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お知らせ
平成30年工業統計調査
の実施について
経済産業省では、平成30
年工業統計調査を6月1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、我が国における
工業の実態を明らかにするこ
とを目的とした統計調査で、
調査結果は国や地方行政施策
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。
調査対象事業所へ5月中旬
から「調査員証」を携行した
調査員がお伺いします。調査
票にご記入いただいた内容
は、統計法に基づき秘密が厳
守されますので、調査の趣旨
や必要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いいた
します。
総務課
(0771)68-0002

【総合問合せ窓口】

公有財産の利活用等検討
委員を公募します

市営住宅(公営住宅)の入
居者を募集します

市が所有する多くの施設や
土地の有効な利活用と処分な
どの方針、その方法などにつ
いて検討、審議するため「南
丹市公有財産の利活用及び処
分等に関する検討委員会」を
設置し、市民などの方々から
委員を公募します。
●応募資格 平成30年4月1
日現在、市内在住または在
勤の満18歳以上の方(高校
生を除く)。ただし、本市
職員などを除きます。
●募集人員 若干名
●任期 委嘱の日から１年間
●応募方法 専用の応募用
紙(財務課に備え付けるほ
か、市ホームページからダ
ウンロードできます。)に
必要事項を記入いただき、
5月21日(月)午後5時まで
に、持参、郵送、Ｅメー
ル、ＦＡＸのいずれかでご
応募ください。
●選考方法 選考会において
書類選考します。
財務課
(0771)68-0018
(0771)63-0653
zaimu@city.nantan.lg.jp

●申込資格
①現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②現に市内に住所または勤務
場所があること。
※他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●申込方法 住宅入居申込書
に必要書類を添えて提出し
てください。
※募集案内書および住宅入居
申込書は、5月9日(水)か
ら住宅課および各支所地域
推進課に備え付けます。ま
た、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●受付場所 住宅課および各
支所地域推進課
●受付期間 5月14日(月)〜
5月25日(金)(土・日曜日
を除く)
午前8時30分〜午後5時15
分
●入居選考 入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営
住宅の設置及び管理に関す
る条例」に基づき選考しま
す。
●入居予定 平成30年7月初
旬
●その他 募集する住宅など
の詳細は、5月9日(水)か
ら市ホームページなどに掲
載します。
住宅課
(0771)68-0062

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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住まいの耐震診断・耐震
改修事業のご案内
市では木造住宅の耐震化を
進めるための事業を推進して
います。予算に限りはありま
すが、事前にご相談いただ
き、積極的に耐震事業をご利
用ください。
●対象となる住宅 昭和56
年5月31日以前に着工さ
れ、現に完成している木造
住宅。(昭和56年6月1日
以後に増築がある場合はご
相談ください。)
※なお、併用住宅であれば、
延床面積の2分の1以上が
居住の用に供されている木
造住宅であること。
●対象事業
①木造住宅耐震診断士派遣事
業
②木造住宅耐震改修費補助金
交付事業
●その他 事前にご相談いた
だく際は、木造住宅の建築
年が分かる資 料(登 記 簿 謄
本など)を必ずご持参くださ
い。
住宅課
(0771)68-0062

資源ごみ集団回収事業の
団体登録について
ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、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ため
には、毎年度、団体登録をし
ていただく必要があります。
事業を実施される団体は平
成30年度資源ごみ集団回収
事業実施団体登録申請書を提
出してください。
●対象・様式など 団体の要
件および団体 登 録 の 様 式
は、市ホームページでご確
認ください。
●提出期限 5月31日(木)まで
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●提出先 市民環境課または
各支所市民生活課
●注意事項 団体登録以前の
回収活動は、報奨金の交付
対象にはなりません。
市民環境課
(0771)68-0005

