
後期高齢者短期人間後期高齢者短期人間後期高齢者短期人間後期高齢者短期人間ドックドックドックドック利用助成利用助成利用助成利用助成のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

長寿（後期高齢者）医療被保険者の方を対象とした、短期人間ドックの利用助成

を行っています。ご自分の健康管理のため、この助成制度をご利用ください。 

●助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者 南丹市の住民であって下記の①～④すべてに該当する方 

①京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である方 

②後期高齢者医療保険料を完納している方 

③当該年度に南丹市が実施する健診（すこやか健診）などを受診していない方 

④当該年度に南丹市以外の機関が実施する同等項目についての健診などを受診し

ていない方 

●取扱医療取扱医療取扱医療取扱医療機関機関機関機関    

 ①公立南丹病院 

②明治国際医療大学附属病院 ※頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設 

③園部丹医会病院 

④京都工場保健会（京都市内） ※頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設 

※頭部ＭＲＩ（脳ドック）は、全額個人負担です。 

●自己負担金自己負担金自己負担金自己負担金 一律７，０００円（基本検診部分のみ） 

※基本検診以外に検診項目を追加される場合の費用は、全額個人負担となります。 

※追加できる検診項目は、各医療機関によって異なりますのでご確認ください。 

●利用利用利用利用のののの仕方仕方仕方仕方 

・国保医療課または各支所健康福祉課で利用申込の手続きをしてください。 

申込時には、印鑑と被保険者証が必要です。 

・人間ドックは予約制です。受診日は市が取扱医療機関と日程調整します。 

・後日、市から送付する後期高齢者短期人間ドック「利用券」を必ず取扱医療機

関へ提出の上、ご利用ください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度後期高後期高後期高後期高齢者医療保険料齢者医療保険料齢者医療保険料齢者医療保険料のののの納付方法納付方法納付方法納付方法についてについてについてについて    

 

長寿（後期高齢者）医療制度の保険料は、年金からの天引き（特別徴収）または

納付書や口座振替での納付（普通徴収）によりお支払いいただいています。平成 

２１年度の保険料は、次のとおりお支払いいただくこととなります。 

①①①①年金年金年金年金からのからのからのからの天引天引天引天引きのきのきのきの方方方方 平成２０年中の所得が確定するまでは、仮徴収として平成 

２０年度保険料から算定した額を４月、６月、８月とお支払いいただき、所得が確定

後、平成２１年度の保険料決定通知書を７月中旬にお送りします。仮徴収でお支払い

いただいた分を差し引き、残りを１０月、１２月、２月の年金からお支払いいただき

ます。４月の年金支給日までに送付する仮徴収の保険料決定通知書をご確認ください。 

②②②②納付書納付書納付書納付書やややや口座振替口座振替口座振替口座振替でのでのでのでの納付納付納付納付のののの方方方方 ７月中旬に平成２１年度の保険料決定通知書と納

付書をお送りします。７月から翌年３月までの９期に分けて、それぞれの期限までに

お支払いください。 

③③③③平成平成平成平成２０２０２０２０年度当初年度当初年度当初年度当初はははは年金年金年金年金からのからのからのからの天引天引天引天引きききき、、、、政府政府政府政府のののの特別対策特別対策特別対策特別対策によりによりによりにより保険料保険料保険料保険料がががが軽減軽減軽減軽減されされされされ

納付書納付書納付書納付書やややや口座振替口座振替口座振替口座振替でのおでのおでのおでのお支払支払支払支払いにいにいにいに変変変変わられたわられたわられたわられた方方方方 平成２１年度は７月から９月ま

で納付書や口座振替で、１０月から年金からの天引きでお支払いいただきます。

７月中旬にお送りする保険料決定通知書をご確認ください。 

※年金からの天引きの方は、申し出により口座振替に変更できますので、希望され

る方は下記問合せ先にお問い合わせください。 

特別徴収…◎ 普通徴収…○  

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 

①特別徴収 

（年金天引き） 

◎ 

仮 

－ 

◎ 

仮 

－ 

◎ 

仮 

－ ◎ － ◎ － ◎ － 

②普通徴収 

（納付書、口座振替） 

－ － － 

１

期 

２

期 

３

期 

４

期 

５

期 

６

期 

７

期 

８

期 

９

期 

③７月～９月(普通徴収) 

１０月～(特別徴収) 

－ － － ○ ○ ○ ◎ － ◎ － ◎ － 

※納付書でお支払いの方で口座振替を希望される方は、口座をお持ちの市指定の金

融機関において手続きしてください。手続きいただきました次月から口座振替に

よりお支払いいただけます。手続きには、通帳、通帳印が必要となります。 

 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間ドックドックドックドック利用助成利用助成利用助成利用助成のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者 南丹市国民健康保険被保険者（７５歳未満で長寿医療制度に該当さ

