当が受給でき

なくなりますので、必ず６月３０日（月）までに下記申請先へ提出してください。 

また、児童手当の申請で却下になった方、昨年の現況届で消滅になった方で、次

に該当する方および未申請の方は、新たに認定される可能性がありますので申請を

してください。（認定の可否については、審査後通知します） 

・国民年金加入または年金未加入から厚生年金等加入に変わった方 

・平成２０年度の所得が著しく減った方  ・扶養人数が増えた方 

●申請に必要なもの 

・健康保険被保険者証等の写し（申請者が厚生年金等加入者の場合）、印鑑 

※平成２０年１月１日現在、南丹市に住民登録されていない方は、前住所地の市

区町村発行の平成２０年度課税証明書（または児童手当用所得証明書）を一緒

に提出してください。 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 ６８－００１７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

           日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

入学祝金入学祝金入学祝金入学祝金のののの申請申請申請申請はははは６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までまでまでまでにににに提出提出提出提出をををを！！！！    

        

南丹市内に引き続き３年以上居住（住民登録等）されている方で、小学校および

中学校に入学された児童を養育されている場合に、入学祝金を支給します。４月か

ら申請受付をしていますが、まだ申請されていない方は６月３０日（月）までに下

記へ申請してください。申請が遅れると支給できませんのでご注意ください。 

●●●●支支支支    給給給給    額額額額 小学校入学 ５０，０００円、中学校入学 ５０，０００円 

●●●●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの ・印鑑 ・預金通帳（申請者名義でゆうちょ銀行以外の普通口座） 

     ・在学証明書または学生証のコピー（南丹市立以外の小・中学校の場合） 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係  TEL ６８―００１７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８―００２２ 

日吉 ６８―００３２ 美山 ６８―００４１ 

「「「「きこえときこえときこえときこえと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの相談会相談会相談会相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

毎月行います。補聴器店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 

日時 時間 会場 相談内容（予定） 

６月２５日（水） 補聴器相談 

７月２３日（水） 補聴器相談 

８月２７日（水） 

いずれも

午後１時 

～３時 

ふない聴覚言語障害センター

（南丹市園部公民館２階） 

聴力測定、きこえの相談 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 難聴者・中途失聴者、そのご家族など、身体障害者手帳はないが、き

こえにくい方や補聴器を必要とされている方 

●●●●相相相相    談談談談    料料料料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担） 

●●●●内内内内        容容容容 聴力測定（予備検査程度の簡単な聴力測定）、きこえの相談（福祉機器、

福祉制度など、センター職員・言語聴覚士が担当）、補聴器の相談（補

聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など、補聴器店の店員が担当） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。（先着順

です）身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 
※言語聴覚士によるきこえの相談も予定していますが、日程が一部未定ですので、

相談をご希望の方は、下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）６３－６４４８ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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「「「「水辺水辺水辺水辺のののの観察観察観察観察」」」」参加児童募集参加児童募集参加児童募集参加児童募集    

 

 身近な自然に目を向け、学習・体験の場を通じ、生物や自然環境の大切さを学び、

ふるさとへの関心を高めることを目的に「水辺の観察」を実施します。 

八木町を流れる大堰(おおい)川の水は、水路に引かれ、田んぼに至ります。さか

なたちも本流から水路へ入り込んできます。人々の生活と隣り合わせの自然、身近

な自然の中で、生き物の暮らしを実感してください。八木町西田には希少種と呼ば

れるさかなをはじめ、およそ２０種類のさかながおり、毎年観察しています。 

●●●●第１回【活動・調査】水路でさかなとりをします。 

 ・日 時 ７月６日（日）午前９時３０分～正午 ・場所 八木町西田地内用水路 

 ・指導者 南丹 自然と人 ふるさとクラブ、NPO法人 亀岡 人と自然のネットワーク 

 ・協 力 八木町西田自治会 

●●●●第２回【学習会】さかなの種類や特徴、アユモドキなど希少種について学習します。 

 ・日 時 ７月１２日（土）午前１０時～１１時３０分 ・場所 八木公民館 

 ・講 師 南丹 自然と人 ふるさとクラブ 

●●●●第３回【飼育・展示および放流】みんなで捕獲した魚の一部を飼育・展示します。

魚の特徴、活動の様子、希少種の保護啓発に係る資料の展示などを行い

ます。その後、もとの生息地へ放しに行きます。 

・飼育・展示期間 ７月１４日（月）～２９日（火）※自由見学 

・飼育・展示場所 八木公民館・八木支所（各施設開館・開庁時のみ観賞可能） 

・放流日時 ７月３０日（水）午後２時～３時３０分 

・放流場所 八木公民館から南丹用水（八木町西田）へ 

●●●●第４回【施設見学】八木町で採取されたアユモドキが系統保存されている滋賀県立琵

琶湖博物館を見学。特に【水族展示室「淡水の生き物たち」】を見学・学習。 

・日 時 ８月２７日（水）午前９時１０分八木支所出発（午後５時帰着予定） 

・場 所 滋賀県立琵琶湖博物館(滋賀県草津市下物町) ・交通手段 マイクロバス 

●●●●対対対対        象象象象 市内小学校児童        ●●●●定員定員定員定員 ２５人 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 ５００円（全４回分、琵琶湖博物館入館料２００円も含みます） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２６日（木）午後５時までに、八木公民館に直接お申し込みくだ