南丹市移住者起業支援事
業のご案内
地域の新たな担い手となる
移住者の定着を図るため、移
住者の起業に必要な施設など
の整備に対して、補助金を交
付します。詳しくはお問い合
わせください。
●補助対象者 次の要件をす
べて満たす移住者または代
表者が移住者である法人
①整備する施設などと同一の
移住促進特別区域(※)内に
居住していること
※対象区域は、京都府UIJ
ターンナビのサイト
(https://kyoto-ui.jp/
akiyanouchi/area)でご
確認ください。
②申請日において、本市に移
住後、3年を経過していな
いこと
③起業する事業は、地域活性
化に貢献するものであっ
て、継続発展が見込まれる
こと
④居住地域の区などに加入
し、地域活動などに積極的
に参加すること
⑤市税などの滞納がないこと
●補助対象経費
空き家などを活用した店舗
などの開設に必要な改修
費・敷 地整備費・設備機
器整備費・設計費など
●補助金額 補助対象経費の
2/3以内(上限300万円)
※用地取得費・補償費は対象
外です。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
(0771)63-0653

雨水タンクの購入費用の
一部を補助します
雨水を貯めることで、雨水
の利活用や防災対策などに役
立てていただくため、購入費
用の一部を補助しています。
●補助額 雨水タンク購入経
費に4分の3を乗じた額(上
限額45,000円)
●タンクの利用例 植物への
水やりや災害時の利用、出
水の抑制が期待できます。
●補助対象となるタンク 雨
水を雨どいから分岐器具を
介して、貯留する施設で
100リットル以上の貯留量
があるもの。(農業用タン
ク・ドラム缶などは補助金
対象外です。雨水タンクと
して市販されているものに
限ります。)
●補助交付条件
・南丹市内で雨水タンクを設
置する建物を所有する個人
または法人
・雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出すること
・税、下水道受益者負担金、
分担金および上下水道料金
の滞納がないこと
・設置に係る工事費用、配達
費、雨どいにかかる費用、
塗装費などは補助金対象外
●その他
・助成基数には限りがありま
す。補助を希望される方は
早めに申請してください。
・詳細は市ホームページに掲
載しています。不明な点は
お問い合わせください。
下水道課
(0771)68-0054

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

5月は「赤十字運動月間」
です

市内事業者の販路開拓を支援します
市内事業者の新規顧客獲得、販路拡大に向けた活動を支援する
「南丹市販路開拓支援事業」の交付申請を受け付けます。市内で
製造、制作、加工、開発された製品やサービスを市外の展示会、
見本市、催事などで周知、販売する際の必要経費を支援します。
●受付期間 5月1日(火)から8月31日(金)まで
●応募資格 南丹市内に本社、主たる事業所または店舗を有し、
市税を滞納していない者であって、次の①〜⑤のいずれかに該
当する事業者
①南丹市工場等誘致条例または南丹市京都新光悦村企業立地促進
条例の指定を受けた事業者
②中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
③農事組合法人または集落営農組織
④個人事業者
⑤その他、市長が適当と認めた事業者
なお、南丹市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員
を有する事業者は、交付の対象としません。
●助成内容
・補助率：10/10以内で上限額は20万円(ただし、予算の範囲内
での交付とし、申請額満額とならないことがあります。)
・助成対象経費：出展料(小間料、会場使用料)、装飾料、広告宣
伝費、委託費、梱包運搬費、旅費(ガソリン代は除く)、人件
費、謝礼、通訳・翻訳料、宿泊費(5千円上限／日・2名まで)
●その他 制度の詳細については、必ず市ホームページをご覧の
うえ、お問い合わせください。
●申請方法 補助金交付申請書(市ホームページからダウンロード
できます。)を持参または郵送。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp
http://www.city.nantan.kyoto.jp

南丹市ものづくり産業雇用支援助成金について
市内製造業などにおける市民の雇用を促進し、南丹市の経済の
活性化を図るため、「南丹市ものづくり産業雇用支援助成金」制
度を設けています。
この助成金は、平成26年4月1日から平成30年5月31日まで
に、南丹市の誘致企業または市内で製造業を営む中小企業が、南
丹市内に居住する方を10か月以上新たに雇用した場合、一人に
つき10万円(障がい者の場合は15万円)を予算の範囲内で助成(最
大10人)します。(年度内であっても予算額に達した場合は助成
できません。)
なお、申請期間は、平成31年3月29日(金)までです。
詳細については、必ず市ホームページをご覧のうえ、お問い合
わせください。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

