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ＪＲＪＲＪＲＪＲ八木駅前駐輪場八木駅前駐輪場八木駅前駐輪場八木駅前駐輪場（（（（月極月極月極月極））））のののの利用申込者募集利用申込者募集利用申込者募集利用申込者募集    

 

 ＪＲ八木駅のすぐ前に駐輪場が設置されています。利用を希望される方は、南丹

市役所八木支所産業建設課までご来庁いただき、申し込み手続きをしてください。 

●名  称 ＪＲ八木駅前自転車等駐車場 

●場  所 ＪＲ八木駅のすぐ前（亀岡方面寄り） 

●形  態 駐輪位置指定制（６８台） 屋根付き 

※６８台を超えると露天駐車になります。原動機付自転車は露天駐車です。 

●利用料金 自転車 １ヵ月（３０日）     ２，０００円 

原動機付自転車 １ヵ月（３０日） ４，０００円 

 

◇申込・問合せ先 八木支所 産業建設課 

TEL ６８－００２４  FAX（0771）４２－５６１６ 

配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法のののの改正改正改正改正についてについてについてについて 

 

●配偶者暴力防止法とは 

 配偶者からの暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。たとえ、家庭内

の問題であってもその行為は許されません。配偶者からの暴力の防止及び被害者を

保護するため、平成１３年４月にこの法律が制定されました。 

●配偶者暴力防止法が平成２０年１月１１日から変わります。 

 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務を定めた、配偶者暴力

防止法の一部改正法が、平成１９年の通常国会で成立し、７月１１日に公布されました。 

●改正の主な内容 

 Ⅰ 保護命令制度の拡充 

  １ 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 

  ２ 電話等を禁止する保護命令 

① 面会の要求 

② 行動の監視に関する事項を告げること等 

③ 著しく粗野・乱暴な行動 

④ 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール（緊急やむを得

ない場合を除く。） 等 

  ３ 被害者の親族等への接近禁止命令 

 Ⅱ 市町村基本計画の策定の努力義務 

 Ⅲ 配偶者暴力相談支援センターに関する改正 

 Ⅳ 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知 

●内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイトを開設しています。 

（http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm） 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL ６８－００１７ FAX ６８－１１６６ 

南丹市資源南丹市資源南丹市資源南丹市資源ごみごみごみごみ集団回収事業報奨金集団回収事業報奨金集団回収事業報奨金集団回収事業報奨金のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

 

平成２０年４月から、資源ごみ集団回収報奨金の基準が変更となります。現行は、

回収量に対して１㎏当たり５円の報奨金を交付していますが、４月からは、回収業

者の買い取り価格を差し引くこととなります。報奨金としては減額となりますが、

ご理解くださいますようよろしくお願いします。 

●算定式 （５円〔㎏当たり〕－業者買上単価〔㎏当たり〕）×回収量(㎏)＝報奨金 

※算定式により算出した金額に小数点以下の端数がある場合は、小数点以下切り捨てとする。 

(例) 

業者買上単価 

〔㎏当たり〕 

回収量 計算式 

新聞紙 １．５円 ８２０㎏ (５円－１．５円)×８２０㎏＝２，８７０円 

雑誌 ０．５円 ６５０㎏ (５円－０．５円)×６５０㎏＝２，９２５円 

ダンボール ２．５円 ３２０㎏ (５円－２．５円)×３２０㎏＝    ８００円 

古布 １円 ７０㎏ (５円－  １円)×  ７０㎏＝    ２８０円 

※交付申請額 合計 ６，８７５円  

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL ６８－００１５ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時職員のののの登録申登録申登録申登録申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて    

 

