
軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの納税証明書納税証明書納税証明書納税証明書についてについてについてについて    

 

４月は軽自動車税の納付月です。軽自動車税を口座振替にて納付される方で、４

月３０日の振替納税が確認できた方には、５月中旬に領収証書兼納税証明書を送付

します。また、口座振替以外の方は、納税通知書と納税証明書が一体となっていま

すので納付後すぐに納税証明書として使用できます。納税証明書は車検などのため

に必要となりますので大切に保管してください。（平成２１年４月２８日までに車検

をされる場合は、平成２０年度の納税証明書を使用することができます） 

 なお、納税証明書を紛失された方や、口座振替の方で納税証明書が送付される前

に必要な方には、税務課または各支所地域総務課窓口で納税証明書を発行します。 

 ただし、金融機関での納付や口座振替から数日以内に納税証明書の発行を希望さ

れる場合には、領収書や振替口座の通帳など納付したことを確認できるものをご持

参いただきますようお願いします。 

 

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

経営事項審査結果通知書経営事項審査結果通知書経営事項審査結果通知書経営事項審査結果通知書のののの写写写写しのしのしのし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    

 

南丹市に入札参加資格のある市内建設業者の方には、これまで更新された段階で、

経営事項審査結果通知書の写しの提出についての通知を行っていましたが、平成 

２１年度以降は行いません。今後は、経営事項審査が更新され次第、結果通知書の

写しの提出をお願いします（郵送可）。 

なお、写しの提出がない場合や更新の確認ができない場合は、資格が有効でない

扱いとします。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 FAX（0771）62-3122 

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付けけけけ南丹市職員南丹市職員南丹市職員南丹市職員のののの人事異動人事異動人事異動人事異動    

 

平成２１年４月１日付で人事異動を行いましたのでお知らせします。（管理職） 

＜部長級＞ 

新任 氏名 旧任 

総合政策担当部長兼総合政策室長 大野 光博 企画管理部次長兼総合政策課長 

企画管理部長 上原 文和 企画管理部長兼人事秘書課長 

市民部長 西村 良平 八木支所地域総務課長 

福祉部長兼福祉事務所長 永塚 則昭 

福祉部長兼福祉事務所長 

兼子育て支援課長 

農林商工部長 神田  衛 総務部総務課長 

会計管理者 小寺 貞明 企画管理部情報推進課長 

教育委員会教育次長 東野 裕和 教育委員会教育次長兼教育総務課長 

 

