
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４８号（３の１）平成２４年３月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 】 ・南丹市暴力団排除条例の制定について 

・ぐるりんバス路線変更およびデマンド乗降を行います 

・人間ドック利用助成のご案内 

・国民健康保険被保険者証の更新について 

【 裏 】 ・ヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成延長 

・平成２４年度福祉タクシー利用券の交付申請について 

・平成２４年度日吉福祉大学・紅が丘大学受講生の募集 

・なんたんテレビ番組表（３月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・集落支援員（嘱託職員）を募集します 

・多重債務無料法律相談を開催します 

・特定公共賃貸住宅の入居者を随時募集しています 

・固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧のご案内 

・文化博物館・郷土資料館「春の収蔵品展」を開催します 

・農業委員会活動への意見・要望を募集します 

・平成台住まいづくりフェアを開催します 

【 裏 】 ・４月の母子保健事業日程について 

・スプリングスひよしリニューアルオープンイベント開催 

・平成２４年度自動車税に係る身体障害者などの減免受付 

・平成２４年度国税専門官採用試験について 

・３月「カフェよっといで」のお知らせ 

・平成２４年度自衛官募集案内について 

・「歯科・口腔疾患」についての講座を開催します 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

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

【 表 】 ・＜○○地域版お知らせ＞ 

人間人間人間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    

 

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を行っています（年度内１人１回限り）。 

●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） 

※基本健診以外は、全額個人負担となります。内容は、各医療機関によって異なり

ますのでご確認ください。 

●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園部丹医会病院、③京都工場保健会（※頭部

ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設）、④明治国際医療大学附属病院（※頭部ＭＲ

Ｉ（脳ドック） 受診可能施設）、⑤医療法人知音会 御池クリニック（※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。 

●利用方法利用方法利用方法利用方法 保健医療課および各支所健康福祉課で利用申し込みの手続きをしてく

ださい。申し込みの際には、印鑑と被保険者証が必要です。人間ドックは予約制

で、受診日は市が取扱医療機関と日程を調整します。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ご提出の上、利用してください。な

お、予算の範囲内での助成ですので、ご希望に添えない場合があります。 

※明治国際医療大学附属病院での受診を希望される場合は、病院の受け入れ態勢な

どの関係により、３月２３日（金）以降に申し込みの手続きをしてください。 

●助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者 

＜国民健康保険短期人間ドック＞ 

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年度内に南丹市市民健診を受けていない方 

※平成２４年度内に下記の年齢に到達される方、または、平成２３年度内に一度も

医療機関などで受診されなかった方は、平成２４年度の人間ドック基本検診の費

用が無料となります（オプションは全額個人負担）。 

・満３０歳（昭和５７年４月２日生～昭和５８年４月１日生） 

・満４０歳（昭和４７年４月２日生～昭和４８年４月１日生） 

・満５０歳（昭和３７年４月２日生～昭和３８年４月１日生） 

・満６０歳（昭和２７年４月２日生～昭和２８年４月１日生） 

＜後期高齢者短期人間ドック＞ 

南丹市民の方で、下記の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の方 

②後期高齢者医療保険料を完納している方 

③年度内に南丹市が実施する健診（すこやか健診）を受診されていない方 

 

◇問合せ先 保健医療課 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 

南丹市暴力団排除条例南丹市暴力団排除条例南丹市暴力団排除条例南丹市暴力団排除条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

 
南丹市では、暴力団の存在および暴力団員による不当な行為により、市の行政、

市内の事業活動および市民の生活に生じる不当な影響を排除し、市民の安全・安心

で平穏な生活の確保を図ることを目的に、南丹市暴力団排除条例を制定しました。 

市の実施する事業により暴力団に利益を与えないよう、入札に参加させないなど

の措置を講じ、暴力団員との請負契約や下請契約を禁止します。また、警察と緊密

な連携を図り、情報の共有や市民生活の安全の確保に努めます。 

●施行日施行日施行日施行日 ４月１日 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

◇暴力団に関する相談 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

京都府暴力追放運動推進センター TEL（075）451-8930 

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。 

ぐるりんぐるりんぐるりんぐるりんバスバスバスバス路線変更路線変更路線変更路線変更およびおよびおよびおよびデマンドデマンドデマンドデマンド乗降乗降乗降乗降をををを行行行行いますいますいますいます    

 