れていない方）で次の①～③すべてに該当する被保険者 

①南丹市国民健康保険に６カ月以上加入している方 

 ②納期到来の国保税を完納している世帯に属する方 

 ③当該年度において、南丹市基本健康診査（特定健康検査）を受診していない方 

●取扱医療機関取扱医療機関取扱医療機関取扱医療機関  

①公立南丹病院 

②明治国際医療大学附属病院 ※頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設 

③園部丹医会病院 

④京都工場保健会（京都市内） ※頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設 

※頭部ＭＲＩ（脳ドック）は、全額個人負担となります。 

●被保険者被保険者被保険者被保険者負担金負担金負担金負担金 一律７，０００円（基本検診部分のみ） 

※基本検診以外に検診項目を追加される場合の費用は、全額個人負担となります。 

※追加できる検診項目は、各医療機関によって異なりますのでご確認ください。 

●そのそのそのその他他他他 節目ドック：平成２１年度内に満３０歳、満４０歳、満５０歳、満６０

歳に到達される被保険者の方は、基本検診に要する費用は無料となります。ただ

し、基本検診以外の検診費用は全額個人負担となります。 

＜対象者＞・満３０歳…昭和５４年４月２日生～昭和５５年４月１日生 

      ・満４０歳…昭和４４年４月２日生～昭和４５年４月１日生 

      ・満５０歳…昭和３４年４月２日生～昭和３５年４月１日生 

      ・満６０歳…昭和２４年４月２日生～昭和２５年４月１日生 

●利用利用利用利用のののの仕方仕方仕方仕方 

・国保医療課または各支所健康福祉課で利用申込の手続きをしてください。 

 申込時には、印鑑と被保険者証が必要です。 

・人間ドックは予約制です。受診日は市が取扱医療機関と日程調整します。 

・後日、市から送付する短期人間ドック「利用券」を必ず取扱医療機関へ提出の上、ご

利用ください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 国保年金係 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７７号（３の１）平成２１年３月２７日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 】 ・平成２１年度後期高齢者医療保険料の納付方法について 

・後期高齢者短期人間ドック利用助成のご案内 

・国民健康保険短期人間ドック利用助成のご案内 

【 裏 】 ・なんたんテレビ番組表（４月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・リサイクルの日（毎月８日）について 

・平成２１年度可燃ごみ収集体制変更のお知らせ 

・「ビーチボールを楽しむ日」を始めます 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・南丹市子育て発達支援センターを開設します 

・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 

【 裏 】 ・南丹市八木公民館「英会話教室」受講生を募集します 

・平成２１年度八木公民館講座『南丹大学』学生を募集します 

・中小企業の皆さん、手助けのふりをした勧誘・斡旋に注意！ 

・平成２１年度第１回調理師試験準備講習会を開催します 

・歴史・健康ウオーキング参加者を募集します 

・「森の幼稚園と森の楽校」(全１０回)参加者を募集します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

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

【 表 】 ・軽自動車税の減免申請は４月２３日までに！ 

・電源立地地域対策交付金事業を実施しました 

・「第２９回京都府女性の船」参加者を募集します 

・「身体障害者巡回更生相談」のお知らせ 

・「身体障がいに関する相談会」を実施します 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ(自主放送)番組表 （ 2009 年４月１日～４月１５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 

ご卒業・ご卒園おめでとうございます。卒業・ 

入学式特集は特別編成でお送りしています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

すこやか学園 卒園式 

４４４４月月月月１１１１日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（木） 7時・9時・12時・15時・18時  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

知井小学校 卒業式 

４４４４月月月月１１１１日日日日【【【【水水水水】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２日（木） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        新庄小学校 卒業式 

４４４４月月月月１１１１日日日日【【【【水水水水】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

   ２日（木）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより～４月新刊のご案内～ 

４４４４月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（土）7時・9時・12時・―・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

神吉小学校 卒業式 

４４４４月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

吉富小学校 卒業式 

４４４４月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時時時時・・・・23時    

３日（金）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

川辺小学校 卒業式 

４４４４月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

   ３日（金）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

西本梅小学校 卒業式 

４４４４月月月月３３３３日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

   ４日（土）7時半・9時半・12時半・― ・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

摩気小学校 卒業式 

４４４４月月月月３３３３日日日日【【【【金金金金】】】】21212121時時時時・・・・23時    

   ４日（土）8時・10時・13時・― ・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

鶴ヶ岡小学校 卒業式 

４４４４月月月月３３３３日日日日【【【【金金金金】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

   ４日（土）8時半・10時半・13時半・― ・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成21 年第1 回 