＜課長級＞ 

新任 氏名 旧任 

総務部総務課長 梶本 泰広 総務部財政課長 

総務部財政課長 阪口 一雄 総務部財政課長補佐 

総務部監理課長 塩田 康文 土木建築部都市計画課長 

企画管理部企画推進課長 市原  丞 企画管理部人事秘書課長補佐 

企画管理部人事秘書課長 八田 裕明 企画管理部人事秘書課主幹 

企画管理部情報推進課長 塩貝 潔子 福祉部高齢福祉課長補佐 

企画管理部付課長 

（船井郡衛生管理組合派遣） 

藤田 良則 出納課長補佐 

企画管理部付課長 

（国民健康保険南丹病院組合派遣） 

國府諭史朗 

企画管理部情報推進課長補佐 

兼情報化推進係長 

企画管理部付課長 

（（財）南丹市園部国際学園都市セン

ター派遣） 

今井 隆史 総務部総務課長補佐兼消防防災係長 

市民部市民課長 伊藤 泰行 企画管理部企画推進課長 

市民部環境課長 堀江  長 市民部環境課主幹 

福祉部高齢福祉課長 勝山美恵子 教育委員会学校教育課長 

福祉部子育て支援課長 

（併任）教育委員会事務局職員 

藤阪  治 福祉部子育て支援課主幹 

福祉部胡麻・日吉中央・興風 

保育所長 

東野 洋子 

教育委員会八木中央幼稚園長 

（併任）福祉部八木中央保育所長 

福祉部健康課長 山内 晴貴 市民部市民課長 

農林商工部商工観光課長 八木  忍 農林商工部商工観光課主幹 

土木建築部土木管理課長 寺田  昇 土木建築部土木管理課長補佐兼庶務係長 

土木建築部道路河川課長 小林  守 

土木建築部道路河川課長 

兼道路整備一係長 

土木建築部都市計画課長 人羅  均 土木建築部都市計画課長補佐 

上下水道部下水道課長 和久田哲夫 日吉支所産業建設課長 

八木支所地域総務課長 川勝 芳憲 土木建築部土木管理課長 

日吉支所健康福祉課長 吉田  進 福祉部高齢福祉課長 

日吉支所産業建設課長 塩内 公博 農業委員会事務局課長補佐 

教育委員会教育総務課長 前田 好久 教育委員会教育総務課主幹 

教育委員会学校教育課長 西田  均 教育委員会学校教育課長補佐 

教育委員会園部幼稚園長 佐藤 明美 教育委員会園部幼稚園長補佐 

教育委員会八木中央幼児学園長 

（併任）福祉部八木中央・八木東保

育所長 

前田 照美 福祉部八木東保育所長 

 

＜３月３１日付退職＞ 

旧任 氏名 旧任 氏名 

市民部長兼環境課長 草木太久実 教育委員会園部幼稚園長 白井 直美 

会計管理者 永口 茂治 

農林商工部長兼商工観光課長 西岡 克己 

福祉部胡麻・日吉中央・興

風保育所長 

東  厚子 

福祉部健康課長 大内 早苗 上下水道部下水道課長 栃下 孝夫 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 FAX（0771）63-0653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７８号（３の１）平成２１年４月１０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 】 ・軽自動車税の納税証明書について 

・経営事項審査結果通知書の写しの提出について 

・平成２１年４月１日付け南丹市職員の人事異動 

【 裏 】 ・資源ごみ集団回収事業実施「団体登録」申請は年度ごとに 

・市役所駐車場一部規制の期間を延長します 

・向河原区設置のお知らせ 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・農地法で定める下限面積が市全域１０アールに改正 

・ランナーにご声援をお願いします 

・なんたんテレビ番組表（４月１６日～３０日） 

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

【 表 】 ・訪問理美容サービス事業のご案内 

・家族介護用品支給制度について 

・家族介護慰労金支給制度について 

・入学祝金の申請について 

・妊婦健康診査の公費負担が１４回分に変わります 

・不妊治療助成金限度額を引き上げます 

・５月の母子保健事業日程表 

【 裏 】 ・「はかり」の定期検査について 

・春の陸上教室の参加者を募集します 

・氷室の郷「２００９わんぱくＤＡＹ」を開催します 

・春のニュースポーツを楽しむ日を実施します 

・農商工連携促進セミナーを開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・第２回口丹波小中学生将棋名人戦出場者を募集します 

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

【 表 】 ・南丹市福祉タクシー利用券の交付申請について 

・「手話教室・入門」講座の受講者募集 

・平成２１年度母子家庭奨学金などの支給申請のご案内 

 

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



ランナーランナーランナーランナーにごにごにごにご声援声援声援声援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    

 

４月２６日（日）に開催する第１２回日吉ダムマラソン大会には、約２，７００

人のランナーが府民の森ひよしに集まり、日吉ダム湖畔を快走します。府民の森ひ

よしやダム湖付近でのご声援をお願いします。 

なお、大会当日午前１０時３０分から午後１時３０分まで、コースとなるダム湖

周辺道路で車両通行止などの交通規制を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご協

力をよろしくお願いします。ただし、大会会場へは、日吉ダム堤体方面からに限り

午前１１時１０分ごろまで入場可能です。会場から日吉ダム堤体方面への退場は、

終日可能。退場される際はコース横を走行することとなりますので、通行には十分

注意し、係員の指示に従っていただきますようお願いします。 

 