●変更変更変更変更となるとなるとなるとなる路線路線路線路線 摩気スクール・園部東部線（３０系統） 

●変更内容変更内容変更内容変更内容 

①ルート変更：新堂口～熊崎口（旧道を通るコースに変更） 

②ルート延長：高屋公民館～大見谷～熊原口～佐切公民館～越方公民館 

        （通称「台坪」を通るコースを延長） 

 ③デマンド運行：曽我谷バス停 

曽我谷バス停を利用して乗降される場合は、予約があった場合のみ、ルート

を曽我谷バス停まで延長して運行します。予約がない場合は、曽我谷バス停へ

は運行しません。前日の午後５時までに下記の予約先にご予約ください。 

※各コースの変更・延長に伴い、各バス停も変更となります。 

 

◇予約先   中京交通 TEL（0771）63-0521 

◇問合せ先 交通対策室 TEL（0771）68-0003 

国民健康保険被保険者証国民健康保険被保険者証国民健康保険被保険者証国民健康保険被保険者証のののの更新更新更新更新についてについてについてについて    

 

現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限は、３月３１日です。新しい被

保険者証は、３月下旬に加入者全員分をまとめて世帯主あてに簡易書留郵便で郵送

します。また、７０歳以上７５歳未満の方（現役並み所得者を除く）には、高齢受

給者証も同封します。新しい保険証が届いたら、内容に誤りがないかご確認いただ

き、古い保険証を４月１日以降に返却してください。配達日に不在の場合は、ご自

宅のポストに「預り証」が投函され、４月１日まで郵便局で保管されますので、郵

便局にお問い合わせいただき、お受け取りください。４月２日以後は、保健医療課

および各支所健康福祉課で、世帯主またはご家族の本人確認を行った上で交付しま

す。受け取りの際には、古い保険証、印鑑および本人確認のできる書類（運転免許

証など）を必ずご持参ください。なお、短期被保険者証をお持ちの世帯には、別途、

更新について通知します。 

 

◇問合せ先 保健医療課 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 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度福祉年度福祉年度福祉年度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    

 

下記の方を対象に南丹市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 次のいずれかにあてはまる手帳をお持ちの在宅の方 

手帳（障がい）の種類 等級 交付枚数・所得要件 

じん臓機能障害 １・３級 

・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 

※所得制限なし 

視覚障害、下肢、体幹機能障害 １・２級 

心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、

小腸、肝臓機能障害 

１級 

療育手帳 Ａ 

・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 

※世帯全員の市町村民税額（所得割）

の合計が、235,000円未満の場合に

限る 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 手帳と印鑑を持参の上、下記の窓口で申請してください。なお、発行

は４月以降となります。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 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２４２４２４２４年度日吉福祉大学年度日吉福祉大学年度日吉福祉大学年度日吉福祉大学・・・・紅紅紅紅がががが丘大学受講生丘大学受講生丘大学受講生丘大学受講生のののの募集募集募集募集    

 
 高齢者および女性を対象とした日吉福祉大学・紅が丘大学の受講生を募集します。                                                           

●期間期間期間期間 ５月～平成２５年３月 

●講座内容講座内容講座内容講座内容 開講式、閉講式、交通安全教室、歴史探訪・社会見学、うた声講座、歴史

講座（史跡めぐり）、食生活講座、物づくり教室、陶芸教室、迎春用寄せ植え教室、人

権講座、グラウンド・ゴルフ交流大会、爽やかウオーキング、ボウリング交流大会 

●受講資格受講資格受講資格受講資格 日吉福祉大学：南丹市内在住のおおむね６５歳以上の男女 

      日吉紅が丘大学：南丹市内在住のおおむね６５歳未満の女性 

●受講料受講料受講料受講料 1,000円（講座運営費など）※講座によっては材料費、参加費など実費を

徴収することがあります。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月２４日（土）までに、受講料を持って日吉町生涯学習センターに

お越しいただいき、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 開催場所は日吉町生涯学習センターが中心ですが、講座によっては、他

の場所で開催することがあります。 
 
◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 TEL（0771）72-3300 

ヒブヒブヒブヒブ・・・・小児肺炎球菌小児肺炎球菌小児肺炎球菌小児肺炎球菌・・・・子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん予防予防予防予防ワクチンワクチンワクチンワクチン接種費用助成延長接種費用助成延長接種費用助成延長接種費用助成延長    