さい（電話・ＦＡＸ可）。定員を超えた場合は、主催者側で抽選し、結

果をお知らせします。事業の詳細は、参加決定者に別途通知します。 

※本事業は、全４回一連の取り組みであり、各回ごとの参加は認めません。 

※やむを得ず計画を変更することがあるかもしれませんのでご了承ください。 

※第１回活動・調査には、１年・２年生の児童は可能な限り保護者の同伴をお願

いします。第２回学習会も保護者の参加を歓迎します。（施設見学は児童のみ） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ FAX (0771)４２－５６１６ 

「「「「日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターパソコンセンターパソコンセンターパソコンセンターパソコン教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

パソコン教室「初級Ｗｏｒｄコース」を開催します。参加希望の方は、６月２５日（水）

までに電話またはＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）でお申し込みください。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月２日～８月６日の毎週水曜日（全６回）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ＩＴ研修室 

●●●●内内内内        容容容容 文字入力ができる方を対象に、簡単な文書（Ｗｏｒｄ）の作成から中

級程度までを学ぶコース 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 ３，０００円（全６回分）、テキスト代（実費） ●●●●持持持持ちちちち物物物物 筆記用具 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住の１８歳以上の方を優先します。 

●●●●定定定定        員員員員 １２人（先着順定員に達し次第締め切り）※前年度未受講者を優先 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇申込・問合せ先  南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771）７２－３３１１ 

「「「「リズムリズムリズムリズム体操体操体操体操＆＆＆＆ストレッチストレッチストレッチストレッチ教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

 運動不足を解消！音楽に合わせての有酸素運動や、ダンベル（水入りのペットボト

ル）を使って筋力アップなど、楽しく運動して体力づくりや健康維持を図りませんか。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月１日～２９日の毎週火曜日（全５回）午後７時３０分～８時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●●●●内内内内        容容容容 音楽に合わせてリズム体操＆ストレッチ ●●●●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円 

●●●●指指指指    導導導導    者者者者 荒賀 みどり さん ●●●●服装服装服装服装 運動しやすい服装 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 シューズ、バスタオル、水入り500ｍℓペットボトル２本、水分（お茶など） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住、在勤および在学の方を優先します。（先着５０人） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２５日（水）までに、日吉町生涯学習センター「遊 youひよし」

会館事務室へ直接、または電話・ＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）

でお申し込みください。※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771）７２－３３１１ 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

Sonobe 健歩会改め、Nantan 健歩会は、生活習慣病などの予防をしながら、地元

の良い所、歴史にふれることのできる健康ウォーキングクラブです。 

今回は『第１７回 山科疏水・天智天皇陵～毘沙門堂コース』です。琵琶湖の水

を受け、こんこんと流れる山科疎水の緑の散策路を初夏の風を浴びてウォーキング

を楽しみながら、残されし京都洛東の歴史を少しひもといてみませんか。 

●●●●日日日日        程程程程 ６月２８日（土）※少雨決行 

【集合】時間：午前１０時  場所：ＪＲ二条駅映画館側 

【解散】時間：午後３時予定 場所：ＪＲ山科駅 

●●●●コースコースコースコース  『第１７回 山科疏水・天智天皇陵～毘沙門堂コース』（歩行距離６㎞） 

二条駅－地下鉄東西線－御陵駅＝山科疏水＝本圀寺＝天智天皇陵

（日時計）＝（途中で昼食）＝瑞光院＝毘沙門堂＝山科駅 

●●●●交交交交        通通通通 ＪＲ嵯峨野線利用の場合の例（行き） 

      胡麻 8：46－日吉 8：56－園部 9：05－八木 9：13－二条 9：48着 

●●●●費費費費        用用用用 保険料含む参加費２００円（一般の方のみ）、交通費（各自実費） 

●●●●対対対対        象象象象 現在元気良く一人で６㎞以上歩ける方(目的はあくまで健康ウォーキングです) 

当日体調の悪い方、付き添いが必要な方はご遠慮ください。 

※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 弁当・水筒・汗ふきタオル・帽子・手袋・保険証コピー（雨天時雨具） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 当日は歩きやすい服装と履き慣れた靴でお越しください。 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ ６月２５日（水）までに下記の申込先へご連絡ください。 

※申込取消、欠席がある場合は必ずNantan健歩会へご連絡ください。 

       

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

または 健康課 TEL ６８－００１６ 

南丹市子南丹市子南丹市子南丹市子どもどもどもどもサッカーサッカーサッカーサッカー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    

 

2008バニーズ京都SCふれあいサッカーイベントin園部公園陸上競技場「南丹市子ど

もサッカー教室」を開催します。幼児から小学３年生まで男女を問わずご参加ください。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１３日（日）午前９時３０分 受付 ※雨天の場合は中止します。 