南丹市議会3 月定例会 ～その５～ 

４４４４月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    

６日（月）18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

４４４４月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

６日（月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・22時 

７日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

大野小学校 卒業式    

４４４４月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

５日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

宮島小学校 卒業式    

４４４４月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】21212121時時時時・・・・23時 

５日（日） 8時・10時・13時・16時・19時 

 

八木小学校 卒業式 

４４４４月月月月５５５５日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

６日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

富本小学校 卒業式 

４４４４月月月月６６６６日日日日【【【【月月月月】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

7日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部保育所 保育修了式 

４４４４月月月月７７７７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８日（水） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

城南保育所 保育修了式 

４４４４月月月月７７７７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

８日（水） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日吉中央保育所 保育修了式 

４４４４月月月月７７７７日日日日【【【【火火火火】】】】21212121時時時時・・・・23時    

８日（水） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

興風保育所 保育修了式 

４４４４月月月月７７７７日日日日【【【【火火火火】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

８日（水） 8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻保育所 保育修了式 

４４４４月月月月８８８８日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

知井保育所 保育修了式 

４４４４月月月月８８８８日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

９日（木） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

みやま保育所 保育修了式 

４４４４月月月月８８８８日日日日【【【【水水水水】】】】21212121時時時時・・・・23時    

９日（木） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチ☆きょうと府 

４４４４月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】22220000時時時時・・・・22時    

１０日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

城南保育所 入所式 

４４４４月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１０日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部保育所 入所式 

４４４４月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時時時時・・・・23時    

１０日（金）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻保育所 入所式 

４４４４月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

１０日（金）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日吉中央保育所 入所式 

４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１１日（土）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

興風保育所 入所式 

４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【金金金金】】】】21212121時時時時・・・・23時    

１１日（土）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

みやま保育所 入所式 

４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【金金金金】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

１１日（土）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

知井保育所 入所式    

４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

１２日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

大野小学校 入学式    

４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】21212121時時時時・・・・23時 

１２日（日）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

鶴ヶ岡小学校 入学式    

４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半 

１２日（日）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

知井小学校 入学式    

４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

１３日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

胡麻郷小学校 入学式    

４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【日日日日】】】】22221111時時時時・・・・23時 

１３日（月）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

殿田小学校 入学式    

４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【日日日日】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半 

１３日（月）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

神吉小学校 入学式    

４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【月月月月】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

１４日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

吉富小学校 入学式    

４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【月月月月】】】】21212121時時時時・・・・23時 

１４日（火）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

摩気小学校 入学式    

４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【月月月月】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半 

１４日（火）8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部小学校 入学式 

４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日（水）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部第二小学校 入学式 

４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【火火火火】】】】21212121時時時時・・・・23時    

１５日（水）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木小学校 入学式 

４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時時時時・・・・22時 

１６日（木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

川辺小学校 入学式 

４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【水水水水】】】】21212121時時時時・・・・23時 

１６日（木） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    西本梅小学校 入学式 

４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【水水水水】】】】22221111時時時時半半半半・・・・23時半 

１６日（木） 8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

テレビ週報（インフォメーション） 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／17：30 （変更あり） 

    



リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの日日日日（（（（毎月毎月毎月毎月８８８８日日日日））））についてについてについてについて    

 

南丹市では、毎月８日をリサイクルの日と定め、「資源の館」（園部町黒田地内：

西部浄化センター）において、下記資源化物の回収事業を行っています。市民の方

なら誰でも持ち込むことができますので、資源化物をリサイクルしましょう。 

●日時日時日時日時 土日・祝日にかかわらず、毎月８日（リサイクルの日） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～３時３０分 

●資源化物資源化物資源化物資源化物 

ﾘｻｲｸﾙ品目 資源化物の出し方など 

新聞紙、雑誌 

（書籍、菓子箱

ティッシュの

箱などの厚紙） 

大きさをそろえ、ひもで十文字に固く結んでください。 

※新聞紙と雑誌（チラシは雑誌と一緒に入れて）に分けてください。 

※金具やプラスチックなど紙以外のものは必ず外してください。 

※各種材質カタログ台帳、アルバムなどは収集できません。 

ダンボール 

折りたたんで大きさをそろえ、ひもで十文字に固く結んでください。 

※筒状のものや米袋は収集できません。 

古布（古着） 

（衣類のみ） 

中身が見える、ナイロン袋などに入れて出してください。 

※下着、はぎれ、綿入りのもの、布団、革製品、着物、帯、カーペ

ット類は収集できません。 

紙パック 

飲料用の紙パックのみ収集します。注ぎ口などの異物を取り除き、

必ず洗って広げ、乾かしてから出してください。 

※事業系廃棄物の持ち込みはお断りします。 

※ペットボトル、プラスチック、ビニール類の持ち込みはできません。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごに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！！！！    