 下記のとおり南丹市臨時職員の登録申し込みを受け付けます。平成２０年度中に

臨時職員が必要となった場合、登録していただいている方の中から雇用を行います。 

●職種および賃金                        （単位：円） 

職  種 日額 時間額 職  種 日額 時間額 

(1)一般事務職 5,600 700 (7)バス運転手 10,000 1,200 

(2)保育士 6,160 770 (8)保健師、(9)看護師 11,200 1,400 

(3)給食調理員 6,160 770 (10)管理栄養士 11,200 1,400 

(4)幼稚園教諭 6,160 770 (11)児童館指導員 4,800 800 

(5)施設管理人 5,600 700 (12)図書指導員 5,600 700 

(6)用務員 5,600 700 (13)放課後児童クラブ指導員 － 1,200 

※資格の必要な職種については、有資格者であること。 

●勤務場所 南丹市役所本庁・各支所、各市立保育所、市内各施設など 

●勤務時間 毎週月曜日から金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

      （ただし、職種によっては勤務日、勤務時間が異なる場合があります） 

●受付期間 平成２０年１月７日（月）～３１日（木）※土、日、休日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 (１) 臨時職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課にあります） 

(２) 履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

(３) 有資格の職種の場合は資格を証明する書類（写し） 

  ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●そ の 他 応募者は、臨時職員雇用予定者名簿に登録をし、平成２０年４月１日

以降必要に応じ雇用を行います。上記についての詳しいことや、上記

以外の職種を希望される場合などは下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL ６８－０００８  FAX ６３－０６５３ 

Eメール  jinji@city.nantan.kyoto.jp 

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。 

市営市営市営市営バスバスバスバス回数券回数券回数券回数券のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて    

 

平成２０年１月４日（金）から、本庁企画推進課と八木支所地域総務課でも市営

バス回数券の販売を行います。また、これまで同様、以下の場所でも取り扱っています。 

・市営バス車内 ・市営バス事務所（日吉、美山） ・日吉、美山支所各地域総務課 

・宮島振興会以外の美山の各地域振興会 

 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

年末年始年末年始年末年始年末年始にかかるにかかるにかかるにかかる閉庁閉庁閉庁閉庁・・・・休業休業休業休業・・・・運休運休運休運休のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

◆◆◆◆市役所業務市役所業務市役所業務市役所業務 …問合せ先 総務課 庶務係 TEL ６８－０００２ 

 １２月２９日（土）～１月３日（木）まで、市役所は閉庁とさせていただきます。 

なお、日宿直業務は、通常の休日と同様の対応となりますので、ご了承ください。 

 

◆◆◆◆社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設    …問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ 

施設名 年末年始の休業日 

園部公民館、八木公民館、日吉町生涯学習

センター、美山文化ホール 

各社会体育施設 

１２月２８日（金）～１月４日（金） 

中央図書館、八木図書室、日吉図書室 

美山図書室、文化博物館 
１２月２７日（木）～１月５日（土） 

日吉町郷土資料館 １２月２５日（火）～１月４日（金） 

各学校体育施設 １２月２５日（火）～１月７日（月） 

園部海洋センターの夜間使用 １２月２３日（日）～１月９日（水） 

    

◆◆◆◆国際交流会館国際交流会館国際交流会館国際交流会館    …問合せ先 南丹市国際交流会館 TEL (0771)６３－１７７７ 

年末年始の休業日 １２月２８日（金）～１月３日（木） 

    

◆◆◆◆市営市営市営市営バスバスバスバス …問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL ６８－０００３ 

１２月２９日（土）～１月３日（木）の間、南丹市営バスを運休させていただき

ます。皆さま方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりパソコンパソコンパソコンパソコン習習習習ってみませんかってみませんかってみませんかってみませんか」」」」講座講座講座講座ののののごごごご案内案内案内案内    

 