 
下記の予防接種の公費助成（自己負担なし）は、３月３１日までの接種分が対象

となっていましたが、平成２５年３月３１日まで延長します。 

＜子宮頸がん予防ワクチン＞ 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市に住民登録のある方で下記に該当する方 

・中学校１年～３年（平成８年４月２日～平成１１年４月１日生）の女子 

・高校１年生相当（平成７年４月２日～平成８年４月１日生）の女子で、平成 

２４年３月３１日までに１回目を接種した方 

※平成２４年４月１日以降に新たに対象となる方 

・新中学１年生（平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生）の女子 

●接種回数接種回数接種回数接種回数 ３回 

＜ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン＞ 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市に住民登録のある生後２カ月～５歳未満児    

●接種回数接種回数接種回数接種回数 接種開始年齢により異なります。かかりつけ医にご相談ください。 

●●●●実施医療機関実施医療機関実施医療機関実施医療機関（順不同）  

実施予防接種 

医療機関名 電話番号 

ヒブ 肺炎球菌 子宮頸がん 

公立南丹病院 42-2510 ○ ○ ○ 

高屋こども診療所 68-1155 ○ ○ ○ 

吉田小児科内科医院 63-1458 ○ ○ ○ 

川西診療所 62-0139 ○ ○ ○ 

園部丹仁会病院 62-0515 × × ○ 

山田医院 42-2306 ○ ○ ○ 

きむら診療所 43-0860 × × ○ 

明治国際医療大学附属病院 72-1221 × × ○ 

藤岡五ヶ荘診療所 73-0203 ○ ○ ○ 

美山診療所 75-1113 ○ ○ ○ 

美山林健センター診療所 76-0201 ○ ○ ○ 

※必ず事前に予約をしてください。予診票は医療機関に備え付けてあります。上記

医療機関以外での接種を希望される方、ご不明な点などはお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森                                                                                    初回３月２２日【木】 ６時 

ふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろば                                                                    初回３月２２日【木】６時１５分    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュースもぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ                初回 ３月１７日【土】 ７時 ３月２４日【土】７時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

平屋小学校 ６年生を送る会                                                        初回３月１６日【金】 ８時    

富本小学校 ６年生を送る会                                初回３月１８日【日】 ８時 

吉富小学校 はばたけ集会(６年生を送る会)                                初回３月２０日【火】 ８時 

川辺小学校 ６年生を送る会                         初回３月２２日【木】 ８時 

園部中学校 卒業式                                                                        初回３月２４日【土】 ８時    

美山中学校 卒業式                      初回３月２６日【月】 ８時 

八木中学校 卒業式                     初回３月２８日【水】 ８時 

八木中央幼児学園 園児お別れ会               初回３月２９日【木】 ６時 

殿田中学校 卒業式                     初回３月３０日【金】 ８時 

園部高校附属中学校 卒業式                 初回３月３１日【土】 ６時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市議会南丹市議会南丹市議会南丹市議会３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会⑥⑥⑥⑥ ３月２３日の模様         初回３月２５日【日】１４時 
南丹市議会南丹市議会南丹市議会南丹市議会３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会⑦⑦⑦⑦ ３月２８日閉会           初回３月３１日【土】１４時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックトピックトピックトピックスススス（ＪＡ京都 提供）（毎日）6：30／11：30／18：30／21：30（変更あり） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、南丹市情報センターホームページをご覧ください。

http://www.cans.ne.jp/なんたんネットワーク ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 月曜月曜月曜月曜・・・・祝日休館祝日休館祝日休館祝日休館    

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    なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表（（（（３３３３月月月月1111６６６６日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４８号（３の２）平成２４年３月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
 
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。まずはご相談ください。（秘密厳守・無料） 

●日時日時日時日時 ３月２７日（火）午後４時～７時（１人４５分以内）  

●場所場所場所場所 園部公民館 ●予約予約予約予約 ３月２６日（月）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ご案内していますので、お問い合わせください。 
 

◇申込・問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅のののの入居者入居者入居者入居者をををを随時募集随時募集随時募集随時募集していますしていますしていますしています    

 

●特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅とはとはとはとは 自らが居住するための住宅を必要とする中堅所得者（月収額

158,000円以上487,000円以下の世帯）のための住宅です。 

●募集募集募集募集しているしているしているしている特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅    ※ホームページで随時更新しています。 