       午前１０時～「キッズフェスティバル」 

サッカー教室・ミニコートでのボール遊び 

       午後１時～ 「バニーズ京都SC公式戦キックオフ（VS FC高槻）」 

エスコートキッズに参加できる特典あり 

       午後１時４５分～「バニーズ京都SC公式グッズ大抽選会」 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公園陸上競技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料 

●●●●対対対対        象象象象 幼児～小学３年生以下の男女（サッカー未経験者大歓迎） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 住所、氏名、性別、学年（年齢）、学校名、電話番号、保護者氏名を明

記の上、７月１０日（木）までにＦＡＸで下記へお申し込みください。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 車は、園部公園城南地区駐車場または横田地区駐車場にお止めください。 

正面駐車場はチーム関係者用駐車場としますので駐車をご遠慮ください。 

●●●●主主主主        催催催催 バニーズ京都SC、南丹市体育協会 

●●●●後後後後        援援援援 南丹市教育委員会、京都府サッカー協会、ミカサ 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

「「「「森森森森のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと森森森森のののの楽校楽校楽校楽校」（」（」（」（全全全全１０１０１０１０回回回回））））参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

NPO森林・環境ネットワークは、子どもたちが走り回り遊べる森づくりを目指して

います。子どもたちが地域の自然環境に親しみ大切にする心を育むために、年間を

通して自然体験や文化活動を実施します。活動のお手伝いをしていただけるボラン

ティアスタッフも募集しています。 

●●●●日日日日        時時時時 毎月第２土曜日（原則）の午後１時～３時（全１０回）※雨天決行 

①６/１４ ②７/１２ ③８/９ ④９/１３ ⑤１０/１１ 

⑥１１/１ ⑦１２/１３ ⑧１/１７ ⑨２/１４ ⑩ ３/２０（予定） 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所 南丹市八木町船枝垣内14   

●●●●内内内内        容容容容 「森の幼稚園」：森あそびや森の散策、絵本の読み聞かせ ほか 

対象…３歳以上の園児 

｢森の楽校｣：秘密基地づくり、いかだづくり、子ども村の森づくり 予定 

対象…小学生～一般  ●●●●定員定員定員定員 ３０人 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 肌の露出が少なく動きやすい服装、歩きやすい靴、雨天時は雨カッパ

と長靴、お茶 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 第３回目までのお申し込みは５，０００円/一人（全１０回分） 

各回参加の場合は１回７００円/一人（保険料を含む）※当日集めます。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話、またはメールで、参加者氏名、年齢、住所、電話番号、

緊急連絡先を下記へご連絡ください。（定員になり次第締め切ります） 

●●●●主主主主        催催催催 NPO森林･環境ネットワーク／協力 八木町森林組合 

後援 京都府、南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 NPO森林･環境ﾈｯﾄﾜｰｸ（用澤方）Eメール mail@nposhinrin.net  

TEL/FAX（0771）４２－５５５９（水・金の午前9時～12時） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第５８号（４の３）平成２０年６月１３日発行 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度固定資産税年度固定資産税年度固定資産税年度固定資産税についてについてについてについて    

 

土地の固定資産税については、負担の均衡化を進めています。平成１８年度に地

方税法が改正され、この仕組みの一部が変わりました。具体的には、その土地の評

価額（「固定資産評価基準」に基づいて評価された価格）に比べてこれまでの負担

水準が低い土地については、次の『負担調整措置』により計算した課税標準額（税

金を計算する基礎となる額）を前年度の課税標準額に加える方式となります。また、

農地にかかる負担調整措置の変更はありません。ただし、合併後新たに市街化区域

に編入された農地については、三大都市圏の特定市の市街化区域農地（特定市街化

区域農地）となることから、宅地並み評価・宅地並み課税となります。 

●『負担調整措置』 

土地の税負担については、一定の負担水準（住宅用地は８０％、住宅用地以外は

７０％）を上回る土地は引き下げや据え置きとなりますが、この負担水準を下回る

土地は税負担を上昇させ、負担水準の均衡化を促進する措置が講じられています。    

住 宅 用 地 住宅用地以外（商業地など） 

負担水準 課税標準額の求め方 負担水準 課税標準額の求め方 

１００％超 

「評価額×住宅用地特例率」

まで下がります。 

７０％超 

「評価額」の７０％まで

下がります。 

８０～ 

１００％ 

「前年度分の課税標準額」を

据え置きます。 

６０～ 

７０％ 

「前年度分の課税標準額」

を据え置きます。 

８０％未満 

「前年度分の課税標準額」に

「評価額×住宅用地特例率×

５％」を加えた額となります。

ただし、当該額が「評価額×

住宅用地特例率」の８０％を上

回る場合には８０％相当額と

なり、 ２０％を下回る場合に

は２０％相当額となります。 

６０％未満 

「前年度分の課税標準額」

に「評価額×５％」を加え

た額となります。ただし、

当該額が「評価額」の  

６０％を上回る場合には

６０％相当額となり、  

２０％ を下回る場合には

２０％相当額となります。 

（注）「前年度分の課税標準額」…前年に地目･用途変更などの異動があった場合は、

前年度分の課税標準額についても、すでに異動があったものとして算定した

額となります。 

※平成２０年度課税標準額の算定例 

・住宅用地で負担水準が８０％未満の場合 

平成２０年度課税標準額＝平成１９年度課税標準額＋「評価額×住宅用地特例率×５％」 

・住宅用地以外（商業地等）で負担水準が６０％未満の場合 

平成２０年度課税標準額＝平成１９年度課税標準額＋「評価額×５％」 

※負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対して、どの程度まで達して

いるかを示すもので、次の算式により求められます。 

   平成１９年度課税標準額      

      平成２０年度評価額（×住宅用地特例率）  

 

