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お知らせ
国民健康保険税の口座振
替について
国民健康保険税の納付は、
安心、便利な口座振替で納付
をお願いします。
（年金から天
引きの方を除く）
●口座振替取扱金融機関
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・郵便局
●金融機関での申し込み方法
市税等口座振替依頼書に必
要事項を記入の上、各金融
機関の窓口でお申し込みく
ださい。
・持ち物：預貯金通帳、通帳
届出印、納付書
●市役所本庁・支所での申し
込み方法
「 ペ イ ジ ー 口 座 振 替 受 付
サービス」により市役所本
庁 および各支所で端末に
キャッシュカードを通し、
暗証番号を入力することで
簡単に口座振替の申し込み

ができます。
・持ち物：本人確認ができる
もの（運転免許証、国民健
康保険証など）、振替を希
望する 金 融 機 関 の キ ャ ッ
シュカード
※生体認証ICキャッシュカー
ドやクレジット一体型カー
ドなど、一部ご利用いただ
けないものがあります。
※京都農業協同組合、りそな
銀行は、ペイジー口座振替
受付サービスに対応してい
ないため、申し込みできま
せん。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0011

国民年金保険料の産前産
後期間の免除制度
平成31年4月から国民年金
保険料の産前産後期間の免除
制度が始まります。
●対 象 国民年金第1号被保
険者
（農林漁業・自営業・
学 生・ 無 職 な ど の 方 ）で、
出産日が平成31年2月1日
以降の方
※厚生年金加入者やその扶養
となっている配偶者の方は
対象外です。
（既に同様の保
険料免除制度があります。）
●保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が
属する月の前月から4カ月
間（多胎妊娠の場合は、出
産予定日または出産日が属
する月の3カ月前から6カ
月間）

【総合問合せ窓口】 ＴＥＬ（0771）68-0001㈹ ＦＡＸ（0771）63-0653

※出 産とは、妊娠85日（4カ
月）以上の出産を言います。
（死産、流産、早産された
方も含む）
●届 出時期 出産予定日の6
カ月前から
※ただし、届出ができるのは
4月からです。
問 日本年金機構京都西年金事
務所
ＴＥＬ（075）
323-1170
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0011

事業系一般廃棄物処理手
数料の改定について
事業所（商店、飲食店、事
務所、工場など）から出る事
業系一般廃棄物の処理手数料
を平成31年4月1日から次の
とおり改定します。
●改定内容
・搬 入時の総重量が50㎏以
下の場合⇒150円/10㎏を
180円/10㎏に改定
※搬 入時の総重量が50㎏を
超える場合は変更ありま
せん。
（350円または400円
/10㎏）
※上記は税抜きの単価です。
問 船井郡衛生管理組合
ＴＥＬ（0771）
42-3425
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組織改正により担当窓口が変わります
4月1日から新しい組織で行政サービスを実施します。ご不明な点は各担当窓口にお気軽にご相談
ください。※新設・名称変更の課・室は、太字で記載しています。
＜市長公室＞
担当窓口
業務内容
総合企画、総合振興計画、地域創生戦略、予算編成、財政計画
企画財政課（1号庁舎2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0018
など
秘書広報課（1号庁舎2階）
秘書、広報広聴、お知らせ、ホームページ など
ＴＥＬ（0771）
68-0065
＜総務部＞
担当窓口
業務内容
総務課（1号庁舎2階）
情報公開、選挙、統計調査、普通財産管理、指定管理、市有財産
ＴＥＬ（0771）
68-0002
処分 など
人事課（1号庁舎2階）
人材育成、職員の任免・服務、行政改革、組織機構 など
ＴＥＬ（0771）
68-0008
税務課（1号庁舎1階）
市民税、固定資産税、都市計画税 など
ＴＥＬ（0771）
68-0004
入札参加資格の審査および認定、工事などの入札・検査・指導
監理課（1号庁舎2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0086
など
危機管理対策室（1号庁舎2階）
消防団、危機管理、防犯、交通安全 など
ＴＥＬ（0771）
68-0021
＜総務部・各支所＞
担当窓口
業務内容
八木支所総務課（八木支所1階）
戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざまな申請・
ＴＥＬ（0771）
68-0020
受付 など
ＴＥＬ（0771）
42-2300
日吉支所総務課（日吉支所2階） 戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざまな申請・
ＴＥＬ（0771）
68-0030
受付 など
戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざまな申請・
美山支所総務課（美山支所2階）
受付、市道の維持管理・除雪等、農業振興・林業振興、上水道
ＴＥＬ（0771）
68-0040
など
＜地域振興部＞
担当窓口
業務内容
CATV、インターネット、地域情報化、内部事務の一体的処理、事
情報課（1号庁舎3階）
ＴＥＬ（0771）
68-0066
務のアウトソーシング など
定住促進、地方創生、行政区、地縁団体、大学連携、国際交流、景観、
地域振興課（1号庁舎3階）
ＴＥＬ（0771）
68-0019
過疎対策、廃校施設利活用、地域公共交通、JR対策 など
市民協働室（1号庁舎3階）
地域スポーツ振興施策、地域イベントの企画・運営 など
ＴＥＬ（0771）
68-0003
＜市民部＞
担当窓口
業務内容
市民環境課（1号庁舎1階）
戸籍、住民票、印鑑登録
ＴＥＬ（0771）
68-0005
（戸籍住民）
国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
ＴＥＬ（0771）
68-0011
（保険年金）
ごみ、リサイクル、犬猫の飼育、環境保全、新エネルギー対策
（環境衛生係：2号庁舎1階）
など
ＴＥＬ（0771）
68-0085
人権政策課（2号庁舎1階）
人権政策・啓発、男女共同参画 など
ＴＥＬ（0771）
68-0015
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜福祉保健部＞
担当窓口
業務内容
福祉相談課（4号庁舎1階）
地域福祉、要配慮者支援、福祉総合相談、生活困窮者支援 など
ＴＥＬ（0771）
68-0023
社会福祉課（4号庁舎1階）
生活保護、障がい者支援、障がい者医療、発達支援センター など
ＴＥＬ（0771）
68-0007
高齢福祉課（4号庁舎1階）
高齢者福祉、高齢者医療、生活支援サービス、介護保険 など
ＴＥＬ（0771）
68-0006
子育て支援課（4号庁舎2階）
ひとり親医療、家庭児童相談、子育て手当・祝金、子育て医療、
ＴＥＬ（0771）
68-0017
乳幼児医療、保育所・幼稚園・すこやか学園の運営 など
ＴＥＬ（0771）
68-0028（家庭児童相談）
保健医療課（2号庁舎1階）
健康づくり、市民健診、乳幼児健診、健康相談、母子保健事業、
ＴＥＬ（0771）
68-0016
地域医療 など
＜農林商工部＞
担当窓口
業務内容
農業振興、農業経営体・担い手育成、畜産振興、バイオマス利活用、
農業推進課（2号庁舎3階）
ＴＥＬ（0771）
68-0060
土地改良、農村整備 など
農山村振興課（2号庁舎3階）
有害鳥獣被害対策、林業振興、林道・治山、水産振興 など
ＴＥＬ（0771）
68-0012
商工課（2号庁舎3階）
ＴＥＬ（0771）
68-1008
商工業振興、企業立地促進、ブランド推進、消費生活 など
ＴＥＬ（0771）
68-0100（消費生活相談）
観光交流室（2号庁舎3階）
観光施策の企画・立案、観光事業の振興、観光資源の開発・活用
ＴＥＬ（0771）
68-0050
など
＜土木建築部＞
担当窓口
業務内容
都市計画決定、開発協議、市街地再開発、土地区画整理、街路整備、
都市計画課（2号庁舎2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0052
都市公園整備、駅舎改修 など
市道認定、境界確定、屋外広告物、道路改良、道路維持修繕、河
道路河川課（2号庁舎2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0051
川改修 など
建築確認事前協議、木造住宅耐震診断、公共施設の営繕工事の設計・
営繕課（2号庁舎2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0062
工事監理、市営住宅の管理・入居 など
＜上下水道部＞
担当窓口
業務内容
上水道の整備・維持管理、簡易水道の整備・維持管理、水道使用
上水道課（八木支所2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0053
料の収納 など
下水道の整備・維持管理、合併処理浄化槽、下水道使用料の収納
下水道課（八木支所2階）
ＴＥＬ（0771）
68-0054
など
＜教育委員会＞
担当窓口
業務内容
教育総務課（2号庁舎1階）
教育行政総合企画、教職員人事、文教施設の維持管理 など
ＴＥＬ（0771）
68-0055
学校教育課（2号庁舎1階）
就学、要保護認定、学習指導、特別支援教育 など
ＴＥＬ（0771）
68-0056
社会教育課（2号庁舎1階）
生涯学習・生涯スポーツの振興、人権教育、文化財保護 など
ＴＥＬ（0771）
68-0057
社会教育課（地域担当）
ＴＥＬ 八木
（0771）68-0026
スポーツ・各種講座の開催、社会教育・体育施設の利用受付 な
日吉（0771）68-0035
ど
美山（0771）68-0044
≪裏面につづく≫
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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＜行政委員会など＞
担当窓口
業務内容
出納課（1号庁舎1階）
現金の出納・保管、資金計画、決算の調整 など
ＴＥＬ（0771）
68-0058
議会事務局（3号庁舎1階）
本会議、議案、請願、陳情 など
ＴＥＬ（0771）
68-0059
監査委員事務局（3号庁舎2階）
定期監査、出納検査、決算審査、監査請求 など
ＴＥＬ（0771）
68-0061
農業委員会事務局
（2号庁舎3階）
農地法に基づく許認可、農用地利用集積計画 など
ＴＥＬ（0771）
68-0067
問 行政改革室 ＴＥＬ（0771）
68-0023