◇問合せ先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局 TEL（0771）68-0057 

向河原区設置向河原区設置向河原区設置向河原区設置のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

平成２１年４月１日施行、南丹市区設置規則第６条に定める特別認定区として、

同日付で「向河原区（園部町小山東町府営・市営団地）」を新たに設置します。この

規定は、現在南丹市に設置されている行政区域の区(全１８０区)の中に、所定の要

件を満たし、かつ、市長が特に認める場合に、区と同様に行政事務を委託する組織

を認定するものです（住所、字名などの変更を伴うものではありません）。 

 

◇問合せ先 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 

『『『『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 

農地法農地法農地法農地法でででで定定定定めるめるめるめる下限面積下限面積下限面積下限面積がががが市全域市全域市全域市全域１０１０１０１０アールアールアールアールにににに改正改正改正改正    

 

この度、京都府で下限面積の見直しが行われ、南丹市内の下限面積は一律１０ア

ールとなりました。このため、４月１日以降に提出される農地法第３条の許可申請

から、下限面積を全域１０アールの設定に基づき審査を行いますので、申請される

方はご留意いただきますようお願いします。 

農地法第３条の許可基準の一つに、農地の権利を取得後、最低５０アールの耕作

面積を確保する必要が規定されています。これを一般には下限面積制限といいます。 

しかし、この下限面積を一律に適用することが実情に適しない場合には、知事が

その地域について５０アール以下の別段の面積を定めることができるとされてお

り、京都府においてもこの別段面積を定め、南丹市は旧町村ごとに３０アールから

５０アールまでが定められていました。 

南丹市内では、高齢化や担い手不足などから遊休・耕作放棄地が増加しており、

また新しく南丹市内に住まわれた方などから、農業を始めたいが一度に５０アール

を取得して耕作することは無理なので下限面積を下げてほしいとの要望も出ていま

した。 

こうしたことから、市では下限面積を引き下げ、農業経営に参入しやすい条件を

つくり、農地の有効利用と新しい担い手の創出を図るため、京都府知事へ下限面積

の見直しについて意見を具申していた結果、今回の見直しとなったものです。 

 

◇問合せ先 農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

資源資源資源資源ごみごみごみごみ集団回収事業実施集団回収事業実施集団回収事業実施集団回収事業実施「「「「団体登録団体登録団体登録団体登録」」」」申請申請申請申請はははは年年年年度度度度ごとにごとにごとにごとに    

 

ごみの減量と資源の有効利用を図るため、南丹市内で資源ごみ（古紙および古布）

の集団回収を実施する団体に対し、報奨金を交付しています。報奨金の交付を受け

るには、毎年度、「団体登録」をしていただく必要があります。登録以前の回収活動

は、報奨金交付対象となりませんのでご注意ください。平成２１年度の団体登録は、

できる限り５月２９日（金）までに環境課または各支所健康福祉課で行ってください。            

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

市役所駐車場一部規制市役所駐車場一部規制市役所駐車場一部規制市役所駐車場一部規制のののの期間期間期間期間をををを延長延長延長延長しますしますしますします    

 

 市道園部小学校線道路改良工事（市役所入口～園部幼稚園）に伴う市役所駐車場

の一部規制により、駐車場を利用される皆さんおよび周辺地域の皆さんには、大変

ご迷惑をお掛けしています。当工事は、３月末までを予定していましたが、基礎地

盤が不良のため対策工事が必要となり、工期を１カ月延長し、駐車場の規制期間を

４月末まで延長しますので、引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を

お願いします。 
 

◇問合せ先 道路河川課 道路整備一係 TEL（0771）68-0051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１６日～４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 

ご入学・ご入園おめでとうございます。 

入学・入園式は、特別編成でお送りしています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

富本小学校 入学式 

４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

新庄小学校 入学式 

４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時時時時・・・・23時    

１７日（金） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        平屋小学校 入学式 

４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時半時半時半時半・・・・23時半    

   １７日（金） 8時半・10時半・13時半・16時半・19時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

宮島小学校 入学式 

４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部幼稚園 入園式 

４４４４月月月月１１１１７７７７日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１８日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

一週間の出来事・おたより ほか 

４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２１日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