◇問合せ先 税務課 資産税係 TEL ６８－０００４ 

各支所 地域総務課 総務係 TEL 八木 ６８－００２０ 

日吉 ６８－００３０ 美山 ６８－００４０ 

負担水準＝ ×１００％ 

市税市税市税市税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付はははは納期限内納期限内納期限内納期限内にににに！！！！    

 

市税などは、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていま

す。納期限までに完納されない場合は、督促手数料督促手数料督促手数料督促手数料、、、、延滞金延滞金延滞金延滞金がががが加算加算加算加算されされされされ、、、、余分余分余分余分にごにごにごにご

負担負担負担負担いただくことになるためいただくことになるためいただくことになるためいただくことになるため、、、、納期内納付納期内納付納期内納付納期内納付をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
なお、滞納が長期にわたり続くと、税・料負担の公平性を確保するため財産や勤

務先などについて調査し、差押処分（滞納処分）をすることになりますので、未納

がある方は至急、市役所本庁、各支所または金融機関窓口などで納付してください。 
●平成２０年度 納期限一覧表 

市府民税(普通徴収) 

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

期別 軽自動車税 

介護保険料(普通徴収) 

後期高齢者医療保険料 

（普通徴収） 

全期 ４月３０日（水） ― ― 

第１期 ６月３０日（月） ７月３１日（木） 

第２期 ７月３１日（木） ９月１日（月） 

第３期 ９月１日（月） ９月３０日（火） 

第４期 ９月３０日（火） １０月３１日（金） 

第５期 １０月３１日（金） １２月１日（月） 

第６期 １２月１日（月） 平成２１年１月５日（月） 

第７期 平成２１年１月５日（月） 平成２１年２月２日（月） 

第８期 平成２１年２月２日（月） 平成２１年３月２日（月） 

第９期 平成２１年３月２日（月） 平成２１年３月３１日（火） 

第10期 

 

平成２１年３月３１日（火）  

※口座振替納付の方は、上記納期限日に振替します。なお、納期限日に振替できな

かった市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税および国民健康保険税は、

翌月翌月翌月翌月のののの１３１３１３１３日日日日にににに再振替再振替再振替再振替をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。（金融機関休業日のときは翌営業日となります） 

●督促手数料および延滞金について 

  納期限までに完納されない場合は、督促状を発送することになり、督促状督促状督促状督促状１１１１通通通通

につきにつきにつきにつき手数料手数料手数料手数料１００１００１００１００円円円円がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります。。。。また、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、未納の税額に年年年年１４１４１４１４．．．．６６６６％％％％（納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については年７．３％）のののの延滞金延滞金延滞金延滞金がががが加算加算加算加算されされされされ、、、、未納未納未納未納のののの税額税額税額税額とあわせとあわせとあわせとあわせ

てててて納付納付納付納付いただくことになりますいただくことになりますいただくことになりますいただくことになります。。。。 

●滞納処分について 

  督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに完納されないとき

は、財産差押等滞納処分財産差押等滞納処分財産差押等滞納処分財産差押等滞納処分をををを受受受受けるけるけるけることになりますのでご注意ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    市税市税市税市税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付にはにはにはには、、、、便利便利便利便利なななな口座振替口座振替口座振替口座振替をををを！！！！    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁、各支所および市内各取扱金融機関に

備え付けの市税等口座振替申込書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、

③市税等の納付書を持参の上、取扱金融機関で手続きしてください。なお、登録手

続きに時間を要するため、振替の開始を希望される期別の前月末までにお申し込み

ください。申申申申しししし込込込込みがみがみがみが遅遅遅遅れるとれるとれるとれると、、、、振替振替振替振替できないできないできないできない場合場合場合場合がありますのでごがありますのでごがありますのでごがありますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。 

●取扱金融機関等 ・京都銀行     ・京都信用金庫  ・京都中央信用金庫 

  ・京都農業協同組合 ・りそな銀行   ・ゆうちょ銀行 

※軽自動車税を除く市税等については、口座振替納付済通知書は発行しませんので、

ご面倒ですが預金通帳でご確認ください。 

 

◇問合せ先【市 税 各 種】税務課 収納係     TEL ６８－０００９ 

【国民健康保険税】国保医療課 国保年金係 TEL ６８－００１１ 

【介 護 保 険 料】高齢福祉課 介護保険係 TEL ６８－０００６ 

【後期高齢者医療保険料】国保医療課 高齢福祉医療係 TEL ６８－００１１ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度給水装置工事主任技術者試験年度給水装置工事主任技術者試験年度給水装置工事主任技術者試験年度給水装置工事主任技術者試験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の１２第１項の規定に基づき「給