「ゆっくりパソコン習ってみませんか」講座は、パソコンを初めてみたいとお思いの

シニア層の方を対象に、シニアの方がインストラクターとなって進められる講座です。 

●開催日時 平成２０年２月１４日・２１日・２８日、３月６日（毎週木曜日） 

毎回 午後１時～４時 ※全４回 

●内  容 ・パソコン操作をゆっくり習いたい方を対象とする講座内容で進めます。 

・ステップアップ講座方式を取り入れ、パソコン操作レベルの向上を

目指すカリキュラムとします。 

①パソコンの基礎（電源を入れるところから基本操作手順の初級） 

②Ｗｏｒｄの基礎（Ｗｏｒｄで文字の入力手順から文章の作成手順） 

③Ｗｏｒｄ文章作成（文書のレイアウトや装飾様式など） 

④インターネットの基礎（インターネットの見方および電子メールの作成手順など） 

●開催場所 南丹市マルチメディアセンター（園部町小桜町63） 

●募集人数 １０人 ※応募者多数の場合、抽選で受講者を決定します。受講者確

定後、受講証を送付させていただきます。 

●受 講 料 １，０００円（教材費など）※初回コース開催時にお支払いください。 

●申込方法 官製はがきに、「住所、氏名、電話番号（または連絡先）、ＳＫＹ個人

会員の方は会員番号（会員以外の方も応募できます）」と、『シルバー

世代のパソコン講座受講希望』と明記の上、平成２０年１月２５日（金）

必着で、下記へ送付してください。 

●主  催 （財）京都ＳＫＹセンター ／ 共催：南丹市 

 

◇申込・問合せ先 （財）京都ＳＫＹセンター パソコン講座担当（山脇） 

〒604－0874 京都市中京区烏丸通丸太町下ル ﾊｰﾄﾋﾟｱ会館2階 

TEL（075）２４１－０２２６ 

エンエンエンエンジョイジョイジョイジョイ・・・・ゲームゲームゲームゲーム「「「「ソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボール交流大会交流大会交流大会交流大会」」」」    

 

●開催日時 平成２０年２月２４日（日）午前９時～午後５時 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館（八木町西田金井畠9） 

●内  容 ①混合の部（競技中２人以上女子が入っていること） 

②女子の部    ※ブロック別交流大会 

●定  員 ４８チーム（定員になり次第、締切） ●参加料 １チーム２,０００円 

●申し込み 平成２０年１月５日（土）以降に、下記へ電話、ＦＡＸ、郵送または

直接来館の上、お申し込みください。    

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（口丹波勤労者福祉会館） 

TEL（0771）４２－５４８４ FAX（0771）４２－５６８４ 

大堰川大堰川大堰川大堰川ジョギングジョギングジョギングジョギング大会大会大会大会    参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

●日  時 平成２０年１月２７日（日）午前９時３０分～ 受付開始 

午前１０時 開会式 ／ 午前１０時３０分 スタート 

●会  場 南丹市八木運動公園（八木町西田） 

●競技種目 (１) ファミリージョギングの部（約１．５㎞ 公園内周回コース） 

(２) ロードレース １部（約２．３㎞） 

(３) ロードレース ２部（約５．０㎞） 

●参加資格 小学生以上で、コースを完走できる方。ただし、ロードレース ２部（約

５．０㎞コース）は中学生以上。（ファミリージョギングの部は、保護

者が付き添う場合に限り小学生未満の参加も可能） 

●参 加 料 一人当たり１００円（当日、受付でお支払い願います） 

●参加申込 平成２０年１月２０日（日）午後５時までに、下記提出先に備え付けの

申込用紙に必要事項を記入し、提出先のいずれかにお申し込みください。 

●提 出 先 八木公民館、八木スポーツフォアオール、府立口丹波勤労者福祉会館 

●主  催 NPO法人八木町ｽﾎﾟｰﾂ協会(南丹市体育協会八木支部)/後援：南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）４２－３１３２／６８－００２６ 

『『『『氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷』』』』恒例恒例恒例恒例““““とんどとんどとんどとんど焼焼焼焼きききき””””のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

“とんど焼き”とは、家内安全・無病息災・五穀豊穣を願った行事で、火にあた

ると風邪をひかない、また、書き初めが高く上がると上手になるといわれています。 

●日  時 平成２０年１月１２日（土）午前９時～１０時まで 

●場  所 氷室の郷公園内 ※どなたでもお越しください。 

●内  容 しめ飾りや書き初めを燃やしたり、もちを焼いたりします。 

氷室特製のもちと小豆を使ったおいしい「ぜんざい」をふるまいます。 

 