「はかり」の定期検査について
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）を行います。
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」を新規購入などされた事
業者の方は、4月17日（水）までに商工観光課へご連絡ください。
なお、前回（平成29年）の定期検査を受検された事業者の方は、使用状況などの調査を送付します
ので、前回の検査内容から変更があればご連絡ください。
＜巡回検査＞
●対象 ひょう量30kg以下の電気式（デジタル）はかり
●日程 5月13日（月）～16日
（木）
●場所 各事業所（京都府計量検定所からの巡回による検査）
＜集合検査＞
●対象 ひょう量5t未満の巡回検査対象以外のはかり。なお、検査会場に持参しがたいものはご相
談ください。
●日時・場所
区域
日時
場所
6月13日（木） 午前11時～午後2時
宮島振興会
美山町
6月14日（金） 午前11時～午後2時30分
高齢者コミュニティセンター
日吉町
6月17日（月） 午前11時～午後2時30分
JA京都日吉支店資材倉庫
6月18日（火）
園部町
午前10時～午後2時30分
園部公民館
6月19日（水）
八木町
6月20日（木） 午前10時～午後3時
八木公民館
＜共通事項＞
●定期検査の対象となる「はかり」 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る。
●検査を受けなければならない「はかり」の例
・商店やスーパーなどで、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」
・農家や商店などで、目安用に使用する「はかり」
・家庭で目安用に使用する「はかり」
（ヘルスメーター、キッチンスケール）
・動物病院で使用する「はかり」
●手数料 府条例に基づく手数料が必要です。また、検査会場に持参しがたいはかり、ひょう量5t
以上の大型はかりを所在所で検査する場合は、検査用具の運搬費用を負担いただきます。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

問 商工観光課

ＴＥＬ（0771）
68-0050

狂犬病の集合予防注射と犬の登録を行います
犬の所有者は、室内犬、室外犬にかかわらず、毎年4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせ
ることが法律で定められています。
市内において、狂犬病予防注射の巡回接種を行いますので、最寄りの会場にお越しください。なお、
犬の登録がお済みでない方は、会場で登録できます。
●日時 6～8ページに掲載の一覧表でご確認ください。
●持ち物 手数料、狂犬病予防注射問診票（このページを切り取ってお持ちください）、愛犬手帳
※スムーズに注射ができるよう、問診票は事前に記入し、手数料は釣り銭の要らないようにご準備
ください。
●費用（手数料）
・予防注射のみ：1頭につき3,200円
・犬の登録と予防注射：1頭につき6,200円
●注意事項
・天候にかかわらず実施します。
（大雨など警報発令時は中止します。）
・対象となるのは生後91日以上の犬です。
・犬の体調が悪い場合は、必ず注射前に獣医師に申し出てください。
・犬が興奮して他の方に迷惑が掛かる事があります。首輪、鎖は安全で確実なものをし、犬をしっ
かりと保定できる方が連れて来てください。不安のある方は必ず獣医師に申し出てください。
問 市民環境課 ＴＥＬ（0771）
68-0005
●狂犬病予防注射問診票