日本赤十字社は、国内外で
の自然災害などの発生時の救
護活動をはじめ、救急法等各
種講習の普及、輸血用血液の
安定供給など、人道的使命を
果たすために活動していま
す。これらの活動は皆様から
お寄せいただく活動資金に支
えられています。
今年度も、5月1日〜31日
を「赤十字運動月間」とし、
ご協力くださる会員の増強運
動を展開しますので、皆さん
からのご支援、ご協力をお願
いします。
南丹市社会福祉協議会
(0771)72−3220
南丹市役所社会福祉課
(0771)68−0007

園部税務署の相談・申告
手続きについて
来署による税務相談・申告
手続きは、事前に電話での予
約が必要です。
※予約の際には、
住所、
氏名、
相談内容、来署希望日時を
お伺いします。
※予約の状況により、希望の
日時に沿えない場合があり
ます。
園部税務署
(0771)62-0340
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平成30年度の国民健康保険税率が決定しました
平成30年4月から、国民健康保険(国保)が広域化され、各都道府県が財政の責任主体として市町村
と共に国保事業を運営することになりました。京都府が府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納
付金の額を決定します。各市町村は、京都府へ納める分と保健事業を加えた分を保険(料)税として被
保険者の皆さんに負担いただくことになります。南丹市では、府が示す標準保険料率をもとに、平
成30年度の保険税率を次のとおり決定しました。国保の安定的な運営のため、ご理解をお願いしま
す。
●平成30年度
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●保険税の納め方(保険税の納め方は、年齢によって異なります。)
○40歳未満の方
医療保険分と後期高齢者支援金
分をあわせて、国保の保険税と
して納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

○40歳以上65歳未満
(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金
分に、介護保険分をあわせて、
国保の保険税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

○65歳以上75歳未満
(介護保険の第１号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金
分を国保の保険税として納めま
す。(介護保険料は別に納めま
す。【担当課：高齢福祉課】）
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

●年度の途中で40歳になるとき：40歳の誕生月(１日生まれの方はその前月)の分から介護保険分
を納めることになり、改めて納税通知書を発送します。
●年度の途中で65歳になるとき：65歳の前月(１日生まれの方はその前々月)までの介護保険分
は、国保の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。
●保険税の計算例

概要
世帯の所得(基準総所得金額) A
基準総所得金額(A-33万円)
世帯人数
上記のうち介護2号人数(40歳〜64歳)
軽減対象
●医療分

例1
例2
所得のない1人世 年 金 所 得 ( 1 名 )
帯(本人65歳以 などの2人世帯
上)
(夫、妻とも65歳
以上)
0
1,030,000
0
700,000
1
2
0
0
7割軽減
5割軽減

例3
事 業 所 得 者 (１名 )
など4 人 世 帯 ( 夫
45歳、妻45歳、こ
ども2人18歳未満)
2,500,000
2,170,000
4
2
対象ではありません

所得割 6.74%
均等割 21,500円×被保険者数
均等割軽減額
平等割 20,800円
平等割軽減額
合計(百円未満切捨て)
●後期高齢者支援金分

0
21,500
-15,050
20,800
-14,560
12,600

47,180
43,000
-21,500
20,800
-10,400
79,000

146,258
86,000
0
20,800
0
253,000

所得割 2.83%
均等割 9,500円×被保険者数
均等割軽減額
平等割 5,900円
平等割軽減額
合計(百円未満切捨て)
●介護保険分

0
9,500
-6,650
5,900
-4,130
4,600

19,810
19,000
-9,500
5,900
-2,950
32,200

61,411
38,000
0
5,900
0
105,300

所得割 1.86%
均等割 9,600円×介護2号人数
均等割軽減額
平等割 5,300円
平等割軽減額
合計(百円未満切捨て)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