団地名 間取り 募集戸数 家賃（月額） 人数要件 

１ＤＫ ２戸 35,000～45,000円 単身入居可 

園部向河原団地 

３ＬＤＫ ３戸 65,000～85,000円 ２人以上世帯 

日吉大迫団地 ３ＤＫ １戸 40,000～60,000円 ２人以上世帯 

美山上平屋団地 ２ＬＤＫ １戸 40,000～50,000円 ２人以上世帯 

●申込資格申込資格申込資格申込資格 住宅課へお問い合わせください。申し込みは随時受け付けています。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅入居申込書および必要書類（入居予定者の住民票謄本、収入を証

明する書類、市税等納付証明書など）を住宅課に持参の上、お申し込みください。 

※募集案内書および申込書類は住宅課に備え付けのほか、市ホームページからもダ

ウンロードしていただけます。 

●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土・日・祝日は受け付けをしていません） 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 毎月２５日受け付け分（閉庁日の場合は直前の開庁日）で締め切り、「南

丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例」に基づき審査します。 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 締切日からおおむね５０日後 

※３月２３日（金）までの受け付け分の場合、５月中旬入居予定となります。 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

URL http://www.city.nantan.kyoto.jp/jyutakuka/ 

文化博物館文化博物館文化博物館文化博物館・・・・郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館「「「「春春春春のののの収蔵品展収蔵品展収蔵品展収蔵品展」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

文化博物館・郷土資料館では、下記のとおり春の収蔵品展を開催します。展示会

の詳細は、広報チラシおよび各館のホームページなどをご覧ください。なお、展示

準備および撤収作業などを行うため、下記の期間臨時休館します。 

＜文化博物館＞ 

●展示会名展示会名展示会名展示会名 麻田辨自～スケッチブックの中から～ 

●期間期間期間期間 ３月１７日（土）～５月２０日（日） ●休館日休館日休館日休館日 毎週月曜日・祝日 

●時間時間時間時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

●臨時休館日臨時休館日臨時休館日臨時休館日 ３月１３日～１６日、５月１日、２日、５月２２日～２５日 

※３月２０日、４月２９日、３０日、５月３日～５月５日は臨時開館日。 

●入館料入館料入館料入館料 大人300円、学生200円、小人100円 

※２０人以上の団体は２割引。また、市内在住の小・中学生は入場無料。 

＜郷土資料館＞ 

●展示会名展示会名展示会名展示会名 節句のいろどり～お人形へ祈りをこめて～ 

●期間期間期間期間    ３月２４日（土）～５月２８日（月） ●休館日休館日休館日休館日 毎週火・水曜日・祝日 

●時間時間時間時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

●臨時休館臨時休館臨時休館臨時休館日日日日    ３月１９日、２０日、２３日、５月３１日～６月４日 

●入館料入館料入館料入館料 大人200円、学生150円、小人100円 

※２０人以上の団体は２割引。また、市内在住の小・中学生は入場無料とします。 

 

◇問合せ先 文化博物館 TEL（0771）68-0081 

      日吉町郷土資料館 TEL（0771）72-1130 

平成台住平成台住平成台住平成台住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくりフェアフェアフェアフェアをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

平成台販売促進事業の一環として住宅・不動産相談コーナー、住宅ローン相談コ

ーナー、土地購入相談コーナーのほか、地元産品即売コーナー、ものづくり体験コ

ーナーなど盛りだくさんのイベントを実施します。（申込不要・無料） 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（火・祝）午前１０時～午後４時（荒天時中止） 

●●●●場所場所場所場所 園部町小山東町平成台一号地内 ●●●●主催主催主催主催 平成台販売促進会 
 

◇問合せ先 財務課 TEL（0771）68-0091 

農業委農業委農業委農業委員会活動員会活動員会活動員会活動へのへのへのへの意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

「平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」および「平

成２４年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」を作成し、市ホームペー

ジおよび農業委員会事務局で公表しています。この案についてのご意見、ご要望を

募集します。いただいたご意見、ご要望を計画策定に反映します。なお、お寄せい

ただいたご意見・ご要望は、整理、集約し公表します。個別の返答はできません。

提出書類は返却しません。 

●提出方法提出方法提出方法提出方法 ４月９日（月）までに、ホームページに掲載の様式または任意様式に

必要事項をご記入の上、郵送、持参、Ｅメールのいずれかでご提出ください。 

 

◇提出・問合せ先 農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 

Ｅメール co-nougyo@city.nantan.kyoto.jp 

固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿のののの縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・課税台帳課税台帳課税台帳課税台帳のののの閲覧閲覧閲覧閲覧のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