狂犬病予防注射問診票（平成31年
月
日）
※必ず記入して、ご持参ください。
（問診票は市ホームページからもダウンロードできます。）
住

所

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
飼い主

南丹市
（

）

電話番号

犬の名前

犬の鑑札番号

第
号
（「鑑札」と書かれた金属板）

犬の種類

犬の生年月日

     年     月     日

犬の性別

オス

・

メス

犬の毛色

犬の体調は良好ですか
犬 犬の便の状態は良好ですか
の
メスの場合、妊娠中や授乳期中ですか
様
子 今まで狂犬病予防注射で体調が悪くなったことはありますか
1年以内にけいれんのような発作などがありましたか

白・黒・茶・（           ）
は

い ・ いいえ

は

い ・ いいえ

いいえ ・ は

い

いいえ ・ は

い

いいえ ・ は

い

その他、事前に獣医師に相談したいことがあれば書いてください。

≪裏面につづく≫
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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●巡回日時・場所
＜園部地域＞
日程

時間
午前9時20分～9時30分
午前9時35分～9時45分
午前9時50分～10時
午前10時15分～10時30分
午前10時40分～11時
午前11時5分～11時15分
午前11時25分～11時35分
午前11時40分～11時50分
午前11時55分～正午
4月11日（木） 午後0時5分～0時15分
午後1時55分～2時
午後2時5分～2時10分
午後2時15分～2時25分
午後2時30分～2時40分
午後2時45分～3時
午後3時10分～3時20分
午後3時25分～3時35分
午後3時40分～3時50分
午後3時55分～4時
午前9時20分～9時35分
午前9時40分～9時45分
午前9時50分～10時5分
午前10時10分～10時15分
午前10時25分～10時30分
午前10時35分～10時40分
午前10時45分～10時50分
午前10時55分～11時
午前11時5分～11時15分
午前11時20分～11時30分
4月12日（金）
午後0時50分～1時
午後1時5分～1時15分
午後1時20分～1時25分
午後1時30分～1時45分
午後1時50分～2時5分
午後2時10分～2時20分
午後2時25分～2時30分
午後2時35分～2時40分
午後2時45分～2時55分
午後3時～3時25分

＜八木地域＞
日程

時間
午前9時50分～9時55分
4月15日（月） 午前10時～10時10分
午前10時15分～10時20分
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場所

上木崎町公民館前
横田公民館前
黒田公民館前
天引公民館前
大河内公民館前
南八田公民館前
埴生公民館前
南大谷公民館前
若森公民館前
殿谷公民館前
今井バス停留所（竹井）
仁江公民館前
船阪公民館前
大西公民館前
宍人公民館前
半田公民館前
下口人会議所前
下口司クラブ前
上口司集荷場前
内林町公民館前
曽我谷公民館前
瓜生野公民館前
熊崎会議所前
松尾バス停留所（船岡）
船岡文化センター前
高屋公民館前
大戸公民館前
佐切公民館前
旧越方バス停留所
園部公園・国際交流会館駐車場
南部コミュニティセンター前
桜ヶ丘中学校前（淇陽学校前）
小山西町教育集会所前
栄町公民館前
小山東町公民館前
新町公民館前
木崎町児童老人会館前
北部コミュニティセンター前
園部公民館前
場所
鳥羽区公民館前
木原区会議所前
美里区２・３組集荷場前

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜八木地域（続き）＞
日程
時間
午前10時25分～10時30分
午前10時35分～10時40分
午前10時45分～11時
午前11時5分～11時15分
午前11時20分～11時25分
午前11時35分～11時45分
4月15日（月） 午前11時50分～11時55分
正午～午後0時5分
午後1時25分～1時50分
午後1時55分～2時
午後2時5分～2時10分
午後2時15分～2時25分
午後2時30分～2時45分
午前9時50分～10時
午前10時5分～10時15分
午前10時20分～10時25分
午前10時30分～10時40分
午前10時45分～10時55分
午前11時～11時15分
4月16日（火） 午前11時20分～11時30分
午前11時35分～11時45分
午後1時5分～1時15分
午後1時20分～1時30分
午後1時35分～1時45分
午後1時55分～2時15分
午後2時20分～2時30分

場所
山室ふれあいセンター前
船枝区公民館前
諸畑区公民館前
北地区自治振興会館前
池上区公民館前
八木嶋区集荷場前
大薮区会議所前
南広瀬区公民館前
本郷コミュニティセンター前
東所団地前
本町6丁目公園前
八木防災センター前
本町1丁目西原太郎さん宅裏空き地
東部文化センター前
屋賀区遊園地前
観音寺区集荷場前
西田区公民館前
青戸区集荷場前
刑部区公民館前
北広瀬区公民館前
市役所八木支所北側駐車場
神吉下区公民館前
神吉和田区公民館前
神吉上区公民館前
氷所区集荷場前
日置区公民館前

＜日吉地域＞
日程

時間
午前9時30分～9時40分
午前9時45分～9時55分
午前10時5分～10時15分
午前10時25分～10時30分
午前10時35分～10時45分
午前10時50分～10時55分
午前11時～11時10分
4月18日（木）
午前11時25分～11時45分
午後1時10分～1時15分
午後1時20分～1時30分
午後1時40分～1時55分
午後2時～2時5分
午後2時10分～2時25分
午後2時30分～2時35分
午前9時30分～9時45分
午前9時55分～10時15分
4月19日（金）
午前10時20分～10時30分
午前10時35分～11時10分

場所
上佐々江バス停留所
北谷口バス停留所
松尾橋付近
吉野辺バス停留所
田原バス停留所
新シバス停留所
天理教前（片野）
志和賀区会議所前
下稗生バス停留所
猪谷橋付近
殿田駐在所前
日吉駅前広場
下保野田集落農事集会所前
塩貝商店前
畑郷消防詰所前
新町会議所前
日吉平集会所前
田鶴悟さん宅前