40,362
19,200
0
5,300
0
64,800

合計

17,200

111,200

423,100

（円）

※各種届出は、保健医療課窓口(市役所本庁2号庁舎1階)のほか、各支所市民生活課窓口でも受け付
けしています。
保健医療課
(0771)68-0011
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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高齢者用肺炎球菌予防接種のお知らせ
肺炎球菌予防接種を希望される方は期間内に実施協力医療機関で接種してください。なお、ご不明
な点はお問い合わせください。
●対象者 南丹市に住民登録があり、以下の①、②のどちらかに該当する方
①平成30年度に対象となる方
年齢
対象生年月日
65歳となる方
昭和28年4月2日生〜昭和29年4月1日生
70歳となる方
昭和23年4月2日生〜昭和24年4月1日生
75歳となる方
昭和18年4月2日生〜昭和19年4月1日生
80歳となる方
昭和13年4月2日生〜昭和14年4月1日生
85歳となる方
昭和8年4月2日生〜昭和 9年4月1日生
90歳となる方
昭和3年4月2日生〜昭和 4年4月1日生
95歳となる方
大正12年4月2日生〜大正13年4月1日生
100歳となる方
大正7年4月2日生〜大正8年4月1日生
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障が
いのある方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障が
いのある方。
※接種について②に該当する方は必ず主治医にご相談ください。
●接種回数 1回
①、②の対象者でも、このワクチンを初めて接種される方に限ります。5年以内の再接種で副反応
が強く発現するとの報告がありますのでご注意ください。
●実施期間 平成30年4月〜平成31年3月末日まで
この期間に接種できなかった場合、その後の接種は全額自己負担となります。
●自己負担金 4,000円
●自己負担金の免除 今年度の対象者で生活保護世帯の方および市民税非課税世帯の方は申請により
自己負担金が免除されます。必ず接種までに印鑑をご持参の上、保健医療課または各支所市民生活
課で申請してください。
●接種方法 下記の実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※市外の医院で病気の管理中など、特別な事情で、実施協力医療機関以外で接種を希望される方は、
事前に保健医療課へお問い合わせください。ただし、医療機関によっては、公費での接種を受けら
れない場合があります。
●実施医療機関(順不同))
医療機関名
川西診療所
園部病院(旧園部丹医会病院)
高屋こども診療所
冨井内科医院
西田医院
仁丹医院
広野医院
南八田診療所
吉田小児科内科医院
きむら診療所
京都中部総合医療センター
(旧公立南丹病院)

電話番号
(0771)62-0139
(0771)62-0515
(0771)68-1155
(0771)68-2550
(0771)68-1105
(0771)62-0234
(0771)62-0218
(0771)65-0048
(0771)63-1458
(0771)43-0860

医療機関名
山田医院
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
明治国際医療大学附属病院
美山診療所
美山林健センター診療所
大萱医院美山町分院
京都市立京北病院

電話番号
(0771)42-2306
(0771)72-0022
(0771)74-0022
(0771)73-0203
(0771)72-1014
(0771)72-1221
(0771)75-1113
(0771)76-0201
(0771)77-0213
(075)854-0221

(0771)42-2510

保健医療課
(0771)68-0016
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

京都サンガF．
C．
南丹市応援デーを開催します
南丹市は京都サンガＦ.Ｃ.のホームタウンです。京都サンガＦ.Ｃ.では「南丹市応援デー」を開催
し、市民の方を特別優待価格でご案内します。当日はスタジアム場外に南丹市ＰＲコーナや飲食ブー
スも出展されます。あわせて試合前に選手と手をつないでピッチに入場する「エスコートキッズ」も
募集します。
また、南丹市応援デー対象試合を含めた2試合のホームゲームに抽選で各試合10組20人を無料招
待します。あなたもスタジアムでサンガを応援しませんか。
＜南丹市応援デー対象試合＞
試合日程
試合開始時間
対戦チーム名
5月26日(土)
午後3時
横浜FC
●場所 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場(京都市右京区)
●ご優待席種および割引価格 SB自由席/大人1,500円(通常2,570円)、小中高生700円(通常1,280
円)
●チケット購入方法 観戦日当日に南丹市に在住していることを証明できるものを「チケット総合セ
ンター窓口②」でご提示ください。(南丹市民１人につき４人まで割引価格で入場できます。)
＜エスコートキッズの募集＞
●定員 5人(対象年齢5〜12歳)
●応募方法 ホームページ(https://s360.jp/form/31122-1158/)からお申し込みください。
●締切 5月17日(木)(5月18日(金)に当落選を連絡いたします。)
＜ホームゲーム無料招待対象試合＞
試合日程
試合開始時間
対戦チーム名
応募締切日
5月26日(土)
午後3時
横浜FC
5月11日(金)
6月9日(土)
午後3時
松本山雅FC
5月25日(金)
●場所 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場(京都市右京区)
●定員および席種 各試合10組20人(ＳＢ自由席) ※満席の場合は他席種へご案内します。
●応募方法 往復ハガキ(応募締切日必着)でお申し込みください。
(ハガキ１枚につき、2人まで招待)
・往信表面
〒610−0102 城陽市久世上大谷89−1
(送付先) 京都サンガＦ.Ｃ. 「南丹市広報ご招待」係
・往信裏面 住所、氏名、電話番号、観戦希望試合の対戦チーム名
・返信表面 郵便番号、住所、氏名
・返信裏面 白紙のままお送りください。
※抽選結果の発表は、返信ハガキの発送をもって行います。
京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウン推進課
(0774)55-7603