水装置工事主任技術者試験」を下記により実施します。 

●●●●試験期日試験期日試験期日試験期日 １０月２６日（日）  ●●●●試験地区試験地区試験地区試験地区 関西（枚方市、大阪市） 

●●●●受験資格受験資格受験資格受験資格 給水装置工事に関して３年以上の実務の経験を有する方 

●●●●受験願書受験願書受験願書受験願書    ５月２６日（月）～７月４日（金）に頒布 

・直接、財団法人 給水工事技術振興財団へお越しの場合、１部２００円 

・郵送希望の場合、１部５００円（送料含む）を現金書留で送金してください。 

●●●●書類提出先書類提出先書類提出先書類提出先 財団法人 給水工事技術振興財団  ●●●●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 １６，８００円 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間    ７月１１日（金）まで ※土・日曜日を除く 

※郵送の場合は配達記録郵便をもって送付すること。（平成２０年７月

１１日（金）までの消印のあるものに限り受け付ける） 

※提出書類および受験手数料は、受付後は返却しません。 

 

◇申込・問合せ先 財団法人 給水工事技術振興財団 国家試験部国家試験課 

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4番7号 日本橋安藤ビル 

TEL（03）５６９５－２５１１ FAX（03）５６９５－２５０１ 

URL http://www.kyuukou.or.jp 

COCOCOCO
2222

削減削減削減削減／／／／ライトダライトダライトダライトダウンキャンペーンウンキャンペーンウンキャンペーンウンキャンペーンをををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

環境省では、地球温暖化防止のためCO
2

削減／ライトダウンキャンペーンを実施し

ます。期間は夏至の日（６月２１日）から洞爺湖サミット初日（７月７日）で、特

に下記の日時において積極的な消灯の実施をお願いします。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月２１日（土）および７月７日（月）午後８時～１０時 

●●●●内内内内        容容容容 家庭や店舗の照明、屋外広告、イルミネーションなどの消灯 

 
◇問合せ先 環境課 TEL ６８－００１５ 

全国地球温暖化防止活動推進センター URL http://www.jccca.org/ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第第第第３３３３回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会〈〈〈〈府民総体代表選考会府民総体代表選考会府民総体代表選考会府民総体代表選考会〉〉〉〉    

 

卓球を通じて市民の親睦と交流を図り、生涯スポーツとして卓球を楽しむ交流大会を

開催します。なお、第３１回京都府民総合体育大会の南丹市代表選考会を兼ねています。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１３日（日）午前９時１５分～（受付午前８時３０分～） 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部海洋センター体育館（０７７１－６８－００８４） 

●●●●種種種種        目目目目 ①一般の部（男女）（府民総体代表選考の部） 

      ②高校生の部（男女） ③シニアの部（男女：６０歳以上） 

      ※一般の部（男女）成績上位者の中から、年齢制限（男子５０歳以上

１人、女子４０歳以上１人含む）も加味した上で、各４人を府民総

体の代表者として選出します。 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住・在勤者で、高校生以上の方 

      ただし、府民総体代表選考の部（一般の部）に出場する方は下記の条

件をすべて満たす方とする。 

      ①１８歳以上の方（ただし、高校生は不可） 

      ②府民総合体育大会卓球の部（11/23、会場：綾部市）に出場できる方 

      ③南丹市内で、クラブ活動その他、何らかの形で卓球活動を行ってい

る方（今後、活動される予定の方も可） 

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法 応募人数により、リーグ戦・トーナメントなど決定する。 

●●●●ルールルールルールルール等等等等 平成２０年度日本卓球協会の競技規則により行う。 

      ボールは４０ｍｍホワイトボールを使用する。 

●●●●表表表表        彰彰彰彰 各部上位１位～３位に賞状および賞品を授与。 ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月４日（金）午後５時までに、電話またはＦＡＸで下記へお申し込

みください。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市体育協会  ●●●●主管主管主管主管 南丹市卓球協会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市体育協会事務局（社会教育課内） 

 TEL ６８－００１４ FAX ６３－２８５０ 

または、南丹市園部海洋センター体育館、社会教育課各地域担当（八木公民館内、

日吉町生涯学習センター内、美山支所内）でも受け付けます。 

南丹市民南丹市民南丹市民南丹市民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参加交流大会参加交流大会参加交流大会参加チームチームチームチーム募集募集募集募集    

 

●●●●日日日日        程程程程 ・第３回南丹市民ソフトバレーボールレディース交流大会（女子の部） 

７月６日（日）午前９時～ 

      ・第５回南丹市民ソフトバレーボール交流大会（混合の部） 

７月６日（日）午後１時～ 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市ソフトバレーボール連盟加盟団体、南丹市内で活動するソフト

バレーボール愛好者（学生を除く社会人で構成されるチーム） 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １チーム２，０００円 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市ソフトバレーボール連盟/後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市ソフトバレーボール連盟事務局（高谷） 