								
≪裏面につづく≫
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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＜日吉地域（続き）＞
日程
時間
午前11時15分～11時20分
午前11時25分～11時35分
午後0時40分～1時15分
4月19日（金）
午後1時20分～1時25分
午後1時30分～1時40分
午後1時50分～1時55分
＜美山地域＞
日程

時間
午前9時50分～10時
午前10時5分～10時10分
午前10時25分～10時40分
午前10時45分～10時50分
午前11時10分～11時20分
午前11時30分～11時40分
午後0時45分～0時50分
午後0時55分～1時5分
4月9日（火） 午後1時10分～1時20分
午後1時30分～1時35分
午後1時40分～1時50分
午後1時55分～2時5分
午後2時10分～2時20分
午後2時25分～2時30分
午後2時35分～2時40分
午後2時45分～2時55分
午後3時～3時15分
午前9時15分～9時25分
午前9時30分～9時35分
午前9時40分～9時50分
午前9時55分～10時
午前10時20分～10時25分
午前10時35分～10時45分
午前10時55分～11時5分
午前11時10分～11時15分
午前11時25分～11時30分
4月10日（水） 午前11時35分～11時45分
午前11時50分～11時55分
午後0時5分～0時15分
午後0時20分～0時30分
午後1時40分～1時45分
午後1時50分～2時
午後2時10分～2時20分
午後2時25分～2時30分
午後2時40分～2時50分
午後2時55分～3時5分
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場所

広野区民館前
上胡麻区会議所前
胡麻基幹集落センター前
中村バス停留所
東胡麻区会議所前
はーとぴあ保健センター前

場所
芦生集落センター前
口芦生バス停留所前
田歌集落センター前
江和公民館前
知見公民館前
知井会館前
北バス停留所
内久保バス停留所
大内バス停留所
野添公民館前
美山保健福祉センター前
上平屋バス停留所
下平屋バス停留所
宮脇公民館前
板橋作業所前
原営農改善センター前
宮島駐在所横駐車場
長谷公民館前
上司消防詰所前
福泉館前
静原公民館前
丹波福居バス停留所
横谷バス停留所
林防火水槽横
鶴ケ岡バス停留所
洞公民館前
神谷口バス停留所
松尾集落センター前
栃原バス停留所
今宮バス停留所
向山くらしのセンター前
小渕公民館前
岩江戸担い手センター前
川谷公民館前
大野公民館前
上大野バス停留所

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

軽自動車税の減免申請は4月26日までです
4月1日現在において、次の①～④のいずれかに該当される方は、申請により本人または生計を同
一にする方の軽自動車税（1台のみ）の減免を受けることができます。
※自動車税の減免と重複して受けることはできません。
軽自動車税の減免を申請される方は、納税通知書がお手元に届いた後、4月26日（金）までに税務
課または各支所へ、必要書類を揃えて申請してください。なお、平成30年度に減免を受けておられ
る方で状況に変更がない場合は、平成31年度分から「減免継続届兼現況報告書」の提出による継続申
請ができることになりました。対象者には個別に案内文書を送付していますのでご確認ください。
やむを得ない事情で期限内の提出ができない場合は、期限までにご相談ください。
●対象
①身体障害者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分
障がいの級別
視覚障がい
1～4級までの各級
聴覚障がい
2～4級までの各級
平衡機能障がい
3級および5級
3級（喉頭摘出による音声機能障がいがある
音声機能障がい
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
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動 上肢機能 1～3級までの各級
移動機能 1～6級までの各級
機能障がい
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
肝臓機能障がい
1～4級までの各級
※障がいの級別は総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。
②戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分
重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障がい
特別項症～第6項症までの各項症
聴覚障がい
特別項症～第4項症までの各項症
平衡機能障がい
特別項症～第2項症までの各項症（喉頭摘出による音声機
音声機能障がい
能障がいがある場合に限る）
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
体幹不自由
症までの各款症
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
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がい
小腸の機能障がい
肝臓機能障がい
		
≪裏面につづく≫
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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③療育手帳の交付を受けてお
られる方のうち、重度（京
都府発行の場合は療育手帳
A）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
※その構造がもっぱら身体障
がい者などの利用に供する
ための軽自動車（賃貸借に
より他に貸し付けるものは
除く）も減免の対象となり
ます。
●必 要書類 納税通知書
（納
付書）、減免申請書、車検証、
障害者手帳など障がいの区
分および級を証するもの、
運転者の免許証、納税義務
者の印鑑・個人番号カード
または通知カード
※減 免 申 請 書 の 様 式 は、 市
ホームページからもダウン
ロードできます。
●その他 減免の詳しい条件
についてはお問い合わせく
ださい。
問 税務課
ＴＥＬ（0771）
68-0004

自動車税に係る身体障害
者等減免申請受付
平成31年度の自動車税減
免対象は、平成31年4月1日
現在で一定の要件に該当され
る方です。既に減免を受けら
れており、継続のハガキを提
出され、変更ない場合は申請
の必要はありません。
なお、年度途中で身体障害
者手帳などの交付を受けられ
た方の申請受付（月割減免）は
随時行っています。
●受付期間 4月1日（ 月 ）～
5月31日（金）午前9時～午
後5時（土・日・祝日を除く）
●受付場所 京都府南丹広域
振興局税務室（亀岡総合庁
舎内）
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＜臨時窓口の開設＞
●開設日 4月16日（ 火 ）、5
月16日（木）
●時 間 午 前9時 ～ 午 後4時
30分（正午～午後1時を除
く）
●場所 京都府南丹広域振興
局園部地域総務室（園部総
合庁舎）
問 京都府南丹広域振興局税務
室
ＴＥＬ（0771）
22-0330

固定資産縦覧帳簿の縦覧
と課税台帳の閲覧
平成31年1月1日現在の土
地・家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧ならびに固定資産税課税台
帳の閲覧をしていただけま
す。
●縦覧期間 4月1日（月）～5
月31日（金）
※土・日・祝日は除く
●閲覧期間 通年
※土・日・祝日は除く
●縦 覧・閲覧時間 午前8時
30分～正午、午後1時～5
時
●縦覧・閲覧場所 税務課お
よび各支所
●縦覧対象者 固定資産税の
納税者、同居の親族、納税
管理人、法定相続人、代理
人
●閲覧対象者 固定資産の所
有者・納税義務者、同居の
親族、納税管理人、法定相
続人、代理人、借地・借家
人（有償で借りていること）
※縦覧および閲覧いただく際
は、運転免許証など来庁者
の本人確認ができるものと
印鑑をご持参ください。ま
た、法定相続人の場合は、
戸籍謄本など相続関係が確
認できるものを、代理人の
場合は、個人または法人の
委任状（押印必要）、借地・
借家人の場合は賃貸借契約
書が必要です。
問 ＝申込・問合せ先