◇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 

「「「「第第第第３４３４３４３４回新春回新春回新春回新春えむえむえむえむ寄席寄席寄席寄席」」」」開催案内開催案内開催案内開催案内    

 

 第３４回「新春えむ寄席」を開催します。皆さんのお越しをお待ちしています。 

●開催日時 平成２０年１月２０日（日）午後１時３０分 開場 ／ 午後２時 開演 

●会  場 南丹市美山文化ホール 大ホール（美山町島島台51番地） 

●出 演 者 月亭八方、桂ひろば、桂文鹿、林家染弥、豊来家玉之助 

●協 力 券 大人：前売り１，０００円／当日１，２００円 

    小・中学生：前売り５００円／当日６００円 

    ※小学生未満の方のご入場をお断りさせていただきます。 

●販売場所 社会教育課（市役所３号庁舎、八木公民館、日吉町生涯学習センター、

市役所美山支所）、企画集団「えむ」会員、美山町各地域振興会 

 

◇問合せ先 社会教育課 美山担当 TEL ６８－００４４ 

「「「「リフレッシュウリフレッシュウリフレッシュウリフレッシュウォーォーォーォーキングキングキングキング教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集！！！！    

 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊you ひよし」では、次のとおりリフレッシュ

ウォーキング教室を開催します。音楽に合わせてリフレッシュウォーキングをして、

いま話題のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群：内臓脂肪型肥満に加えて、

血糖値や、血圧、中性脂肪値が高い状態）の改善を目指しませんか。日ごろ運動不

足が気になる方は、ぜひご参加ください。 

●開催日時 平成２０年２月７日（木）～３月１３日（木）の毎週木曜日（全６回） 

午後７時３０分～８時３０分  ●場所 「遊youひよし」ホール 

●対 象 者  南丹市内在住、在勤および在学の方を優先します。（先着４０人） 

●指 導 者 ＪＷＡ認定ＦＷ･ＪＦＤ公認ＲＤｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 健康運動指導士 永田 操 氏 

●受 講 料 ２，０００円  ●服装 運動しやすい服装 

●持 ち 物 シューズ、バスタオル、水分（お茶など） 

●申込方法 平成２０年１月２３日（水）までに、直接または電話、ＦＡＸ（氏名、

住所、電話番号を明記）で下記へお申し込みください。 

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

●そ の 他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申し込み人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

  ◇申込・問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

                     TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771）７２－３３１１ 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市日吉町生涯学習センターでは、日本を代表する世界的冒険家植村直己の生

涯を描いた伝記ドラマ「植村直己物語」のビデオ上映会を開催します。 

植村直己と氷原の犬アンナ、北極圏横断の旅を支えた犬たちの物語を「遊youひよ

し」ホールで、ゆっくりとご鑑賞ください。入場料は無料で、事前申し込みは不要です。 

●日  時 平成２０年１月２０日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●作品紹介 監督：佐藤純彌／出演者：西田敏行、倍賞千恵子、古屋谷雅人、山本圭、

小沢栄太郎、山岡久乃、池部良ほか （上映時間 １４０分、カラー） 

植村直己は大学時代、優れた登山家である友人の小川の誘いで、初めて雪山登山に

挑んだ。そこで失態を演じた彼は、猛トレーニングを開始した。４回生の時、植村は

海外への憧れを強く抱くようになり、就職もせず、海外へ飛び出した。フランスで小

川たちのグループからヒマラヤ登頂を誘われた植村は、期待に応え、登頂に成功。そ

の後は単独での登山を続け、遂には五大陸の最高峰単独登頂に成功。目的を山から極

地へと転換する。そして彼は南極大陸を犬ぞりで横断する計画を立てるのだが…。 

  

◇問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）７２－３３００  FAX（0771）７２－３３１１ 