TEL ０９０－３２６３－６４８９ 

社交社交社交社交ダンスダンスダンスダンス初心者講習会初心者講習会初心者講習会初心者講習会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●●●●講習日時講習日時講習日時講習日時 ７月３日、１０日、１７日、２４日、３１日（各木曜日）午後８時～９時 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市八木公民館 ３階 大集会室  ●●●●受受受受講料講料講料講料 無料 

●●●●講習内容講習内容講習内容講習内容 ジルバ、ブルース、ルンバ、ディスコなど、社交ダンス初めての方に、

最適のレッスンと楽しくをモットーに、親切・丁寧にご指導します。 

●●●●対対対対        象象象象 南丹市在住･在勤の成年男女の初心者 

●●●●主主主主        催催催催 八木町社交ダンス愛好会 

 

◇申込・問合せ先 八木町社交ダンス愛好会（西田義雄）TEL（0771）４２－２４４２ 

もしくは 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ 

八木八木八木八木Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ海洋海洋海洋海洋センタープールセンタープールセンタープールセンタープールががががオープンオープンオープンオープンしますしますしますします    

 
 ６月２１日（土）から南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします。 
 改修してきれいになったプールで泳いでみませんか。 
●●●●場場場場        所所所所 南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センター（八木町南広瀬） 
●●●●開館時間開館時間開館時間開館時間 ６月２１日（土）～９月７日（日）：午前１０時～午後５時 

（受付休憩：正午～午後１時） 
      ７月１８日（金）～８月３１日（日）：午前１０時～午後８時４５分 

（受付休憩：正午～午後１時、午後５時～６時） 
※利用者の受付は閉館４５分前までとなりますのでご注意ください。 
また、受付休憩時間中のご利用はできません。 

●●●●休休休休    館館館館    日日日日 毎週木曜日、お盆休み(8/13～15)、その他臨時で休館する場合があります。 
●●●●料料料料        金金金金 幼児：無料（市外の方は２０円）、小中学生：無料（市外の方は５０円） 
(１人１回) 大人：１００円（市内外同額） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 水泳帽着用。幼児のみの入館不可、必ず大人の方が付き添ってください。 
オープン初日（６月２１日）は午後１時から開館行事を行い、八木町

吹奏楽団の演奏や記念品（先着５０人）の配布を予定しています。な

お、オープン初日のみ料金は無料です。 
◇問合せ先 社会教育課 八木担当 TEL ６８－００２６ 

南丹市営南丹市営南丹市営南丹市営プールプールプールプールのののの監視員監視員監視員監視員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

 

南丹市では、南丹市営プールの監視員を募集しています。勤務地によって条件が

異なりますので、不明な点は各地域担当へお問い合わせください。 

●●●●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所【園部】南丹市園部中央プール・園部第２水泳プール・園部第３水泳プール 

【八木】南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

【日吉】南丹市日吉興風プール 

●●●●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間【園部・八木】平成２０年７月２２日（火）から８月３１日（日）まで 

     【日吉】平成２０年７月２２日（火）から８月２８日（木）まで 

●●●●作業内容作業内容作業内容作業内容 プール内での監視・水質管理ほか 

●●●●募集条件募集条件募集条件募集条件 南丹市内在住の１８歳以上の健康な方で水泳ができる方（高校生不可） 

※ただし、八木地域在住の高校生については八木海洋センタープール

勤務を、日吉地域在住の高校生については日吉興風プール勤務を認

める場合があるので、希望の場合は下記へお問い合わせください。 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員【園部】２０人程度（調整の上、ローテーションを組む。毎日は勤務できません） 

【八木】４人程度（調整の上、ローテーションを組む。毎日は勤務できません） 

【日吉】６人程度（１日２人が勤務。毎日は勤務できません） 

●●●●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間【園部】午前９時～午後５時までの１日７時間 

          【八木】午前９時～午後９時までの間で１日４時間～８時間  

【日吉】午後０時～４時１５分までの１日４時間 

●●●●賃賃賃賃        金金金金 １時間あたり７００円 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入の上、６月２４日（火）午後５時必着で（郵

送の場合も同様）それぞれ次の場所へ提出してください。 

●●●●提提提提    出出出出    先先先先【園部】社会教育課または園部B&G海洋センター（申込書は提出先備え付け）

【八木】八木公民館（申込書は提出先備え付け）  

【日吉】日吉町生涯学習センター（申込書は提出先備え付け） 

●●●●抽抽抽抽    選選選選    等等等等【園部】申込多数の場合は抽選などにより決定します。 

【八木・日吉】申込者の打合せ会および説明会を６月２７日（金）午後

６時に八木公民館（八木申込者）、日吉興風交流センター(日吉

申込者)でそれぞれ行います。申込者は必ず出席してください。

申込多数の場合は抽選などにより決定します。なお、打ち合わ

せ会に都合で出席できない場合は、下記へ必ずご連絡ください。

（無断欠席の場合は、抽選に参加できません） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 勤務時間中であっても、悪天候などにより途中閉館する場合があります。 