平成２４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

課税台帳を閲覧いただけます。 

●縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間 ４月２日（月）～７月２日（月）（土・日・祝日は除く） 

●閲覧期間閲覧期間閲覧期間閲覧期間 通年（土・日・祝日は除く） 

●縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・閲覧時間閲覧時間閲覧時間閲覧時間 午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

●縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・閲覧閲覧閲覧閲覧場所場所場所場所 税務課および各支所地域総務課 

●縦覧対象者縦覧対象者縦覧対象者縦覧対象者 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 

●閲覧対象者閲覧対象者閲覧対象者閲覧対象者 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・閲覧いただく際は、所有者または納税者の本人確認ができるもの（運転免

許証など）と、印鑑をご持参ください。また、所有者または納税者から委任を受

けられる場合は、個人・法人の委任状（要押印）と代理人の本人確認ができるも

のが必要です。借地・借家人の方が閲覧される場合は賃貸借契約書が必要です。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

  日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

集落支援員集落支援員集落支援員集落支援員（（（（嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

地域、集落の実情を把握し、時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進する

ために集落支援員を募集します。 

職種 勤務場所 人数 賃金 備考 

集落支援員リーダー 

市役所本庁 

または各支所 

２人 

月額 

200,000円 

通勤手当支給、社会保

険・雇用保険加入 

集落支援員 

市役所本庁 

または各支所 

４人 

月額 

145,500円 

通勤手当支給、社会保

険・雇用保険加入 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 ３月９日（金）～（土・日・祝日除く） 

※随時面接を実施し採否を決定します。希望人数に達し次第応募を締め切ります。 

●受付時間受付時間受付時間受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

●活動期間活動期間活動期間活動期間 契約日～平成２５年３月３１日 

●募集要件募集要件募集要件募集要件 集落支援員リーダーは、下記の全てを満たす方で、集落支援員は下記

の①～④を満たす方。 

①集落を元気にするために熱意を持って活動できる方、②地域の実情に通じ、地

域づくりへの関心の高い方、③心身ともに健康で誠実に業務を行うことができる

方、④普通自動車免許を有している方、⑤パソコン（ワード、エクセル、メール

など）の一般的な操作ができる方 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 集落支援員リーダーは下記のすべての業務、集落支援員は下記の③～

⑤の業務に従事していただきます。 

①行政および中間支援組織、地域団体などとの連携・協力・協働、②全集落の状

況把握および集落支援員の活動状況の把握・援助・指導・助言、③集落の巡回・

状況把握および課題の分析、④関連する会議への出席および集落維持・活性化に

向けた話し合いの場づくり、⑤その他、南丹市の集落補助金の相談など集落維持・

活性化に必要な支援 

●活動地区活動地区活動地区活動地区 旧４町の各地域の中で高齢化率が高い地区など 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 週３７.５時間勤務（勤務日、勤務時間は応相談） 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 嘱託職員申込書（地域振興課および各支所地域総務課に備え付け） 

 

◇提出・問合せ先 地域振興課 TEL（0771）68-0019 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４月月月月のののの母子保健事業日程母子保健事業日程母子保健事業日程母子保健事業日程についてについてについてについて    

 

 事業名 対象（月齢など） 

４月６日（金） 乳児後期健診 平成２３年５月生 

４月１３日（金） 乳児前期健診・ＢＣＧ予防接種 平成２３年１２月生 

４月１６日（月） ポリオ予防接種※① 生後３カ月～９０カ月の乳幼児 

４月１７日（火） ２歳５カ月児健診※② 平成２１年１０月１日～１１月８日 

４月１８日（水） １歳８カ月児健診 平成２２年７月２４日～８月５日生 

４月２０日（金） ３歳５カ月児健診 平成２０年１０月生 

４月２４日（火） 離乳食教室 生後４カ月～１歳ごろの乳児と保護者 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター 

※①ポリオは、５月に園部、八木、日吉、美山会場にて各１回実施します。 

※②平成２４年度から、幼児期から健全な歯を守るため２歳５カ月時期に集団で歯

科健診と希望者にフッ素塗布を実施します。また、「２歳５カ月児健康相談」から

「２歳５カ月児健診」に名称を変更します。 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度自動車税年度自動車税年度自動車税年度自動車税にににに係係係係るるるる身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者などのなどのなどのなどの減免受付減免受付減免受付減免受付    