園部中学校 入学式 

４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１９日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

殿田中学校入学式 

４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

   ２０日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

美山中学校 入学式 

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

   ２１日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木中学校 入学式 

４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時 

   ２２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部高校附属中学校 入学式 

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

   ２２日（水） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木東幼児学園 入園式 

４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時時時時・・・・22時 

   ２３日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木中央幼児学園 入園式 

４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

   ２３日（木） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

 

聖家族幼稚園 入園式 

４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時 

   ２４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

すこやか学園 入園式 

４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時時時時・・・・22時 

   ２５日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２８日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス     

「みやま保育所・知井保育所 

平成２０年度５歳児交流活動」 

４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時 

２９日(水)  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日(木)   7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市くらしのあんない版  

～南丹市役所からのお知らせ～ 

４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時 

５月１日(金)  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日(土)   7時・9時・12時・15時・18時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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） 



妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査のののの公費負担公費負担公費負担公費負担がががが１４１４１４１４回分回分回分回分にににに変変変変わりますわりますわりますわります    

 

南丹市では、妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図り、安心して妊

娠・出産ができる体制を確保することを目的として、４月１日から、厚生労働省が

示す１４回の標準的な健診にかかる費用について公費負担が受けられる、「妊婦健康

診査公費負担受診券」の交付を行います。受診できる医療機関、検査の内容、受診

券使用にあたっての注意事項などについては、妊娠届出時に「妊婦健康診査公費負

担受診券綴」の申請をしていただく際にご説明します。 

なお、平成２０年度中に妊婦健康診査受診票申請をしておられる方で、４月１日

以降に妊婦健診を受けられる方には、３月末に新しい「妊婦健康診査公費負担受診

券綴」を郵送しています。お手元に届いていない方は、健康課までご連絡ください。 

 

◇申請・問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

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についてについてについてについて    

 

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。詳細は下記申請・問合せ先にお問い合わせください。 

●対象者対象者対象者対象者 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カ月以上在宅で介護している同居介護者。（市民税非課税世帯） 

●支給額支給額支給額支給額 年額８０，０００円 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係  TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

家族介護用品家族介護用品家族介護用品家族介護用品支給制度支給制度支給制度支給制度についてについてについてについて    

 

要介護高齢者を在宅で介護されている方の経済的負担の軽減を図るため、介護用

品購入にかかわる費用の一部を助成します。支給方法は、費用の全額をいったんお

支払いいただき、その後申請により規定の額を払い戻します。介護用品購入の際は

領収書を保管いただき、領収書を添付して申請してください。申請は、随時受け付

けています。詳細は下記申請・問合せ先にお問い合わせください。 

●対象者対象者対象者対象者 要介護認定で要介護４または５と認定された方を在宅で介護している家

族で、南丹市在住、市民税非課税世帯です。（入院中、施設入所中の方は

対象となりません） 

●支給額支給額支給額支給額 １人当たり年額７５，０００円以内 

●対対対対象象象象となるとなるとなるとなる介護用品介護用品介護用品介護用品 

・紙おむつおよび尿とりパット、防水シートなどの排泄関係用品 

・介護用パジャマ、介護用下着などの介護衣類用品 

・介護用手袋、マスク、エプロンなどの衛生関係用品 

・ドライシャンプー、清拭剤などの入浴関係用品 

●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 領収書（レシート不可）、印鑑 

※領収書は、購入者名、購入日、購入金額および介護用品名が明記されたものが必

要です。 

※購入業者は、南丹市内に限らず、どこで購入されても助成の対象となります。 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係  TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）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についてについてについてについて    

     

南丹市の区域に居住（住民登録など）されている方で、今年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方に入学祝金を支給します。６月３０日（火）

までに子育て支援課または各支所健康福祉課に申請してください。申請が遅れると

支給できせんのでご注意ください。 

●支給額支給額支給額支給額 小学校入学 ３０,０００円、中学校入学 ４０,０００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（申請者名義の普通口座）※南丹市立以外の