海の
「もしも」
は118番へ
暖かくなり、潮風が心地よい季節となりました。
毎年春先から、マリンレジャーが活発となり、海での事故が増える傾向にあります。
海での事故を防ぐために、疲れているときや飲酒したときは、絶対に海へ入らないでください。
プレジャーボートで遊ぶ方は、出港前に「気象・海象の確認」、「機関の点検」、「ライフジャ
ケットの着用」をしてください。
事故が発生した時や事故を目撃した時は、迷わず、素早く、「118番」へ電話してください。
舞鶴海上保安部
(0773)76-4120
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/maizuru/

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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人材募集
南丹市立保育所・幼稚園の臨時職員を募集します
●職種など

職種

勤務場所

募集人数
賃金(円)
備考
保育士
5人以上 日額8,160円、時間額1,020円 保育士資格
市内保育所
給食調理員
若干名 日額7,280円、時間額910円
調理師免許
事務員
若干名 日額7,120円、時間額890円
幼稚園教諭
市内幼稚園
5人以上 日額8,160円、時間額1,020円 幼稚園教諭免許
●任用期間 任用の日〜平成30年9月30日まで
●募集条件など 65歳未満の方。備考欄に資格・免許の記載がある職種は、資格を有している方または
取得見込者に限ります。事務員については、エクセルおよびワードを使える方とします。
●勤務時間 原則週5日、午前8時30分〜午後5時まで
※職種により異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※扶養の範囲内や短時間での就労を希望される場合は、ご相談ください。
●募集期間 随時
※土・日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分
●申込方法 臨時職員登録申込書(総務課および各支所地域推進課に備え付け)に必要事項を記入の
上、総務課または各支所地域推進課へ提出してください。
※有資格の職種を希望される場合は、資格を証明する書類(写し)を必ず添付してください。
●採用 書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。(日程は申込者に別途連絡します)
●その他 資格を有しない方で就労を希望される場合は、ご相談ください。
子育て支援課
(0771)68-0017

相談会

5月のなんでも相談日のお知らせ

行政相談委員による定例
相談所を開設します

身体・知的・精神障害者相談員が、障がいに関する相談に応じ
ます。日ごろの悩みや不安を相談してみませんか。【無料・秘密
厳守】
●日程など

行政に対する皆さんのご意
見をお聴きし、行政運営に反
映させるため、行政相談を行
います。【無料】
●日時 5月8日(火) 午後1
時30分～3時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
総務省京都行政監視行政相
談センター 行政監視行政
相談課
(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002
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日程
5月19日(土)
5月22日(火)
5月25日(金)

時間

午後1時
～3時

5月28日(月)
社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

=申込・問合せ先

場所
そよかぜ美山
そよかぜ日吉(おいで家)
園部まごころステーション
陽だまり
そよかぜ八木

=電話番号

=FAX番号

法律・家庭・人権無料相談
所開設のお知らせ

人権問題法律相談のご案
内

「南丹市消費生活相談窓
口」
開設のお知らせ

法律、家庭および人権の問
題でお困りの方は、気軽にご
相談ください。【無料】
●日程 ①5月7日(月)、②
16日(水)
●時間 いずれも午前10時
30分～午後3時15分(受
付：午前10時15分～午後
2時45分)
●場所 ①高島屋京都店屋上
階特設会場(京都市下京区
四条通河原町西入真町)、
②カナート洛北店地下1階
カナートガーデン(京都市
左京区高野西開町)
●主催 京都弁護士会、京都
地方検察庁、京都地方法務
局、京都地方裁判所、京都
家庭裁判所
●協賛 日本司法支援セン
ター京都地方事務所(法テ
ラス京都)
●その他
・相談員は弁護士、家事調停
委員、人権擁護委員です。
秘密は固く守ります。
・予約は不要です。直接会場
にお越しください。
京都地方裁判所総務課
(075)211-4421
(075)251-0075