八木八木八木八木スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・フォアフォアフォアフォア・・・・オールオールオールオール「「「「おおおお花教室花教室花教室花教室」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

八木スポーツ・フォア・オールでは「お花教室」を開催しています。来年も多くの方々

に楽しく参加していただきたいと思っています。１月からの教室は次のとおりです。 

●開催内容 平成２０年１月１６日（水）午前１０時～ バレンタインのアレンジ 

２月２０日（水）午前１０時～ ひな祭りのアレンジ 

３月１９日（水）午前１０時～ ティータイムのアレンジ 

●受 講 料 １回２，５００円 ※花ばさみをお持ちの方は、ご持参ください。 

●申込締切 各開催日の１週間前までに下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 八木スポーツ・フォア・オール TEL･FAX（0771）４２－５３６６ 

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「「「「各種各種各種各種スポーツスポーツスポーツスポーツのつどいのつどいのつどいのつどい」」」」開催案内開催案内開催案内開催案内 

 

●障害者スポーツのつどい…平成２０年１月８日（火）午後１時３０分～３時３０分 

●シニアスポーツのつどい…平成２０年１月１１日（金、月例会）、１８日（金）、

２５日（金）毎回 午前９時～１２時 

 

◇問合せ先 (財)京都府立丹波自然運動公園協力会 TEL（0771）８２－０５６０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４７号（２の２）平成１９年１２月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膠膠膠膠原原原原病病病病（（（（こうげんびょうこうげんびょうこうげんびょうこうげんびょう））））個別相談個別相談個別相談個別相談    

 

 膠原病（こうげんびょう）は、適切な治療を受け、うまくつき合うことが大切で

す。病気や治療について心配事のある方は、お気軽にご相談ください。気になる症

状のある方も、この機会に保健所へご相談ください。 

●日  時 平成２０年１月２１日（月）午後１時３０分～４時３０分 

●場  所 京都府亀岡総合庁舎別館（旧京都府亀岡保健所） 

●対  象 膠原病で療養中の方、次の気になる症状がある方 

・皮膚が日光に当たると過敏になる、発疹ができる、皮膚が硬くなり

つまみにくいなど 

・手指がこわばる、指先が冷えると白くなり痛む、普段している動作

なのになぜか力が入りにくいなど 

●内  容 専門医による個別相談  ●相談料 無料 

●担 当 医 公立南丹病院 腎臓内科 草場 哲郎 医師 

●定  員 ５人（予約制、状況によりお断りすることがあります） 

    

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）６２－２９７９ 

「「「「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」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    

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。参

加を希望される方は、事前に下記へお申し込みください。 

日 程 時 間 場 所 来訪医師 

１月１１日（金） 午前１０時～１１時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

２月 ５ 日（火） 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

２月 ７ 日（木） 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 耳鼻咽喉科 

平
成

２０

年
 

３月１４日（金） 午後２時～３時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

●内  容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科・耳鼻咽喉科） 

●持 ち 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） 

●申込締切 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 ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便」」」」でででで年金加入記録年金加入記録年金加入記録年金加入記録がががが通知通知通知通知されますされますされますされます    

 