小・中学校入学の場合は、在学証明書または学生証のコピーが必要です。 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 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 

訪問理美容訪問理美容訪問理美容訪問理美容サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

老衰や心身の障がいおよび疾病などにより理容院や美容院に出向くことが困難な

在宅の高齢者などに対し、南丹市訪問理美容サービス登録事業所の理美容師が自宅

に訪問し、理美容サービスを行います。利用回数は、年間１２回までとなります。 

申込方法などの詳細は、下記申請・問合せ先にお問い合わせください。 

●対象者対象者対象者対象者 おおむね６５歳以上の一人暮らしの高齢者。高齢者のみの世帯および障

がい者の方で、自力で理容院や美容院に出向くことが困難な方。 

●費用費用費用費用 理美容代金は自己負担（訪問出張費用は市負担） 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

不妊治療助成金限度額不妊治療助成金限度額不妊治療助成金限度額不妊治療助成金限度額をををを引引引引きききき上上上上げますげますげますげます    

    

南丹市では、子どもを希望しながらも恵まれないため、不妊治療を受けている夫

婦に対し経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成しています。 

４月１日以降の受診分から助成金の限度額を１年度につき「３万円」から「５万

円」に引き上げます。 

●対象者対象者対象者対象者 ①南丹市に住所を有し、京都府に１年以上居住している夫婦 

      （婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む） 

      ②各種医療保険に加入していること 

●給付対象治療給付対象治療給付対象治療給付対象治療 ・不妊治療のうち、保険適用のあるもの。 

・府外医療機関での治療も対象となります。 

※診断のための検査は助成対象外になりますのでご注意ください。 

●助成金額助成金額助成金額助成金額  

①助成割合 保険診察に係る被保険者負担額の２分の１ 

※ただし、医療保険法の規定による保険者、共済組合の規約、定款、運営規則など

で不妊治療に要する費用に対して給付がなされる場合には、その額を控除します。 

 ②助成限度額 

 ＜３月３１日受診分まで＞ １年度につき３万円を限度とします。 

※夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき３万円まで 

（夫婦６万円まで）とします。 

＜４月１日受診分から＞ １年度につき５万円を限度とします。 

※夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき５万円まで 

（夫婦１０万円まで）とします。 

③助成期間、助成回数に制限はありません。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書を、健康課または各支所

健康福祉課まで提出してください。 

※申請書、医療機関証明書は、健康課および各支所健康福祉課にあります。 

※府内医療機関にも医療機関証明書はあります。 

※申請は診療日から起算して１年以内に行ってください。郵送でも申請可能です。 
 

◇申請・問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

５５５５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    

 

５月の母子保健事業は下記のとおりです。 

 事業名 対象（月齢など） 場所 

５月１日

（金） 

乳児後期健診 

平成２０年 

６月１日～７月５日生 

５月１５日

（金） 

乳児前期健診 平成２１年１月生 

５月１８日

（月） 

２歳５カ月児 

健康相談 

平成１８年１１月生 

５月２２日

（金） 

３歳５カ月児 

健診 

平成１７年１１月生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

５月２６日

（火） 

離乳食教室 

生後４カ月～１歳ごろの乳児

と保護者 

日吉保健センター 

（はーとぴあ） 

５月２８日

（木） 

１歳８カ月児 

健診 

平成１９年 

８月８日～８月２４日生 

園部保健センター 

※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 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７８号（３の２）平成２１年４月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「２００９２００９２００９２００９わんぱくわんぱくわんぱくわんぱくＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