 

 南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「ビーチボールビーチボールビーチボールビーチボールをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ日日日日」」」」をををを始始始始めますめますめますめます    

 

生涯スポーツ事業の一環として「ビーチボールを楽しむ日」を始めます。これは、

市民が手軽にスポーツに親しむ機会として毎月第二月曜日に社会体育施設を無料開

放し、生涯スポーツを通じて健康の増進、また世代間や地域の良好なコミュニティ

をつくることを目的に開催するものです。希望者には競技運営や技術指導を市体育

指導委員が行います。年齢、性別を問わず誰にでも楽しめるスポーツです。皆さん

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 毎月第二月曜日 午後８時～１０時  

●会場会場会場会場 園部Ｂ＆Ｇ海洋センター ●参加料参加料参加料参加料 無料  

●備考備考備考備考 事前申込なしで市内在勤、在住者なら誰でも参加できます。体育館シュー

ズを持参してください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 社会体育係 TEL（0771）68-0057 

南丹市子育南丹市子育南丹市子育南丹市子育てててて発達支援発達支援発達支援発達支援センターセンターセンターセンターをををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

南丹市では、“障がいのある子どもをいきいきとはぐくむ”ための施策として、南

丹市子育て発達支援センターを園部町船岡（旧川辺保育所）に開設します。子育て

発達支援センターは、すべての子どもの健やかな成長を願い、障がいのある子ども

や発達上支援が必要な子ども・その保護者などを対象に、専門的な相談・助言・療

育などの支援を行い、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上など図ることを目的

としています。子育て発達支援センターでは下記の３事業を行います。発達相談支

援事業は４月１日から開始し、療育事業および日中一時預かり事業は４月末の開始

を予定しています。 

●開館時間開館時間開館時間開館時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

＜発達支援相談事業＞（４月１日開始） 

種別 対象者 事業内容 場所 備考 

発達相談 

作業療法士、心理相談員に

よる個別相談 

言語相談 言語聴覚士による個別相談 

発達(支援) 

クリニック 

心身の発達 

について専 

門的な相談 

を希望する 

乳幼児・児童 

医師による個別相談 

子育て発達

支援センタ

ー他 

要予約。 

相談希望はセ

ンターまたは

健康課にご連

絡ください。 

＜療育事業＞（児童デイサービス）（４月末開始予定） 

定員 対象者 事業内容 開設日時 

20人

以内 

発達障がいや知的障が

い、身体障がいのある就

学前の幼児 

対象幼児に生活習慣やコミ

ュニケーション能力をはぐ

くむ療育を実施 

月曜日～金曜日 

療育時間 

午前10時～午後2時 

＜日中一時預かり事業＞（地域生活支援事業）（４月末開始予定） 

定員 対象者 事業内容 開設日時 

20人

以内 

障がいを理由に日常生

活で支援を必要とする

小学生以上の児童 

対象児童に活動の場を提供

し、見守りや日常的な訓練、

その他必要な支援を実施 

月曜日～金曜日 

預かり時間 

午前9時～午後5時 

 

◇問合せ先 子育て発達支援センター TEL（0771）62-3150 

      社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

      健康課 TEL（0771）68-0016 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）混合混合混合混合ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種接種接種接種についてについてについてについて    

 

麻しんは感染力が強く、かかると脳炎などの重い合併症を引き起こす率が高い重い病

気ですが、予防接種で防ぐことができます。麻しんは、国民の健康保持のため国を挙げ

て排除する必要な疾患であるとして、国は「麻しん排除計画」を策定しました。麻しん

を確実に予防するためには２回の予防接種が必要であるため、平成１８年４月に予防接

種に関する制度が改正され、２回目の接種が就学前一年間（年長児）での定期接種が実

施されました。またそれに加えて平成２０年４月から向こう５年間に限り、これまで１

回しか定期接種の機会がなかった中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施

することになりました。（対象者は下記のとおり） 

麻しんから身を守るため対象者は早めに予防接種を受けましょう。なお、第２期、３

期（個別接種対象者のみ）、４期の方については、平成２１年３月末までに個別通知を送

付する予定ですので、ご確認の上、春休みなどを利用し早めに接種しましょう。 

 平成２１年度対象者 接種方法 

１

期 

生後１２～２４カ月に至るまでの間にあ

る者 

１歳になったら、できるだけ早く接種

しましょう。 

２

期 

５歳以上７歳未満の者であって、小学校

就学の始期に達する日の前日までの間に

ある者（いわゆる年長児）  

(平成15年4月2日～16年4月1日生) 