【園部】毎週月曜日およびお盆期間（８月１３日～１５日）は休業します。 

【八木】毎週木曜日およびお盆期間（８月１３日～１５日）は休業します。 

【日吉】臨時に休業する場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 

【園部】社会教育課 社会体育係（園部町小桜町47） TEL ６８－００５７ 

【八木】社会教育課 八木担当（八木町八木東久保23） TEL ６８－００２６ 

【日吉】社会教育課 日吉担当（日吉町保野田長通24） TEL ６８－００３５ 

 

第第第第３３３３回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン選手選手選手選手権権権権〈〈〈〈府民総体代表選考会府民総体代表選考会府民総体代表選考会府民総体代表選考会〉〉〉〉    

 

第３１回京都府民総合体育大会の南丹市代表予選会を下記のとおり行います。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月２２日（日）午前９時 開会式  ●●●●会場会場会場会場 園部小学校体育館 

●●●●種種種種        目目目目 ①男子ダブルス ②女子ダブルス ③混合ダブルス 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住・在勤・在学の１８歳以上の者（高校生は除く） 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 一人一種目につき５００円 

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法 （財）日本バドミントン協会現行競技規則および大会運営規定により行う。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 ①組み合わせは、理事会により決定する。 

      ②試合時の服装は、日本バドミントン協会推奨のものとする。 

      ③競技中の負傷等については、連盟では責任を負えません。 

       健康、安全に注意してください。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１９日（木）までに、ＦＡＸで下記へお申し込みください。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市体育協会  ●●●●主管主管主管主管 南丹市バドミントン連盟 

 

◇申込・問合せ先 南丹市バドミントン連盟（坂本） 

TEL・FAX（0771）２３－８８３９（中央スポーツ） 

「「「「インディアカインディアカインディアカインディアカをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ集集集集いいいい」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

  

インディアカは、羽根のついたボールをバレーボールに準じて、素手で打ち合うスポ

ーツです。羽根のおかげで滞空時間が長く、球技に不慣れな人でも気軽に楽しめます。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ６月２６日（木）午後８時～ ●●●●場所場所場所場所 宮島小学校体育館 

●●●●内内内内        容容容容 簡単な基本練習やゲームを行います。体育館シューズをご持参ください。 

 

◇問合せ先 美山町インディアカ協会 TEL（0771）７７－０６６２ 

      南丹市体育協会 美山支部 TEL ６８－００４４ 
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７７７７月月月月からからからから後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料のののの普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収がががが始始始始まりますまりますまりますまります    

 
 平成２０年４月から施行された後期高齢者（長寿）医療制度の保険料は、特別徴

収（年金からの天引き）または普通徴収（納付書または口座振替での納付）の方法

で納めていただきます。特別徴収の方は、すでに４月に支給された年金より保険料

を納めていただいていますが、特別徴収にならなかった方には、７月中旬に納付書

をお届けします。普通徴収となる方は、７月から翌年３月までの９期に分けて納付

していただきますので期限までにお納めください。 

 また、資格喪失などで過誤保険料が生じた場合は還付させていただきますが、手

続きに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

※本年度の保険料は平成２０年度（平成１９年中）所得により保険料が確定しま

すので、４月から特別徴収（仮徴収）となった方には、あらためて保険料の決

定通知書を送付します。 

※後期高齢者医療制度加入直前まで健康保険や共済組合などの被扶養者であった

方は、本年度については４月から９月までは保険料の負担が凍結され、１０月

以降も減額された保険料を納めていただく経過措置が適用されます。 

※普通徴収…○ 特別徴収…◎ 

納付月 

納付方法 

４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１

月 

２

月 

３

月 

普通徴収 － － － 

１

期 

２

期 

３

期 

４

期 

５

期 

６

期 

７

期 

８

期 

９

期 

７月～９月(普通徴収) 

１０月～(特別徴収) 

－ － － ○ ○ ○ ◎ － ◎ － ◎ － 

被扶養者の経過措置適用の

方で１０月以降に普通徴収 

－ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

特別徴収 ◎ － ◎ － ◎ － ◎ － ◎ － ◎ － 

被扶養者の経過措置適用の

方で１０月以降に特別徴収 

－ － － － － － ◎ － ◎ － ◎ － 

※普通徴収による保険料納付の方は、口座振替による納付が便利です。振替を希望

する口座をお持ちの金融機関でお申し込みください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 TEL ６８－００１１ 
      各支所健康福祉課  TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２  美山 ６８－００４１ 

粗大粗大粗大粗大・・・・家電家電家電家電ごみのごみのごみのごみの戸別収集戸別収集戸別収集戸別収集のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

粗大ごみ・家電ごみについては、許可業者による戸別収集を行っています。 

品目に応じた手数料を「粗大・家電シール」でお支払いいただくほか、収集運搬費が

別途必要になります。申し込みや収集運搬費の金額は下記業者にお問い合わせください。 

南丹清掃株式会社       TEL ０７７１－７２－５５５５  

日進浄化槽センター株式会社 TEL ０７７１－２２－５８０９ 

ごごごご家庭家庭家庭家庭から 

出る粗大・ 

家電ごみ    株式会社石丸浄水センター TEL ０７７３－５８－４１４１ 

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 

事業所事業所事業所事業所から 

出る粗大・ 

家電ごみ    八光興業株式会社 TEL ０７２９－９６－０７７０ 

◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL（0771）４２－３４２５ 

      環境課 TEL ６８－００１５ 

国民健康保険税率国民健康保険税率国民健康保険税率国民健康保険税率がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 
平成２０年度国民健康保険税率が、医療費の増加や後期高齢者（長寿）医療制度