未来の子どもたちに、美しい地球を残すために、わんぱくＤＡＹを「ゴミゼロの

日」として開催します。氷室の郷で、元気に遊ぶわんぱくでエコな１日をすごしま

しょう！！マイおはし・マイお皿・マイゴミ袋を持参して参加してください。 

●日時日時日時日時 ４月２６日（日）午前１０時～午後２時（雨天決行） 

●場所場所場所場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 

●内容内容内容内容 

１０時～ ①かえっこバザール…使わなくなったおもちゃなどの、物々交換がで

きる子どもたちの買い物市場 

②ペットボトルのふたで石油を作ろう！（参加費無料） 

（ふたを持ってきてくれた人は、羽ペン作りができます） 

       協力：京都府地球温暖化防止活動推進委員会口丹連絡会、エコレンジャー 

 １１時～ ③花時計作り…１０周年記念行事（参加費無料） 

みんなで花を植えて花時計を作ります。（花は用意します） 

 １２時～ ④よもぎだんご作り体験（先着１００人、体験料５０円） 

 １３時～ ⑤羽ペン作り体験…ダチョウの羽でオリジナルの羽ペンを作ろう！ 

フィナーレ ⑥ビンゴゲーム 

●そのそのそのその他他他他 焼きそば、たこ焼き、パン、おにぎり、綿菓子、コロッケなどあります。 

 

◇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 

春春春春のののの陸上教室陸上教室陸上教室陸上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    

 

陸上競技を楽しく学び、スポーツの振興と青少年の健全育成を図るため、春の朝

に「陸上教室」を開催します。みんなで気持ちのいい汗を流しましょう。 

●日時日時日時日時 ４月２５日、５月９日、１６日、３０日（各土曜日） 午前８時～９時 

●会場会場会場会場 南丹市八木運動公園グラウンド 

●内容内容内容内容 走る、歩くなどの基本的な動きを楽しく学びます 

●参加対象参加対象参加対象参加対象 市内の小学生以上の方（大人の方の参加も大歓迎です） 

●参加料参加料参加料参加料 １人当たり２００円（４月２５日に徴収します） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 八木公民館に備え付けの申込書に必要事項を記入し、４月１９日（日）

までに同公民館に提出してください。 

●主催主催主催主催 八木町陸上競技協会、ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

農商工連携促進農商工連携促進農商工連携促進農商工連携促進セミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

現在、商工業者と農林漁業者が連携し、相互のノウハウや技術を活用する農商工

連携事業を促進しています。本セミナーでは、農商工連携認定企業の情報発信をし

ていただくとともに、新たな農商工連携のテーマ発掘を目指します。 

●日時日時日時日時 ４月１７日（金）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 

●内容内容内容内容 農商工連携促進セミナー（セミナー修了後、相談会、認定商品展示も行います） 

●定員定員定員定員 先着６０人 ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ホームページの申し込みフォームから入力いただくか、下記申込・問

合せ先までＦＡＸで、貴社名、所属名、職名、氏名、フリガナ、住所、電話番号、

ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス（お持ちの方）を明記の上、お申し込みください。 

※申し込みフォーム（http://regio-collabo.kyoto-fsci.or.jp/event/index.html） 

 

◇問合せ先 地域力連携拠点・事業承継支援センター 

京都府商工会連合会 TEL（0120）175-315 FAX（075）315-1037 

春春春春ののののニュースポーツニュースポーツニュースポーツニュースポーツをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ日日日日をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

そのべ総合型地域スポーツクラブでは、市民の皆さんが誰でも手軽にできるニュ

ースポーツのイベントを実施します。年齢、性別を問わず誰にでも楽しめるスポー

ツばかりです。春のうららかな一日に気持ちのいい汗を一緒に流しませんか。 

●日時日時日時日時 ５月５日（火・祝）午前１０時～午後４時 

●会場会場会場会場 南丹市園部公園（園部Ｂ＆Ｇ海洋センター、多目的運動場） 

●実施種目実施種目実施種目実施種目 ラージボール卓球、ファミリーバドミントン、ショートテニス、グラ

ウンド・ゴルフ、ペタビンゴ、ペタンク、長靴飛ばし 

●備考備考備考備考 事前申込なしで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。 

●参加料参加料参加料参加料 １人１００円 ●主催主催主催主催 そのべ総合型地域スポーツクラブ 

●後援後援後援後援 南丹市・南丹市教育委員会・南丹市体育協会・南丹市体育指導委員会 

 

◇問合せ先 園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 

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    

 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月７日（木）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 公園センター会議室 