３

期 

中学１年生相当 

(平成8年4月2日～9年4月1日生) 

南丹市立中学にて学校で6月から7月に

集団接種を行います。当市立中学以外に

通学しておられるお子様については個別

接種の案内を送付します。 

４

期 

高校３年生相当 

(平成3年4月2日～4年4月1日生) 

接種期間 

 平成２１年４月１日から 

平成２２年３月３１日までが公費

負担の対象となります。 

対象者には個別に案内を送付します。 

※予防接種は麻しん風しん混合ワクチンが原則となっています。どちらかの病気に

かかったことがある場合は、下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７７号（３の２）平成２１年３月２７日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平平平成成成成２１２１２１２１年度年度年度年度可燃可燃可燃可燃ごみごみごみごみ収集体制変更収集体制変更収集体制変更収集体制変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成２１年度可燃ごみの収集体制について、下記のとおり変更しましたのでお知

らせします。詳しくは、配布済みのごみ収集日程表（カレンダー）をご覧ください。 

＜変更内容＞ 

●可燃ごみ収集の指定曜日が祝日と重なった場合は、翌日に収集を行います。 

 なお、５月と９月の連休については、指定曜日に収集を行います。 

 通常の収集 祝日と重なったとき 

曜日 

地域 

日 月 火 水 木 金 土 日 

月 

(祝) 

火 水 木 

金 

(祝) 

土 

八木  ●   ●    ××××    ●  ●   

園部、日吉、

美山 

  

● 

  

● 

   

● 

  

××××    ● 

●１２月２９日（火）は、園部・日吉・美山地域の可燃ごみ収集を行います。 

●美山地域で、これまで可燃ごみ収集が週１回であった地区も、２１年度から週２

回の収集を行います。 

 

◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL（0771）42-3425 

      環境課 環境企画係 TEL（0771）68-0015 

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



「「「「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    

 

子どもたちが地域の自然環境に親しみ大切にする心をはぐくむために、年間を通

して自然体験や文化活動を実施します。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。新年度、第１回目は口丹の伝説

の残る筏森山に登ります。ぜひ､ご参加ください。 

●日時日時日時日時  第１回 ４月４日（土）午前１１時～午後１時３０分（小雨決行） 

第2回5/9、第3回6/13、第4回7/11、第5回8/8、第6回9/12、第7

回10/10、第8回10/31、第9回11/14、第10回12/12予定。 

第２回以降は午後１時～３時３０分 

●集合場所集合場所集合場所集合場所 第1回～4回：北広瀬西集会所前（八木町北広瀬）※第5回以降変更 

●対象対象対象対象 「森の幼稚園」：３歳以上の園児、｢森の楽校｣：小学生 （定員：各回３０人） 

●内容内容内容内容 「森の幼稚園」：森あそびや森の散策、絵本の読み聞かせ、他。 

    「森の楽校」：森のキャンプやいかだくだり、ツリークライミングを予定。 

●持持持持ちちちち物物物物 肌の露出の少ない動きやすい服装、歩きやすい靴、雨天時は雨カッパと

長靴、お茶 

●参加費参加費参加費参加費 各回参加の場合：１回１，０００円／１人（保険料､材料費など含む） 

年間通しての申し込み：全１０回８，０００円／１人（先着１５人まで） 

●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、

緊急連絡先を下記申込・問合せ先へご連絡ください。（開催日の1カ月前から受付

開始。定員になり次第締め切ります） 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ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 ＮＰＯ森林・環境ネットワーク（広瀬方：水・金9:00～12:00） 

TEL・FAX（0771）42-3708 

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    

 

＜さくらまつり＞ 

●日時日時日時日時 ４月１０日（金）～１２日（日）午前９時～午後９時 

●場所場所場所場所 桜の道 ●内容内容内容内容 特設売店、ゲームコーナー、さくらのライトアップなど 

＜テニス大会＞ 

●日時日時日時日時 ４月２２日（水）午前９時～午後４時 ●場所場所場所場所 テニスコート 

●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 各３２組 ●参加料参加料参加料参加料 １チーム１,０００円 

●内容内容内容内容 男女別ダブルス、予選リーグの後、決勝トーナメント 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月３日（金）～１６日（木） 

＜４月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ３日（月例）、１０日、１７日、２４日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●対象者対象者対象者対象者 どなたでも ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなどを楽しむ 