問 税務課

ＴＥＬ（0771）
68-0004

南丹市不妊治療等給付申
請について
子どもを希望しながらも恵
まれないため、不妊治療また
は不育治療を受けている夫婦
に対して、経済的負担の軽減
を図るため、その治療に要す
る費用の一部を助成します。
●対象者 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（一般不妊治
療のうち一般治療、および
不育治療については、婚姻
の届けを出していないが事
実上婚姻関係にある者を含
む）で、各種医療保険に加
入していること。
●助成内容
本人負担額の2分の1
※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、
その額を控除する。
●対象となる治療および助成
金上限
・一般不妊治療：一般治療（治
療の一環として行う検査を
含む、保険適用有）および
人工授精（保険適用無）1年
度につき10万円（保険適用
のみは6万円）
・不育治療：不育症の原因検
査・ヘパリン注射などの治
療（保険適用有）1回の妊娠
につき10万円
●申請期間 治療の翌日から
起算して1年以内のものに
限る。
●申請方法 保健医療課また
は各支所市民生活課で受け
付けています。詳細はお問
い 合 わ せ い た だ く か、 市
ホームページでご確認くだ
さい。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

平成31年度人間ドック利用助成のご案内について
南丹市国民健康保険被保険者および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
の利用助成の申請を受け付けています。
（当該年度で1人1回限り）
●自己負担金 各受診機関の短期人間ドック受診費用のおおむね3割（基本健診部分のみ）
※基本健診部分以外のオプション部分は、全額個人負担となります。オプションの内容は、各医療
機関によって異なります。
●取扱医療機関 ①京都中部総合医療センター、②明治国際医療大学附属病院、③京都工場保健会、
④御池クリニック、⑤四条烏丸クリニック、⑥京都予防医学センター
※医療機関は、頭部MRI（脳ドック）の受診が可能です。
※頭部MRI（脳ドック）はオプション（全額個人負担）です。
●利用方法
①被保険者証を持参の上、受診日の2週間前までに保健医療課または各支所市民生活課（※）で人間
ドック利用助成の申請書を提出してください。
（取扱医療機関への予約は、受付時に窓口の職員が
行います）
※4月1日以降は、市民環境課または各支所総務課で受け付けます。
②後日、市から送付する短期人間ドック「利用券」
を必ず持参の上、取扱医療機関で受診してください。
※予算の範囲内での助成となりますので、ご希望に添えない場合があります。
※人間ドック利用券の申請をせずに受診された場合は、全額個人負担となりますのでご注意くださ
い。
●対象者
＜国民健康保険短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
南丹市国民健康保険被保険者で次の①～③全てに該当する方
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当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
※平成31年度内に次の年齢に到達される方、または平成30年度内に一度も医療機関などで受診され
なかった世帯の方は、平成31年度の人間ドック基本健診部分の自己負担金が無料となります。
（オプションは全額個人負担）
年齢
生年月日
満30歳
平成元年4月2日～平成2年4月1日生まれ
満40歳
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ
満50歳
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日生まれ
満60歳
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生まれ
＜後期高齢者短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
市民の方で、次の①～③全てに該当する方
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納期到来の後期高齢者医療保険料を完納している方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0011
問 各支所 ＴＥＬ 八木
（0771）68-0022 日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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特定健康診査の受診につ
いて
南丹市国民健康保険以外の
医療保険に加入されている被
扶養者の方でも、医療保険者
が発行する「平成31年度特定
健康診査受診券」があれば、
市が実施するがん検診（集団
検診）と特定健康診査が受診
できます。
●申込方法 医療保険者が発
行する「平成31年度特定健
康診査受診券」と保険証を
持参の上、保健医療課でお
申し込みください。
※集団健診当日の混乱を防ぐ
ため、受信希望日の2週間
前までに必ずお申し込みく
ださい。
●注意事項
①
「特定健康診査受診券」の送
付時期は、各医療保険者や
職場によって異なりますの
で、ご加入の医療保険者に
ご確認ください。
②特定健康診査の自己負担金
は、医療保険者によって異
なります。
③医療保険者によっては、南
丹市集団健診での受診がで
きない場合があります。ご
加入の医療保険者に事前に
ご確認ください。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016

福祉タクシー等利用券使用期限は3月31日です
現在、障がいのある方を対象に交付している平成30年度南丹
市福祉タクシー等利用券は、使用期限が3月31日までとなって
います。4月1日以降は、利用券を使用することはできません。
使用期限内に使用せず返還された場合でも、現金との引換えは
しませんのでご注意ください。
南丹市福祉タクシー等利用券で支払いのできる事業者一覧は、
市ホームページをご覧いただくか、社会福祉課または各支所へ
お問い合わせください。
問 社会福祉課 ＴＥＬ（0771）
68-0007
問 各支所 ＴＥＬ 八木
（0771）68-0022
日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041

平成31年度福祉タクシー等利用券の申請について
障がいのある外出困難な在宅の方を対象に、福祉タクシーな
どの利用券を交付します。
利用券は、タクシー料金、バス（デマンドバスを含む）運賃や
自家用車のガソリン代に使用することができます。
●対象者
手帳（障がい）の種類
等級
交付枚数・所得要件
2万円分/年
（50円券を400枚）
じん臓機能障害
1・3級 ※5月以降の申請は、申請月か
ら1月あたり32枚分
※所得制限なし
視覚障害、下肢、体幹、
1・2級 1万円分/年
移動機能障害
（50円券を200枚）
心臓、呼吸器、ぼう
※5月以降の申請は、申請月か
こ う、 直 腸、 小 腸、 1級
ら1月あたり16枚分
肝臓機能障害
※世 帯全員の市町村民税額（所
療育手帳
A
得割）の合計が、23万5千円
精神障害者保健福祉
1級
未満の場合に限る。
手帳
●申込方法 3月1日（金）以降、社会福祉課および各支所で受け
付けます。手帳と印鑑を持参の上、申請してください。
（ 発行
は4月以降となります。）
問 社会福祉課 ＴＥＬ（0771）
68-0007
問 各支所 ＴＥＬ 八木（0771）
68-0022
日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