京都府と京都弁護士会が連
携し、人権に関わる差別など
の問題について、弁護士がア
ドバイスする特設法律相談を
実施します。差別的な取り扱
いや誹謗中傷、プライバシー
の侵害などによる人権問題に
ついて、司法的救済を中心
に、弁護士が問題点の整理や
解決の方策を助言します。
【無料・秘密厳守】
●電話相談【専用電話】
(075)741-6321
・相談日時：月2回(第1・第
3火曜日)午後2時〜4時ま
で(1人30分まで)
●面接相談 事前予約制で1
人40分まで
【昼間】
・京都府庁 第4火曜日 午
後1時30分～4時30分まで
・京都府亀岡総合庁舎 6月
12日(火) 午後1時30分
〜4時30分まで
【夜間】
・京都駅前法律相談センター
第3水曜日 午後6時～8時
30分まで
※相談日の1週間前までに電
話などで予約願います。
●予約受付電話
・京都府庁
(075)414-4271
・亀岡総合庁舎
(0771)24-8430
・京都弁護士会京都駅前法律
相談センター
(075)741-6322
人権政策課
(0771)68-0025

消費生活専門相談員によ
る、消費生活に関するさまざ
まなトラブルや悩みの相談窓
口を開設しています。困った
ときは、一人で悩まず、まず
ご相談ください。
＜このような時ご相談くださ
い＞
・商品を購入したが契約内容
と違うので解約したい
・クーリングオフの方法を知
りたい
・販売業者とトラブルになっ
ている
・身に覚えのない請求書が送
られてきた
・借金問題で困っている
●開設日 毎週月、火、金曜
日(祝日は休み)
●時間 午前9時～午後4時
（正午～午後1時を除く）
●場所 南丹市役所商工観光
課
※電話相談、面接相談のどち
らもできます。面接相談の
場合は事前にお電話くださ
い。
商工観光課
(0771)68-0100(相談専
用電話)

行政書士による無料相談
会を開催します
相続、成年後見、農地など
不動産の売買・賃貸、各種許
認可手続きなどでお困りやお
悩みの方、まちの身近な法律
家、行政書士が相談に応じま
す。【無料・申込不要】
●日時 5月9日(水)
午後1時30分～4時
●場所 八木公民館1階和室
●主催 京都府行政書士会第
3支部
京都府行政書士会第3支部
(075)468-3238

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

「きこえと補聴器の相談
会」
を開催します
きこえの相談や補聴器相談
会を開催します。
【申込不要】
●日程 ①5月23日、②6月
27日、③7月25日(各水曜
日)
●時間 午後1時～3時
●相談対応者 ①㈱珍工堂、
②東神実業㈱、③㈱キンキ
補聴器センター
●場所 ふない聴覚言語障害
センター(園部公民館2階)
●対象者 聞こえにくい方や
補聴器を必要とされている
≪裏面につづく≫
第295号
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方(難聴者、中途失聴者、
そのご家族など)
●内容 補聴器相談、補聴器
の調整、修理、電池交換、
購入、試聴など)
●相談料 無料(補聴器修理
費用、電池代などは別途必
要)
●その他 身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。聴力測
定や言語聴覚士によるきこ
えの相談をご希望の方は、
お問い合わせください。
ふない聴覚言 語 障 害 セ ン
ター
(0771)63-6448

出張がん個別相談会のお
知らせ
「がんと診断 さ れ て 頭 が
真っ白」、「誰かに話を聞い
てもらいたい」など、がんに
関わるさまざまな相談をお受
けする窓口として、京都府南
丹保健所で出張相談を行いま
すのでご利用ください。
【無料・要申込】
●日程 5月15日、6月19日
(各火曜日)
●時間 午後1時～3時30分
●場所 京都府南丹保健所
●相談員 京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●申込方法 前日の午後4時
までに、電話でお申し込み
ください。(平日のみ)
●その他 出張相談以外に、
がん総合相談支援センター
では通常相談(電話および
対面)も実施しています。
月～金(祝日、年末年始を
除く)の午前9時～正午、
午後1時～4時
京都府がん総合相談支援セ
ンター
0120-078-394
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子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
5月事業のお知らせ