 
 心身に障がいのある方で一定の要件に該当する場合には自動車取得税・自動車税

の減免を行っています。すでに減免を受けて継続減免のはがきを提出された方およ

び本人運転で車の変更のない方は申請していただく必要はありません。詳細はお問

い合わせください。 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ４月２日（月）～５月２４日（木）午前８時３０分～午後５時１５分 

●場所場所場所場所 南丹広域振興局税務室 

●臨時窓口臨時窓口臨時窓口臨時窓口 

実施日時 実施場所       

４月１８日（水） 

５月１１日（金） 

午前９時～正午 

午後１時～４時３０分 

南丹広域振興局園部地域総務室 

（京都府園部総合庁舎） 

 
◇申請・問合せ先 南丹広域振興局税務室 TEL（0771）22-0330               

平成平成平成平成２４２４２４２４年度国税専門官採用試験年度国税専門官採用試験年度国税専門官採用試験年度国税専門官採用試験についてについてについてについて    

 
●受験資格受験資格受験資格受験資格 （１）昭和５７年４月２日～平成３年４月１日生まれの方 

      （２）平成３年４月２日以降生まれの方で次に掲げる方 

       ①大学を卒業した方および平成２５年３月までに大学を卒業する見込みの方 

       ②人事院が①と同等の資格があると認める方 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月２日（月）～１２日（木）の期間に、インターネットでお申し込

みください。 

●第第第第１１１１次試験次試験次試験次試験 ６月１０日（日） ●採用予定数採用予定数採用予定数採用予定数  約８００人 

 

◇問合せ先 大阪国税局人事第二課 TEL（06）6941-5331  

園部税務署総務課 TEL（0771）62-0340 

◇申込先 ＵＲＬ http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

「「「「歯科歯科歯科歯科・・・・口腔疾患口腔疾患口腔疾患口腔疾患」」」」についてのについてのについてのについての講座講座講座講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

高齢者の歯科・口腔疾患について、原因や治療を分かりやすくお話しします。鍼

灸治療のお話もした上で、専門のスタッフが家庭でできるツボ療法を指導します。

南丹市民の方ならどなたでもご参加いただけます（申込不要・無料） 

●日時日時日時日時 ３月２５日（日）午後１時３０分～４時（受付：午後１時） 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館１階イベントホール 

●内容内容内容内容    ・テーマ：「歯科と鍼灸」 

・講演：①高齢者の歯科・口腔疾患、②鍼灸治療によるアプローチ、 

③家庭でできるツボ療法の実技指導 

 

◇問合せ先 明治国際医療大学附属鍼灸センター TEL（0771）72-1210 

京都府立京都府立京都府立京都府立ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス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 

 
＜日本各地のマンホール写真展（無料常設展）＞ 

３月２５日（日）まで開催しています。自治体によって表情が異なるマンホール

をお楽しみください。 

＜ピザ焼きの石窯を作ろう＞ 

四方から熱が加わる石窯は、ピザやパン焼きに最適の調理器具です。アーチ型の木枠

作り、れんがの積み方など石窯を分解しながら解説し、自分の手で組み上げます。 

●日時日時日時日時 ３月１７日（土）、１８日（日）午前１０時～ 

●内容内容内容内容 １７日：石窯の分解と作り方の解説、１８日：石窯作り実習 

●参加費参加費参加費参加費 5,000（各日日帰り・昼食付） 

＜石窯でピザを焼こう＞ 

ピザのレシピと作り方、焼き方を学び、完成した石窯で焼きたてのピザを満喫します。 

●日時日時日時日時 ３月２５日（日）午前１０時～ ●●●●参加費参加費参加費参加費 5,000（ピザ・ソフトドリンク付） 

＜さをり織り教室＞ 

●日程日程日程日程 毎週金・土曜日 

●コースコースコースコース・・・・時間時間時間時間 ・午前コース：午前１０時～午後０時３０分 

・午後コース：午後１時３０分～４時 ※半日参加可能。 

●参加費参加費参加費参加費    半日 1,000 円（講習・室料含む）※別途材料費が必用です。作品の重さ

に応じてお支払いいただきます。 

※無料常設展以外は、電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（075）854-0216    

スプリングススプリングススプリングススプリングスひよしひよしひよしひよしリニューアルオープンイベントリニューアルオープンイベントリニューアルオープンイベントリニューアルオープンイベント開催開催開催開催    