4K衛星放送の視聴につ
いて
平 成30年12月1日 か ら、
新4K・8K衛星放送が開始さ
れています。南丹市ケーブル
テ レ ビ（CATV）のBS／CSパ
ススルーサービスでは、BS
右旋の4K放送が視聴できる
ようになりました。
【無料】
※CATV基 本 料 金（ 月 額
1,540円）は必要です。
●チャンネル名
・BS朝日4K
・BSテレ東4K
・BS日テレ4K
（2019年9月1日から）
・NHK BS 4K
・BS-TBS 4K
・BSフジ4K
●視聴方法
・BS4Kを 視 聴 希 望 の 方 は、
BS／CSパススルー開始申
請書（手数料無料）を南丹市
情報センターまたは市役所
各 支所に提出してくださ
い。
※現 在BS／CSパススルーを
ご利用中の方は申請不要で
す。
※NHK-BSの視聴にはNHKと
のBS受信契約が必要です。
・新4K衛星放送に対応した
4Kテ レ ビ お よ び チ ュ ー
ナーまたは4Kチューナー
内蔵のテレビが必要です。
併せて、4K対応の分波器
が必要です。
※宅内の機器や配線の交換が
必 要な場合もありますの
で、電気店などでご確認く
ださい。
●そ の他 CATV では、BS
左旋およびCS左旋の4K・
8Kチャンネルは視聴でき
ません。視聴するためには
新4K・8K衛星放送対応の
アンテナなどを設置してく
ださい。

＝メールアドレス

※詳細は総務省ホームページ
H P http://www.soumu.
go.jp/menu_seisaku/
ictseisaku/housou_
suishin/4k8k_suishin/
bs_how-to.htmlでご確認
ください。
問 情報政策課
ＴＥＬ（0771）
68-0066
問 南丹市情報センター
ＴＥＬ（0771）
63-1777

人材募集
水道検針員を募集します
●職種 水道検針員
●勤務場所 園部町地内
●人数 1人
●検針件数 520件
●業務報酬 33,000円程度
●応募資格 65歳 未 満 で 普
通自動車免許を所持されて
いる方
※男女は問いません。
●業務内容 毎月1日〜10日
の間に、各家庭や事業所な
どに設置している水道メー
ターの検針を実施
●任用 5月1日（ 水・ 祝 ）か
ら
●募集期間 3月22日（金）〜
4月5日
（金）午前8時30分
〜午後5時15分
※土・日・祝日は除く
●申込方法 履歴書を総務課
または上水道課（八木支所
2階）へ提出してください。
※履歴書は、市販の横書きの
ものを使用し、写真を必ず
添付してください。履歴書
はお返しできません。
●採用方法 面接試験などで
合格者を決定します。面接
日は、申込者に別途連絡し
ます。
問 上水道課
ＴＥＬ（0771）
68-0053

HP ＝ホームページアドレス

相談会
下請かけこみ寺巡回相談
会を開催します
中小企業の皆さん、
「取引上
の悩み」を抱えていませんか。
「下請かけこみ寺」では、中小
企業が抱える取引上のトラブ
ルでお困りの方に、問題解決
に向けたアドバイスを行うた
めの相談を受け付けており、
巡回相談も実施します。
【無料】
●日程 4月3日、7月3日、
10月2日、2020年2月5日
（各水曜日）
●時 間 いずれも午後1時〜
3時
●場所 国際交流会館
●その他
・匿 名相談可能（ただし、弁
護士への相談は匿名ではで
きません。）
・秘密厳守で相談内容や相談
されたこと自体を秘密とし
て取り扱います。
・企業間取引や下請代金法な
どに詳しい専門の相談員や
弁護士が対応します。
●連絡先 （ 公 財 ）京 都 産 業
21ものづくり支援部
ＴＥＬ 0120-418-618
ＴＥＬ（075）
315-8590
・巡回日以外の相談時間は平
日午前9時〜正午、午後1
時〜5時です。相談員が不
在の日があります。
問 商工観光課
ＴＥＬ（0771）
68-0050

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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行政相談委員による定例
相談所を開設します

出張がん個別相談のお知
らせ

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 4月9日（ 火 ） 午 後1
時30分〜3時30分
●場 所 市 役 所3号 庁 舎2階
第4会議室
問 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
ＴＥＬ（075）
802-1188
問 総務課 ＴＥＬ（0771）
68-0002

「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】
●日程 4月16日、5月21日、
6月18日（各火曜日）
●時 間 いずれも午後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）
※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
問 京都府がん総合相談支援セ
ンター
ＴＥＬ 0120-078-394

取引適正化無料法律相談
会を開催します
中小企業の取引に関する諸
問題や法律手続きなどについ
て、企業間取引などに詳しい
弁護士が相談に応じます。秘
密厳守で相談内容や相談され
たこと自体を秘密として取り
扱います。
【無料】
●相談日 4月9日（火）、5月
7日（ 火 ）、6月11日（ 火 ）、
7月9日（火）、8月6日（火）、
9 月 10 日（火）、10 月 8 日
（ 火 ）、11月5日（ 火 ）、12
月10日（ 火 ）、2020年1月
7日（ 火 ）、2月12日（ 水 ）、
3月10日（火）
●時間 午後1時〜3時30分
●場所 京都府産業支援セン
ター1階会議室
●連絡先 （ 公 財 ）京 都 産 業
21ものづくり支援部
ＴＥＬ（075）
315-8590
●申込方法 事前に連絡先に
お申し込みください。
問 商工観光課
ＴＥＬ（0771）
68-0050
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多重債務無料法律相談の
ご案内
借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問い合わせ
ください。
【無料】
●日時 4月23日（火）
午後5時〜6時30分
※1人30分以内
●場所 園部公民館
●申 込方法 4 月 22 日（月）
午後4時までに、電話でお
申し込みください。
※上記以外の無料相談会場も
案内しています。まずはご
相談ください。
問 南 丹市 消 費 生 活 相 談 窓 口
（商工観光課内）
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ（0771）
68-0100