＜４月のスポーツデー＞ 

●日時日時日時日時 ４月１４日（火） ●場所場所場所場所 体育館（当日受付） 

●内容内容内容内容 ①午前９時～１１時３０分 卓球を楽しもう（３００円） 

②午後１時３０分～３時３０分 障がい者スポーツのつどい（無料） 

卓球バレー、フライングディスクなど 

③午後６時～９時 スポーツの夕べ（３００円） 

卓球、バドミントン、テニスなど 

 

◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園（〒622-0232 船井郡京丹波町曽根） 

TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

                                                                                                                        あっせんあっせんあっせんあっせん    

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、手助手助手助手助けけけけのふりをしたのふりをしたのふりをしたのふりをした勧誘勧誘勧誘勧誘・・・・斡旋斡旋斡旋斡旋にににに注意注意注意注意！！！！    

 

中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）や緊急保証制度の利用のお手伝い

をするといったＦＡＸ、ダイレクトメールなどが送りつけられていませんか？貸付

や保証を受けるためには、会員になる必要があると思わせ、入会金、年会費や保証

料などを振り込ませるという事例が発生しています。 

①中小企業倒産防止共済制度は、入会金、年会費や保証料は必要ありませんので十

分ご注意ください。 

◇問合せ先 （独）中小企業基盤整備機構 経営安定企画課 TEL 03-5470-1540 

②信用保証協会は、金融斡旋屋などの第三者が介入した保証を取り扱いません。信用

保証協会と似た名前で来るダイレクトメールなどには十分ご注意ください。信用保

証協会は、所定の保証料以外の、相談料、手数料、入会金をとることはありません。 

◇問合せ先 （社）全国信用保証協会連合会 TEL 03-6823-1200 

③その他、不審な勧誘・斡旋などがあれば、上記の機関や最寄りの警察にお問い合

わせください。その際、相手が示した電話番号、口座番号などをご提供ください。 

中小企業に関連する組合から、有利な資産運用の加入を受けたときなどには十分

ご注意ください。 

◇問合せ先 近畿経済産業局 中小企業課 TEL 06-6966-6023 

●最新情報は中小企業庁（URL:http://www.chusho.meti.go.jp）でご確認ください。 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度八木公民館講座年度八木公民館講座年度八木公民館講座年度八木公民館講座『『『『南丹大学南丹大学南丹大学南丹大学』』』』学生学生学生学生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

八木公民館では、生涯学習推進事業の一環として高齢者の生涯学習支援を目的に、

さらに豊かな知識と教養を身につけ、相互の連携を図り生涯を通して生きがいのあ

る生活を築くため「南丹大学」を開設しています。 

●資格資格資格資格 南丹市内に在住の６０歳以上の方。※年間を通じて出席できる方に限ります。 

●受講料受講料受講料受講料 年額２，０００円（運営費）※事業により実費をいただくことがあります。 

●内容内容内容内容 南丹大学では、教養学部と専門学部を開設します。 

★教養学部：月に一回程度、健康・福祉・文化などについての講演会、社会見学

や南丹大学祭を開催し、受講生全員が出席します。 

★専門学部：受講生による自主的な運営を基本として、希望者がそれぞれの学部

を選択して受講します。※書道、歌謡、料理、写真、コーラス、押

し花、社交ダンスの各部 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に備え付けの入学願書に必要事項を記入して、４

月１日（水）～１４日（火）の間に、運営費２，０００円を添えてお

申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）42-3132 

南丹市八木公民館南丹市八木公民館南丹市八木公民館南丹市八木公民館「「「「英会話教室英会話教室英会話教室英会話教室」」」」受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

八木公民館では、基礎的な日常会話の習得ならびに「ことば」を通じて外国文化

への理解を深めることを目的として「英会話教室」を実施しています。本年４月か

ら７月の間に開講する同教室の受講生を募集します。多くの皆さんの受講をお待ち

しています。 

●開講開講開講開講クラスクラスクラスクラスおよびおよびおよびおよび期間期間期間期間 

①初～中級 昼クラス（定員１５人） ４月２２日～７月１日（毎週水曜日） 

 午後３時～４時（ただし、４月２９日、５月６日は休講） 

②初～中級 夜クラス（定員１５人） ４月２３日～７月２日（毎週木曜日） 

 午後８時～午後９時 

●場所場所場所場所 南丹市八木公民館 ●対象対象対象対象 南丹市在住、在勤の満２０歳以上の方 

●講師講師講師講師 英語指導助手 Mr.GREGORY WARREN KHEZRNEJAT   

●受講料受講料受講料受講料 一人当たり２，０００円（受講日初日に徴収します） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、４月

１日（水）～１４日（火）の間にお申し込みください。（各クラス定員

になり次第締め切ります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）42-3132 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第１１１１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    