●対象者対象者対象者対象者 どなたでも ●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 ５００円 

●内容内容内容内容 菊の苗づくり、挿し木など ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月１９日（日）～５月２日（土） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月９日（土）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 ２００円 

●内容内容内容内容 月、金星等の観望など ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月１９日（日）～５月４日（月・祝） 

＜第１期女性スポーツ教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月２０日～７月８日までの毎週水曜日 午前１０時～１１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歳以上の女性（保育ルーム設置、有料）   

●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 ４,０００円 

●内容内容内容内容 健康体操と軽スポーツ（ソフトバレーボール、卓球など） 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月２７日（月）～５月１１日（月） 

＜第１期テニス教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月２０日～７月８日までの毎週水曜日 午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 テニスコート（雨天時は体育館）●定員定員定員定員 ５０人 ●参加料参加料参加料参加料 ５,０００円 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方（保育ルーム設置、有料） 

●内容内容内容内容 テニスの基礎と応用技術を習得する。 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月２７日（月）～５月１１日（月） 

＜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歳以上の方で男女別ダブルス  ●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 予選リーグ戦のあと決勝トーナメント 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月１６日（木）まで 

 

◇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 

「「「「はかりはかりはかりはかり」」」」のののの定期検査定期検査定期検査定期検査についてについてについてについて    
 

 事業所などで取引や証明に使用されている「はかり」が正確であるかを確認するた

め定期検査（計量法に基づき２年に１回）が下記により行われます。検査実施にあた

り、事前調査を行いますので、検査対象となる「はかり」を使用（新規購入含む）さ

れている方は、４月１７日（金）までに商工観光課または各支所産業建設課まで連絡

をお願いします。なお、前回（平成１９年）の定期検査を受検された事業者の方には、

別途使用状況などの確認をさせていただきますので、連絡の必要はありません。 

●巡回検査日程巡回検査日程巡回検査日程巡回検査日程 ６月８日（月）～１２日（金）【予定】 

 ・検査会場 各事業所（京都府計量検定所からの巡回による検査） 

 ・検査対象 ひょう量３０ｋｇ以下の電気式(デジタル)はかり 

●集合検査集合検査集合検査集合検査 

・検査対象 ひょう量５t未満の巡回検査対象以外のはかり 

区域 検査日程 検査会場 

６月１１日（木） 午後1時～3時 林業協業センター 

美山町 

６月１２日（金） 午前9時30分～正午 高齢者コミュニティセンター 

八木町 ６月１５日（月） 午前10時～午後3時 八木公民館 

日吉町 ６月１６日（火） 午前11時～午後2時30分 JA京都日吉支店資材倉庫 

６月１７日（水） 

園部町 

６月１８日（木） 

午前10時～午後2時30分 園部公民館 

●定期検査定期検査定期検査定期検査のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる｢｢｢｢はかりはかりはかりはかり｣｣｣｣についてについてについてについて 

検定証印または基準適合証印が付せられている「はかり」のうち、取引や証明に

使用されているものに限ります。 

＜検査を受けなければならない「はかり｣の例＞ 

・商店、スーパーなどで、肉や魚など商品の重さを計量する「はかり」 

・病院や薬局で使用する薬調剤用の「はかり」 

 ・学校、保育所などで体重測定などの証明に使用する｢はかり｣ 

 ・荷物運送業などで運賃算定用に使用する「はかり」 

＜検査を受ける必要のない「はかり」の例＞ 

 ・工場などにおいて、生産工程に使用する「はかり」 

 ・学校などで、教材用または給食用に使用する「はかり」 

 ・農家、商店などで目安用に使用する「はかり」 

 ・家庭で目安用に用いる「はかり」（ヘルスメーター・キッチンスケール） 

●手数料手数料手数料手数料 定期検査対象特定計量器および手数料に基づく手数料が必要です。 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

第第第第２２２２回口丹波小中学生将棋名人戦出場者回口丹波小中学生将棋名人戦出場者回口丹波小中学生将棋名人戦出場者回口丹波小中学生将棋名人戦出場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    