問 京都府南丹広域振興局商工

労働観光室

ＴＥＬ（0771）
23-4438

子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
４月事業のお知らせ
＜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。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●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。
＜お話会＞
●日時 4月17日（水）
午前10時30分〜11時
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 4月18日
（ 木 ）午 前
10時30分〜
●内容 体を動かして遊ぼう
＜親子リトミック＞
●日時 4月24日
（ 水 ）午 前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＞
●日時   4月25日（ 木 ） 午 前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
ＴＥＬ（0771）
68-0082

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

催し
南丹将棋教室3月開催日
変更のお知らせ
お知らせなんたん第314号
に掲載した開催日について、
講 師 の 都 合 に よ り3月31日
（日）は中止となりましたので
お知らせします。
問 園部公民館
（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）
63-5820

平成31年度「さくら楽習
館」受講生を募集します
●開設期間 4月～2020年3
月（各コース5講座）
●内 容 園 部 コ ー ス、 八 木
コース、日吉コース、美山
コース（各コースとも各町
内で開催します。）
●対 象 市内在住の55歳以
上の方
●費 用 各コース500円（別
途、実費徴収あり）
●募集期間 随時募集
※申し込み時期により、終了
している講座があります。
●申込方法 社会教育課、八
木公民館、日吉町生涯学習
センター、社会教育課美山
担当（美山支所内）のいずれ
かに、受講料を添えてお申
し込みください。
※申込用紙は、各事務所に備
え付けています。
※複数のコースに申し込み可
能ですが、内容が重複する
場合があります。
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

よしとみフォトフェスティ
バル2019を開催します
今年も手作りの写真展を開
催します。
＜共通事項＞【入場無料】
●場 所 吉富ノ庄（旧吉富小
学校）
＝メールアドレス

＜作品展＞
芸術大学の学生・写真家・
写真クラブの作品やフォト
ブックを展示します。
●日時 3月26日（ 火 ）〜30
日（土） 午前10時～正午、
午後1時～4時
＜木版画展＞
地元吉富鳥羽在住の宮嶋や
す子さんによる木版画を図書
室に展示します。
●日時 3月26日（ 火 ）〜30
日（土） 午前10時～正午、
午後1時～4時
＜サイアノタイプ体験＞
大阪芸術大学写真学科の学
生さんと日光写真の体験がで
きます。
●日時 3月30日（土）
午後1時30分～
●受付 職員室
●費用 500円
※開催期間などを変更する場
合があります。詳細はホー
ムペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ
い。
※この事業は南丹市市民提案
型まちづくり活動支援交付
金を活用して実施していま
す。
問 ワタリドリ写真部
ＴＥＬ 070-6920-0458
HP https://yoshitomiphoto.
localinfo.jp/

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。
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●日 時 4月1日、15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
＜グラウンドゴルフのつどい
＞
●日時 4月5日（月例大会）、
12日、19日、26日（ 各 金

HP ＝ホームページアドレス

曜 日 ） 午 前9時 ～11時45
分
●場所 球技場
●参加費 300円（当日受付）
＜レディーススポーツデー＞
●日時 4月10日、17日（各
水 曜 日 ） 午 前9時30分 ～
11時30分
●場所 体育館
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●参加費 300円（当日受付）
●対象 18歳以上の女性
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 4月9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 4月9日（火）
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）
＜太極拳教室＞
●日時 4月12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
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●日時 4月17日、24日（各
水曜日）午後1時30分～5
時
●場所 テニスコート
●参加費 300円（当日受付）
●対象 18歳以上
問 丹波自然運動公園
ＴＥＬ（0771）
82-0300
ＦＡＸ（0771）
82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 丹 波 町 曽 根
崩下代110-7

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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さくら楽習館コーラス部
の
「春をうたおう」
さくら楽習館コーラス部の
歌声と一緒に、春の童謡など
を歌って楽しみましょう。
【無
料】
●日時 4月3日（ 水 ） 午 後1
時30分～3時30分
●場 所 八木公民館3階大集
会室
●主催 さくら楽習館コーラ
ス部
問 八木公民館
ＴＥＬ（0771）
42-3132

おとなの読書会を開催し
ます
美山図書室では、2カ月に
1回大人の方を対象にした読
書会を開催しています。楽し
い時間を共有しませんか。
●日時 4月4日（木）
午後2時～4時
●場 所 美山文化ホール1階
会議室
●持ち物 おすすめの本
問 美山図書室
ＴＥＬ（0771）
68-0046

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌
を生伴奏で一緒に歌い、楽し
いひとときを過ごしません
か。
●日時 4月7日（日）
午後2時～4時
●場所 みんなの居場所「わ
っかっか！」
（日吉町殿田）
●運 営協力金 500円（小学
生以下無料）
問み
 んなの居場所「わっかっ
か！」
ＴＥＬ 080-9753-9402
w akkakka.2014@gmail.
com
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元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて、気持ち良く体を動かす
リズム体操や筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市
介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽
しく体を動かして生き生きとした元気な生活を目指しませんか。
●日程など
会場
時間
日程
4月8日、15日、22日、5月13日、
旧摩気小学 午前10時30分
20日、27日、6月3日、10日、17日、
校（園部） ～正午
24日（各月曜日）
こむぎ山健
4月11日、18日、5月9日、16日、
午後2時
康 学 園（ 園
23日、30日、6月6日、13日、20日、
～3時30分
部）
27日（各木曜日）
美山保健福
4月9日、16日、23日、5月7日、
午後2時
14日、21日、28日、6月4日、11日、
祉センター
～3時30分
（美山）
18日（各火曜日）
八木老人福
4月12日、19日、26日、5月10日、
午前10時30分
祉センター
17日、24日、31日、6月7日、14日、
～正午
（八木）
21日（各金曜日）
4月12日、19日、26日、5月10日、
とーくほー 午前10時
17日、24日、31日、6月7日、14日、
る（日吉） ～11時30分
21日（各金曜日）
胡麻基幹集
4月12日、19日、26日、5月10日、
午後2時
落センター
17日、31日、6月7日、14日、21日、
～3時30分
（日吉）
28日（各金曜日）
※会 場の都合により、日程を変更する場合があります。不明な
点はお問い合わせください。
●体操指導 元気アップなんたん（南丹市介護予防サポーター）
●参加費 500円（1回当たり）
10回前払いは3,500円
（上記日程で10回有効）
●参加方法 直接会場にお越しください。
（申込不要）
問 NPO法人元気アップAGEプロジェクト ＴＥＬ 080-4242-4734
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0016