 

平成２１年度第１回調理師試験準備講習会を下記のとおり開催します。 

●実施日時実施日時実施日時実施日時およびおよびおよびおよび科目科目科目科目 

５月１日（金） ５月１４日（木） 

受付 午前９時～９時１５分 受付 午前９時～９時１５分 

食文化概論 

衛生法規 

午前９時１５分～正午 

栄養学 

食品学 

午前９時１５分～正午 

食品衛生学 

公衆衛生学 

午後１時～５時 

食品学 

調理理論 

午後１時～４時３０分 

●実施場所実施場所実施場所実施場所 ガレリアかめおか（亀岡市余部町宝久保1-1 2階 研修室） 

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

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月１３日（月）～１７日（金） 

 

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

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    

 

春の太陽を受け、銀色に輝く虹の湖から美山の歴史を物語る大ケヤキを探訪、少

し足を伸ばして重文石田家住宅や大原神社を目指します。美山の自然を満喫しなが

ら楽しくウオーキングしましょう。どなたでも、お気軽にご参加ください。 

●日程日程日程日程 ４月１８日（土）（少雨決行） 

●コースコースコースコース ビジターセンター＝虹の湖遊歩道入口＝（山道）パターゴルフ場＝かや

ぶき観音堂（昼食）＝向山橋＝石田家の住宅（重文）＝大野ダム公園＝

ビジターセンター（歩程７ｋｍ） 

●集合集合集合集合・・・・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（園部高校正面横） 午前８時２０分出発、午後４時解散予定 

※途中園部駅（午前８時３５分発、午後３時５０分着）の乗降も可能。 

※参加者は全員専用バスを利用してください。（自家用車での移動はお断りします）

●定員定員定員定員 ６０人（定員になり次第締め切ります） 

●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方。（歩くのに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などなどなどなど 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋、雨具 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 ３００円（保険代他）、バス代１，７００円 

※締め切り後のキャンセルは全額ご負担いただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月１０日（金）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

※申込取消、欠席の場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。  

●そのそのそのその他他他他 Nantan健歩会では会員を募集しています。（年会費２，０００円、会員は

参加費用の内保険代他３００円が免除されます） 

 

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

健康課 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「「「「第第第第２９２９２９２９回京都府女性回京都府女性回京都府女性回京都府女性のののの船船船船」」」」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    

 

京都府では、地域づくりやＮＰＯ活動などに関心のある女性に学習・交流の機会

を提供し、ネットワークの構築を図り、男女共同参画による豊かな京都府づくりを

目指して、「女性の船」事業を実施します。高速フェリーで北海道（旭川市）を訪問

し、船上や訪問先で男女共同参画に関する諸課題について研修、交流を深めるもの

で、ただいま参加者を募集しています。 

●実施時期実施時期実施時期実施時期 ６月１９日（金）～２２日（月）（３泊４日） 

      事前研修 ５月３１日（日）、事後研修 ８月１日（土） 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 京都府内にお住まいの２０歳（平成２１年４月１日現在）以上の女性

で、次の①～④に該当する方 

①この研修に参加した経験を生かして、地域社会の諸問題に積極的に取り組むとと

もに、女性団体活動などにおいてリーダー的役割を果たそうとする意欲のある方 

②健康で、この研修に十分耐え得る体力のある方 

③団体生活に適応できる方 

④事前研修から事後研修まですべてに参加できる方 

※これまでの「京都府女性（婦人）の船」修了生については、現在具体的に地域社

会などで活動をされており、その活動を発展させたい方で、参加者を後方支援す

る立場で参加する意志のある方に限り、府内で１０人程度参加可能とします。 

（ただし、原則として過去２年以内に参加した修了生は除く） 

●参加費参加費参加費参加費 ３２，０００円 

●作文作文作文作文（（（（テーマテーマテーマテーマ）））） 【初参加者】「私の活動の成果と課題」（400字以上800字以内） 

【修了者】「修了生として今回の船に臨む決意」（1200字以内） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月１６日（木）までに下記申込・問合せ先に備え付けの参加申込書

に作文（上記テーマ）を添えてお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 市民課 人権政策係 TEL（0771）68-0005 

   各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの減免減免減免減免申請申請申請申請はははは４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日までにまでにまでにまでに！！！！    

 

４月は軽自動車税の納付月です。４月１日現在、下記の①～④のいずれかに該当され

る方は、申請により１台のみ軽自動車税の減免を受けることができます（自動車税の減

免を受けられている方を除く）。軽自動車税の減免を申請される方は、税務課または各支

所地域総務課に減免申請書を用意していますので、納税通知書がお手元に届いた後、４

月２３日（木）までに必ず提出してください。期限内の提出ができない場合には、期限

までに税務課または各支所地域総務課までご相談ください。なお、昨年度に減免を受け

ておられる方には、申請書を納税通知書と同封して送付します。 

①身体障害者手帳の交付を受けておられる方 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １～４級までの各級 