育児用品提供者を募集し
ます

＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 事前に来所また
は電話でお申し込みくださ
い。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜子育て講座＞
●日時 5月10日(木)
午前10時30分〜11時30
分
●内容 「子どもの歯を守ろ
う！歯ミガキに慣れさせよ
う！〜補助用具の使い方の
ポイント〜」
●講師 歯科衛生士 白波瀬
由香里 氏
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 5月14日(月)
午前10時30分〜11時30
分
●内容 ふれあい遊び ほか
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 5月16日(水)
午前10時30分〜11時
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 5月18日(金)
午前10時30分〜11時30
分
●内容 ふれあい遊び ほか
＜親子リトミック＞
●日時 5月23日(水)
午前10時30分〜11時30
分
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 5月24日(木)
午前10時30分〜11時30
分
●持ち物 バスタオル
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

不要になった育児用品の有
効利用のために、「あげま
す・ください会」を開催しま
す。物品を提供していただけ
る方は、ご連絡ください。
●開催日 6月下旬〜7月上
旬
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
※提供物品が少ない場合、開
催を中止します。
●物品提供についてのお願い
・無償でご提供ください。
・育児用品に限ります。
・残った場合は、提供者にお
持ち帰りいただきます。
・提供品は洗濯、点検などを
行ってください。
※汚損しているものなどは不
可
・チャイルドシートやベビー
カーなどは説明書および保
証書を添付してください。
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082
(0771)68-2526

よっといでひろば開設日
のお知らせ(5月)
伸び伸び子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、好きな
ことをおしゃべりしましょ
う。
●日時 5月16日(水)
午前10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●参加費 無料
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(5月)
子育て中のママさんや家族
の方、お子さんがホッとでき
る居場所づくりをしていま
す。ご家族で、お友達を誘っ
てお越しください。
●日時 5月23日(水)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分)
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●内容 みんなで元気に体操
しよう＆カフェ
講師：元気アップ体操の皆
さん
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
●その他 運動のしやすい服
装でお越しください。
●申込方法 5月21日(月)ま
でに、電話、SMS(ショー
トメッセージサービス)、
LINE(ライン)のいずれかで
申し込みください。
※当日参加も可能ですが、事
前にお申し込みください。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

「みんなおいでよ−！」
を開
催します
子どもたちもお母さんも、
お友だちになって楽しく遊び
ます。
●日時 5月24日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 氷室の郷(八木町氷
所)
●内容 いちご狩り、スタッ
フによる手作りランチ
※雨天でも氷室の郷で遊びま
す。
●対象 0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さ ん 、 お 母 さ
ん、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、子どもたちを支援
=メールアドレス

していただく地域の皆さ
ん。
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
お茶、お手ふき、レジャー
シート
●参加費 500円(いちご
ケース付き)※ケース追加
は350円
＜ミニ情報＞【無料】
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを開放してい
ます。
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 八木支所３階子育て
支援ルーム
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-7486-1735

催し
南丹将棋教室5月開催日
変更のお知らせ
前回のお知らせなんたんに
掲載した日程を次のとおり一
部変更します。
●5月の開催日 5月12日
(土)、19日(土)、27日(日)
※13日(日)が12日(土)に変
更になりました。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820

園部公民館ミニ作品展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーにて
開催中です。ご来館の際はぜ
ひご覧ください。
●出展団体 Photo八桜(や
お)
●出展期間 5月13日(日)ま
で
※都合により予告なく終了す
る場合があります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820