 

●●●●オープンイベントオープンイベントオープンイベントオープンイベント ３月１５日（木）午前１０時～ 

・内容 ①オープン記念のお餅つき振る舞い 

②リニューアルオープン記念きっぷ（道の駅）の配布 

（里の市で1,000円以上お買い上げいただいた方で、ご希望の方に進呈します）   

③スプリングスジャンボくじ  

※配布数は２万枚。なくなり次第終了。回数券や賞品が当たるジャンボく

じです。５００円以上のご利用ごとに、１枚進呈します。温泉プールは、

ご利用時に１枚進呈します。抽選日は、４月１５日（日）です。（各当選

賞品の引き換えは５月１５日（火）まで） 

●春春春春のののの薬湯薬湯薬湯薬湯まつりまつりまつりまつり 

・日本酒の湯 ３月１９日（月） ・酒粕の湯 ３月２０日（火・祝） 

・丹波ワインの湯 ３月２７日（火） 

●ゆるゆるゆるゆるキャライベントキャライベントキャライベントキャライベント「「「「ゆっぴゆっぴゆっぴゆっぴ～～～～のおのおのおのお友達大集合友達大集合友達大集合友達大集合」」」」 

・日時 ３月３１日（土）午前１１時～ 

・内容 ゆるキャラＰＲタイム、クイズ大会、ゆるキャラふれあい、写真撮影会、

グッズ販売会 

・参加キャラクター 亀岡市：明智かめまる君、福知山市：ゴーヤ先生  

京田辺市：キララちゃん、兵庫県三田市：えべっちゃん 他 
 
◇問合せ先 スプリングスひよし TEL（0771）72-1526 

     日吉支所地域総務課 TEL（0771）68-0030 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度自衛年度自衛年度自衛年度自衛官募集案内官募集案内官募集案内官募集案内についてについてについてについて    

 

●募集種目募集種目募集種目募集種目およびおよびおよびおよび試験期日試験期日試験期日試験期日などなどなどなど 

募集種目 受付期限 試験期日 

一般・ 

技術 

１次：５月１２日・１３日（１３日は飛行要員のみ） 

２次：６月１２日～１５日のうち指定する日 

３次：７月９日～８月９日（飛行要員のみ指定日） 

幹部 

候補生 

歯科・ 

薬剤科 

４月２７日 

（金） 

１次：５月１２日 

２次：６月１２日～１５日のうち指定する１日 

●資格資格資格資格    

 ＜一般・技術＞２０歳以上２６歳未満の方（２２歳未満の方は大卒（見込含））、大学院

修士学位取得者（海上技術幹部候補生志願者は、理工学修士学位取得者に限る）およ

び自衛官は２８歳未満の方 

＜歯科・薬剤科＞専門の大卒（見込含）２０歳以上３０歳未満の方（薬剤は２０歳以上

２６歳未満（薬学修士学位取得者は２８歳未満）の方） 

●そのそのそのその他他他他 自衛隊各駐屯地および各基地などでも案内を行っています。 

 

◇申込・問合せ先 

自衛隊京都地方協力本部 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町４３８-１ 

TEL（075）211-3471 Ｅメール recruit1-kyoto＠pco.mod.go.jp 

ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/kyoto/ 

亀岡募集案内所 亀岡市古世町西内坪34-26 TEL（0771）24-4170 

南丹市役所 総務課 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0002 

３３３３月月月月「「「「カフェカフェカフェカフェよっといでよっといでよっといでよっといで」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 
 

今回は春休みに行います。地域の方をはじめ、保育園や小学校に通っているお兄

ちゃんやお姉ちゃんも一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。（申込不要） 

●日時日時日時日時 ３月２６日（月）午前１０時～午後１時 ●場所場所場所場所 美山保健福祉センター 

●●●●内容内容内容内容 ピザ作りとヨーガ＆カフェ（ヨーガ講師：松尾 圭子氏） 

●参加協力金参加協力金参加協力金参加協力金 500円（無農薬引き立てコーヒー、お菓子、ピザ材料代含む） 

●そのそのそのその他他他他 妊娠、授乳中のお母さんの飲み物もあります。※アレルギーも考慮しています。 

 

◇問合せ先 みやま子育てパートナーズ「よっといで」 TEL（0771）75-0355 

 子育てすこやかセンター  TEL（0771）68-0082 