聴覚障害 ２～４級までの各級 

平衡機能障害 ３・５級 

音声機能障害 

３級（喉頭（こうとう）摘出による

音声機能障害がある場合に限る） 

上肢不自由 １～３級までの各級 

下肢不自由 １～６級までの各級 

体幹不自由 １～３級までの各級および５級 

上肢機能 １～３級までの各級 乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能障害 移動機能 １～６級までの各級 

心臓機能障害 １・３級および４級 

じん臓機能障害 １・３級および４級 

呼吸器機能障害 １・３級および４級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 １・３級および４級 

小腸の機能障害 １・３級および４級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害       １～４級までの各級 

②戦傷病者手帳の交付を受けておられる方 

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 

視覚障害 特別項症～第６項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症～第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症～第４項症までの各項症 

音声機能障害 

特別項症～第２項症までの各項症（喉頭（こうと

う）摘出による音声機能障害がある場合に限る） 

上肢不自由 特別項症～第６項症までの各項症 

下肢不自由 

特別項症～第６項症までの各項症および第１

款症～第３款症までの各款症 

体幹不自由 

特別項症～第６項症までの各項症および第１

款症～第３款症までの各款症 

心臓機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

小腸の機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

③療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度の障がいを有する方 

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、１級の障がいを有する方 

※なお、障がい者と生計を一にされている方が障がいのある方のために運転される場合

および障がいのある方などのみの世帯の介護を常時されている方が障がいのある方の

ために運転される場合でも、軽自動車税の減免の対象となることがあります。詳しい

条件については、税務課または各支所地域総務課にお問い合わせください。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 納税通知書、減免申請書、車検証、障害者手帳など、免許証、印鑑 

 

◇問合せ先 税務課 市民税係 TEL（0771）68-0004 FAX（0771）63-0653 

「「「「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、相談所に来所が困難な身体障がいのある方のた

めに、府内を巡回し、補装具・施設利用・その他の相談会を実施しています。 

日程 時間 場所 来訪医師 

４月１７日(金) 午前１０時～１１時３０分 南丹市日吉保健センター 整形外科 

５月１２日(火) 午前１０時～１１時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

６月１９日(金) 午後１時 ～３時 亀岡市役所市民ホール 耳鼻科 

７月７日(火) 午前１０時～１１時３０分 

京丹波町瑞穂保健福祉 

センター 

整形外科 

８月１１日(火) 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 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・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（申請などが必要な場合に使用） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を除く）の午後５時までに

下記申込・問合せ先へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

各支所 健康福祉課  TEL 八木 (0771)68-0022 

日吉 (0771)68-0032 美山 (0771)68-0041 

「「「「身体障身体障身体障身体障がいにがいにがいにがいに関関関関するするするする相談会相談会相談会相談会」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします 

 

南丹市では、現在１０人の方が「身体障害者相談員」として府から委嘱を受け、身

体障がいに関する相談に応じています。相談会を下記のとおり実施しますので、何

かお困りの事がありましたら、ご来場の上、お気軽にご相談ください。（予約不要） 

●日時日時日時日時 ４月１７日（金）午前１０時～１１時３０分 ●場所場所場所場所 日吉保健センター 

※身体障害者巡回更生相談の会場に相談室を設け、相談に応じます。  

     

◇問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

各支所 健康福祉課  TEL 八木 (0771)68-0022 

日吉 (0771)68-0032 美山 (0771)68-0041 

電源立地地域対策交付金事業電源立地地域対策交付金事業電源立地地域対策交付金事業電源立地地域対策交付金事業をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました    

 

電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置および運転の円滑化を図るため、  

発電用施設の周辺地域で実施される公共用施設の整備や住民福祉の向上に資する 

事業に対して交付されます。南丹市には、この交付金の対象施設が２施設（大野発電

所、新庄発電所）あり、平成２０年度は交付金を活用し、次の３事業を実施しました。 

事業名 実施場所 

１ 市道 サンシャイン線 道路改良工事 八木町 青戸 地内 

２ 市道 広野下山線 道路改良工事 日吉町 上胡麻 地内 

３ 市道 湯ヶ谷丸山線 道路改良工事 美山町 長谷 地内 

 

◇問合せ先 道路河川課 庶務係 TEL（0771）68-0051 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７７号（３の３）平成２１年３月２７日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