=ホームページアドレス

=郵便番号

「ミュージックパトロール
in綾部」
を開催します
京都府警察音楽隊が演奏会
を開催します。【無料】
●日時 6月17日(日) 午後
４時～６時(午後３時開場)
●場所 京都府中丹文化会
館 ホール(綾部市里町久
田21番地の20) ※座席数
892席
●内容
・出演：京都府警察音楽隊お
よびカラーガード隊、京都
府立綾部高等学校吹奏楽部
・演奏曲(予定)：「南風の
マーチ」、「ルージュの伝
言」など
●入場方法 入場無料、事前
に配布する入場整理券(5月
1日から配布)が必要です。
＜入場整理券の配布場所＞
①京都府警察広報センター
(上京区)
②京都府中丹文化会館
③綾部、亀岡、南丹、福知
山、舞鶴、宮津および京丹
後の各警察署
●その他
・入場は無料ですが、1人に
つき1枚の入場整理券が必
要です。
・小さなお子さんも大歓迎で
す。
・満席の際は入場をお断りす
ることがあります。駐車台
数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用くだ
さい。
・ＪＲ綾部駅北口からシャト
ルバス(午後1時20分、午後
2時20分発)を運行します。
ぜひ、ご利用ください。
・天候などにより、やむを得
ず中止することがありま
す。
●主催など 主催：京都府警
察本部、共催：京都府綾部
警察署、後援：(一財)京都
府警察職員福利厚生会
京都府警察音楽隊
(075)642-5972
第295号
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丹波自然運動公園からお
知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
＜丹波ちびっこまつり＞
●日時 5月5日(土・祝)午
前10時～午後3時
●場所 子どもの広場・体育
館周辺
●内容 約1万匹の金魚の
つかみどり、 乗 り 物 コ ー
ナー、警察・消防コー
ナー、フライングディスク
コーナー、ス テ ー ジ コ ー
ナー、お楽しみコーナー、
特設売店など
＜ツリークライミング教室＞
(要予約)
●日時 5月5日(土・祝)午
前10時～午後3時(体験時
間約60分)
●場所 こどもの広場
●内容 専用のロープを使用
して木に登る
●参加費 1,000円
●定員 40人
●対象 小・中学生
●申込方法 前日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
を記入の上、はがき、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 5月7日、21日(各
月曜日)午後6時～9時
●場所 テニスコート
●参加費 400円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 5月8日(火)
午後1時30分～3時30分
●場所 体育館
● 内 容 卓 球 バレ ー 、ボッ
チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費 無料(当日受付)
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 5月8日(火)
12
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午後6時～9時
●場所 体育館
●内容 バトミントン、卓
球、テニスなど
●参加費 400円(当日受付)
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 5月11日(月例大
会)、18日、25日(各金曜
日)午前9時～11時45分
●場所 球技場
●参加費 300円(当日受付)
＜太極拳教室＞
●日時 5月11日(金)
午後2時～4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

英会話教室の受講生を募
集します
南丹市国際交流協会では、
社会人対象の英会話教室の受
講生を募集しています。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。【要予約】
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方およ
び会員
●定員 各コース10人(先着
順)
●申込方法 希望教室、氏
名、年齢、住所、電話番
号、当日連絡先(携帯電話
番号など)を電話、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールのいずれかで
連絡の上、お申し込みくだ
さい。

＜社会人英会話講座(初級)＞
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日時 5月11、18、25、
6月1、8、15、22、29
日、7月6、13日(各金曜
日)午後2時～3時30分
●内容 ネイティブ講師(ク
リス先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木公民館第3集会
室
●参加費 7,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜日常英会話講座入門(中級)＞
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●日時 5月8、15、22、
29日、6月5、12、19、
26日、7月3、10日(各火
曜日)午後7時～8時30分
●内容 ネイティブ講師(デ
ボラ先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 園部公民館3階会議
室
●参加費 8,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
●主催 南丹市国際交流協会
●後援 南丹市教育委員会
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火～金曜日の午後0時30分
～4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

八木町神吉
「風の市」
のお
知らせ
●日時 5月12日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 八木神吉自治振興会
館前広場(旧神吉小学校横)
※雨天時は神吉自治振興会館
内
●イベント 午後0時30分
絵本読み聞かせ・工作ほか
風の市を盛り上げる会
090-6961-1021

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第295号
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受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
http://nantantv.or.jp/
622-8651 南丹市園部町小桜町47

（0771）68-0065

（0771）63-0653

本紙は環境への配慮から、FSC®森林認証紙、ベジタブルインク（植物油）を採用しています。