健康づくり教室を開催します
●日時 4月10日、24日
（各水曜日）午前10時～正午
●場所 五ヶ荘地域活性化センター（森の学び舎 五ヶ荘）
●内 容 健康体操、健康教室、福祉・介護に関する相談、サロ
ン
※事前申し込みは不要です。
問 住みよいむらづくり協議会
ＴＥＬ（0771）
73-0605

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「外国人のための日本語
教室」を開催します
市民ボランティアと1対1
で勉強します。
【無料】
●日時
①4月7日 ～6月23日 の 毎 週
日曜日（全11回）
午前9時～10時30分
②4月11日～6月27日の毎週
木曜日（全11回）
午後6時30分～8時
※5月2日（木・休）、5日（日・
祝）は休み。
※期間の途中からでも受講で
きます。
●場 所 国際交流会館2階研
修室
●対象 市内に住んでいるか
働いている外国人の方
●申込方法   事前に、参加教
室（①または②）住所、氏名、
電話番号（自宅・携帯）を、
電話、FAX、Eメールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
＜日本語支援ボランティアを
募集します＞
関心がある方は協会に連絡
の上、見学に来てください。
●対象 市内在住または在勤
在学の方
※経験は問いません。外国語
がで きなくても大丈夫で
す。
問 南丹市国際交流協会
ＴＥＬ（0771）
63-1840
※火 ～金曜日の午後0時30分
～4時30分
ＦＡＸ（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

＝メールアドレス

八木町神吉
「風の市」
のお
知らせ
今年も4月から毎月第2土
曜日に地域内外の皆さんとの
親睦、交流を目的に手づくり
市を開催します。
●日時 4月13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
●内 容 野菜、鯖（巻き）寿
司、手づくり弁当、ちらし
寿司、うどん、ピザ、パン、
あみがさ団子、たこ焼き、
大判焼き、駄菓子、美山特
産品、漬物、布製品、はぎ
れ、各種手づくり品、婦人
服販売など
※当日変更になる場合があり
ます。
●主催 風の市を盛り上げる
会
●後援 南丹市
問 風の市を盛り上げる会
ＴＥＬ 090-6961-1021

さくら楽習館開講記念公
演のお知らせ
平成31年度さくら楽習館
を開講するにあたり、記念公
演を開催します。受講生以外
の方も参加いただけます。
●日時 4月23日（ 火 ）開講
式終了後 午後2時20分～
3時20分
●場所 南丹市立園部中学校
多目的ホール
●記念公演 南丹市立園部中
学校 吹奏楽部
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

HP ＝ホームページアドレス

「春よこいかつ
（恋活）
」
の
参加者を募集します
恒例のひよし龍の森「春よ
こいかつ（恋活）」を実施しま
す。日吉郷土資料館のかやぶ
き古民家の縁側で里山を眺
め、ほっこりした時間を体験
してください。
●日時 4月20日
（ 土 ）午 前
10時～午後4時（男性のみ
午前9時集合）
●場所 日吉町郷土資料館、
STIHLの森
●対 象 25歳～概ね45歳の
独身男女
※男性は南丹市またはその周
辺に在住、在勤しているか、
南丹市に住みたいと考えて
いる方
●定員 男女各15人
●参加費 女性3,500円、男
性4,500円
●主催 世木地域振興会
●協 力 京 都 府 婚 活 ネ ッ ト
ワークセンター
●申込方法 連絡先に電話ま
たはメールでお申し込みく
ださい。
問 世木地域振興会
ＴＥＬ 090-3356-2928
s ekinosatozukuri@gmail.
com

〒 ＝郵便番号・住所

第317号

17

園部地域情報
「ふれあい教室」の参加者を募集します
高齢者の憩いの場として、地域の公民館などで趣味活動をする「ふれあい教室」を実施しています
ので、ご参加ください。まずは見学だけでも結構です。
●日程・場所
＜月1回実施＞
実施日
実施場所
第1火曜日
曽我谷公民館、高屋公民館
第2火曜日
埴生公民館、殿谷公民館
＜月2回実施＞
実施日
実施場所
新町公民館、小山西町教育集会所、美園町公民館、南部コミュニティセン
第1、3火曜日
ター、北部コミュニティセンター、船岡文化センター、越方公民館
黒田公民館、竹井公民館、仁江公民館、大西公民館、半田公民館、大河内
第2、4火曜日
公民館
※実施日が祝日の場合は、翌週の火曜日に変更します。
※お住まいの地域以外の会場でも参加いただけます。
●時間 いずれも午前9時30分〜11時30分
●対象 園部地域在住のおおむね65歳以上で、デイサービスを利用していない方
●内容 手芸、園芸、フラワーアレンジ、歌と手遊び、クラフトテープでものづくり、お菓子づくり、
体操など
●費用 内容により材料費の自己負担あり（300円～800円）
●申込方法 「ふれあい教室」の会場にお越しいただき、申込書にご記入ください。申し込みは、随
時受け付けています。※初回に、必ず印鑑をご持参ください。
問 南丹市福祉シルバー人材センター ＴＥＬ（0771）
63-5320

南丹市メール配信サービスにご登録ください
南丹市ではスマートフォン、携帯電話、パソコンなどのメール機能を活用した情報配信サービ
スを行っています。登録は送信アドレス宛てに空メールを送信いただき、返信されたメールに従
い手続きをお願います。
※迷惑メールの受信拒否設定などをされている方は、空メール送信前に送信元メールアドレスの
受信許可を行ってください。
＜なんたんメール＞
南丹市に関係する各種警報、大雨情報、竜巻注意報、土砂災害警戒情報、震度3以上の地震情報
などが発表された場合、メール配信されます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raiden.ktaiwork.jp
QRコード
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●受信許可が必要なアドレス
問 情報政策課
ＴＥＬ（0771）
68-0066

nantan-city@raiden.ktaiwork.jp
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第317号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（平成31年4月1日～15日）

◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
ＴＥＬ（0771）
63-1777 ＦＡＸ（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市情報政策課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 ＴＥＬ（0771）68-0065 ＦＡＸ（0771）63-0653
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