 

 口丹波地区の小中学生を対象とした将棋大会を開催します。 

●日時日時日時日時 ４月２６日（日）午後１時～５時 ●場所場所場所場所 南丹市園部公民館３階中研修室 

●内容内容内容内容 １～３年生、４～６年生、中学生の部に分かれてトーナメント戦を行います。 

●対象対象対象対象 南丹市、亀岡市、京丹波町在住・在学の小中学生 ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月２４日（金）までに住所、氏名、学校名、学年を明記の上、ＦＡ

ＸまたはＥメールで下記申込・問い合わせ先にお申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹将棋同好会 ●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 南丹将棋同好会（高坂） TEL（0771）62-1600 FAX（0771）62-2000 

         Ｅメール nantanshogi@infoseek.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉タクシータクシータクシータクシー利用券利用券利用券利用券のののの交付申請交付申請交付申請交付申請についてについてについてについて    

    

外出困難な方、自力での交通機関の利用が困難な方で、障がいのある在宅の方を

対象に福祉タクシー利用券を交付します。 

●対象者対象者対象者対象者 下記のいずれかにあてはまる手帳をお持ちの在宅の方 

（一部、所得制限あり） 

手帳（障害）の種類 等級 交付枚数 

じん臓機能障害 １・３級 

・４月申請で２０，０００円分／年 

（１００円券２００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から 

１月あたり１６枚分 

視覚障害、 

下肢、体幹、移動機能障害 

１・２級 

心臓、呼吸器、ぼうこう、直

腸、小腸機能障害 

１級 

療育手帳 Ａ 

・４月申請で１０，０００円分／年 

（１００円券１００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から 

１月あたり８枚分 

※申請の際には、身体障害者手帳あるいは療育手帳、印鑑をご持参ください。 

 

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

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・入門入門入門入門」」」」講座講座講座講座のののの受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

初めて手話を学ぶ方を対象とした手話教室を開講します。手話であいさつや自己

紹介ができるよう、春から手話を学んでみませんか。 

●日時日時日時日時 ５月９日～７月１８日の毎週土曜日（全９回）午前１０時～午後３時 

※ただし、５月３０日、６月２７日は休み 

※６月２５日（木）特別講座（聴覚障がいのある方との交流など） 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 ３階 中研修室 

●対象者対象者対象者対象者 市内に在住、在勤、在学の１６歳以上で手話を初めて学ぶ方。 

●費用費用費用費用 受講料は無料（ただし、テキスト代１，２００円、特別講座は実費負担） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月２８日（火）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 

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年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金などのなどのなどのなどの支給申請支給申請支給申請支給申請のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

京都府では、母子家庭の福祉を推進し、経済的かつ精神的な面を援助するため、教

育または養育に要する経費に対し奨学金、高等学校入学支度金を支給する母子家庭

奨学金支給制度を設けています。 

●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 ①印鑑、②預貯金通帳（申請者名義の普通口座）、③母子福祉

推進員または民生児童委員の証明、※高校生は在学証明が必要 

●支給金額支給金額支給金額支給金額（（（（１１１１年分年分年分年分）））） 乳幼児 １人あたり１１，０００円 

           小学生 １人あたり２１，５００円 

           中学生 １人あたり４３，０００円 

           高校生 １人あたり６４，０００円 

           ※高等学校入学支度金 １人あたり３５，０００円 

●申請期限申請期限申請期限申請期限 ５月２９日（金） ●申請場所申請場所申請場所申請場所 子育て支援課または各支所健康福祉課 

※母子福祉推進員または民生児童委員の証明のない申請書の受付はできませんので

注意してください。（母子福祉推進員の証明は、証明日を設けていますので下記ま

でお問い合わせください） 

※４月１日以降に支給対象（新規）となった方などは、申請月の翌月分から月割支

給となります。 

※母子家庭奨学金などの給付を受けると、高等学校等修学資金の貸与は受けられな

くなりますのでご了承ください。 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 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 
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