の導入などの法改正により次のように変わります。なお、国民健康保険の加入世帯

には、６月中旬以降に新税率により納税通知書を送付しますので、国民健康保険税

の納付をよろしくお願いします。 

負担区分 所得割 平等割 均等割 賦課限度額 

医療保険分 

課税対象所得の 

７．４５％ 

(19年度8.45%) 

１世帯につき 

２２，０００円 

(19年度23,000円) 

加入者１人当たり 

２２，５００円 

(19年度23,500円) 

４７万円 

(19年度 

56万円） 

後期高齢者

（長寿）医療

制度支援金分 

課税対象所得の 

２．５０％ 

（新規制度） 

１世帯につき 

５，０００円 

（新規制度） 

加入者１人当たり 

８，０００円 

（新規制度） 

１２万円 

(新規制度) 

介護保険分 

(40～65歳 

未満) 

課税対象所得の

２．００％ 

(19年度1.80%) 

１世帯につき 

５，０００円 

(19年度5,000円) 

加入者１人当たり 

９，０００円 

(19年度9,000円) 

９万円 

(19年度 

9万円） 

※低所得者軽減制度として昨年度まで申請により実施していた２割軽減制度の対象

世帯は、７割・５割軽減と同様に本年度から申請書の提出が不要となりました。 

１０１０１０１０月月月月からからからから国民健国民健国民健国民健康保険税康保険税康保険税康保険税がががが年金年金年金年金からからからから天引天引天引天引きききき((((特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収))))されますされますされますされます    

国民健康保険法等の改正(平成２０年４月１日施行)に伴い、下記に該当される世帯主の

方は、国民健康保険税が１０月から年金から天引き（特別徴収）されることになります。 
①世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が６５歳以上７５歳未満で、世帯主

が国民健康保険の被保険者である世帯主 

②天引き（特別徴収）の対象となる方は、年金の年額が１８万円以上であり、国

民健康保険税が介護保険料とあわせて、年金額の２分の１を超えない世帯主 

※６５歳未満の国保の被保険者がいる場合  → 該当しません 

※７５歳以上の方が世帯主となっている場合 → 該当しません 

所得所得所得所得のののの申告申告申告申告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？？？？    

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定や福祉医療（老人医療・重度心身

障害児（者）医療・母子家庭医療・重度心身障害老人健康管理事業）の受給資格判

定などは、世帯の所得に基づき、算定、審査をしますので、所得がない場合も、所

得申告をしていただくことが必要です。所得の申告がまだお済みでない方は、税務

課、各支所地域総務課総務係（転入の方は１月１日現在の居住地）に印鑑などを持

参していただき、お早めに申告をお済ませください。所得の申告は毎年必要です。 

所得申告がまだお済みでない方で、所得申告が必要な方は下記のとおりです。 

① 前年中に何らかの収入があった方  ②前年中に全く収入がなかった方 

③ 非課税年金（遺族年金・障害年金など）だけを受給されている方 

※勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている方や、非課税年金以外の年金 

（国民年金など）を受給されている方は、申告の必要はありません。 

所得の申告をされていないと、世帯の所得状況が正しく把握できないため、低所

得者世帯に対する国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減制度や、福祉医療

費受給者証の交付を受けることができませんのでご注意ください。福祉医療費受給者

証・国保限度額証・後期高齢者医療限度額証などの一斉更新は毎年８月に行います。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL ６８－００１１ 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり体操普及体操普及体操普及体操普及リーダーリーダーリーダーリーダー養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」開催開催開催開催    

    

    京都府南丹保健所では、自分でできる体操（なんたん元気づくり体操）を普及し

ていただける「体操普及リーダー」を養成する講座を下記のとおり開催します。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１日（火）午後１時３０分～４時 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市こむぎ山健康学園（園部町小桜町） 

●●●●対対対対        象象象象 健康に関心があり「なんたん元気づくり体操」を広げていただける方 

●●●●内内内内        容容容容 （１）講話「健やかで心豊かな高齢期を生きる」 

      （２）実技指導「なんたん元気づくり体操」 

      （３）グループワーク「私の目標」 

      （４）修了式（登録証をお渡しします） 

●●●●講講講講        師師師師 大阪医療福祉専門学校顧問 大島行博氏、作業療法士学科副学科 山口 典孝氏 

●●●●締締締締めめめめ切切切切りりりり ６月２４日（火） ●●●●定員定員定員定員 ３０人（先着順） ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 登録証用写真（縦2.5㎝×横2㎝）、運動できる服装、お茶、タオル 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所保健室健康支援担当 TEL（0771）６２－４７５３ 