 平成１９年１２月から平成２０年１０月までに、年金受給者・被保険者全員に対

し、社会保険庁より「ねんきん特別便」が送付されます。 

「ねんきん特別便」では、社会保険庁が把握している年金加入記録をお知らせし

ています。ご自身の記録に漏れがないか十分にご確認いただき、訂正がない場合に

は同封の「確認はがき」を、訂正がある場合は「年金加入記録照会票」を、必ず社

会保険庁へ提出していただきますよう、ご協力をお願いします。 

社会保険庁では、基礎年金番号に結びついていない約５千万件の記録について、

現在も引き続き調査を実施されています。名寄せにより結びつく可能性のある記録

を探すためにも、結婚などで氏名が変わられた方で氏名変更の届出をされていない

場合は、変更の手続きをお急ぎくださいますようお願いします。 

住所の変更・訂正はご自身による手続きが必要となりますので、届出がお済みで

ない方はお手数ですが、次の該当する窓口で手続きをお願いします。 

●手続き先 ・国民年金第１号被保険者 … 市役所国保医療課、各支所健康福祉課 

・厚 生 年 金 加 入 者  厚生年金加入者の方のお勤め先の 

      ・国民年金第３号被保険者  社会保険担当部署 

      ・年  金  受  給  者 … お近くの社会保険事務所 

 なお、「ねんきん特別便」は、社会保険庁にお届けの住所にお送りするため、住所

変更の手続きがお済みでない場合、お手元にお届けすることができません。「ねんき

ん特別便」が平成２０年１０月までにお手元に届かない方は、基礎年金番号をご用

意の上、下記のねんきんダイヤルか各社会保険事務所窓口で、登録されている住所

が現住所と異なっていないかご確認ください。 

 

◇問合せ先 ねんきん特別便専用ダイヤル TEL ０５７０－０５８－５５５ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは ０３－６７００－１１４４へ 

ねんきんダイヤル（一般の年金相談） TEL ０５７０－０５－１１６５ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは ０３－６７００－１１６５へ 

国保医療課 TEL ６８－００１１ 

守守守守ろうろうろうろう、、、、確確確確かめようかめようかめようかめよう、、、、京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金 
 

 京都府産業別最低賃金のうち、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械

器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業の５業種について、下記のと

おり改正決定され、平成１９年１２月２１日から発効することとなりました。 

●産業別最低賃金（件名） 時間額（円） 

印刷業 ※H18.12.21発効 ７６１ 

金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ

等製造業（粉末冶金製品製造業を除く） 

８１１ 

金属加工機械、繊維機械、特殊産業用機械、一般産業用機械・

装置、事務用・サービス用・民生用機械器具、建設機械・鉱山

機械製造業（建設用クレーン製造業に限る） 

８１５ 

電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 ８０１ 

輸送用機械器具（自転車・同部品製造業除く）、建設機械・鉱

山機械製造業（建設用ショベルトラック製造業に限る） 

８１２ 

各種商品小売業（衣・食・住にわたる商品を一括して一事業所

で小売りする事業所） 

７５８ 

自動車（新車）小売業 ※H13.12.20発効 時間額 ７５０円 日額 ６,００７円 

自動車小売業（中古車、自動車部分品・

附属品小売業） ※H9.12.21発効 

時間額 ７４１円 日額 ５,９２６円 

※１８歳未満または６５歳以上の方や、技能習得中の方などは京都府最低賃金が適

用されます。詳しくは、下記へご確認ください。 

●京都府最低賃金（平成１９年１０月２５日発効）･･･ 時間額 ７００円 

 

◇問合せ先 京都労働局 労働基準部 賃金室 TEL (075)２４１－３２１５ 

２２２２月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、３３３３日日日日（（（（日日日日））））はははは『『『『南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭』』』』    

 

 平成２３年に京都府で開催される「第２６回国民文化祭」に向けた取り組みの１

つとして、下記のとおり南丹工芸文化祭を開催します。 

会場では、南丹市文化協会連絡協議会による作品展示や、市内で活躍されている

工芸家の作品展示を行います。 

なお、この取り組みは、２市１町および京都府が共同で開催する、『「美」と「和」

で「輪（むす）」ぶ』南丹文化ジョイントプログラム２００７の一環として開催する

ものです。入場は無料ですので、ぜひお越しください。 

●開催日時 平成２０年２月２日（土）午前１０時～午後５時 

２月３日（日）午前１０時～午後３時 

●会  場 南丹市国際交流会館および南丹市立文化博物館 

 

◇問合せ先 企画推進課 企画係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

工芸品展示会工芸品展示会工芸品展示会工芸品展示会におけるにおけるにおけるにおける展示品展示品展示品展示品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２０年２月２日（土）・３日（日）開催の南丹工芸文化祭において、市内で活

躍されている工芸家が作成された工芸品の展示を行います。 

この展示では、工芸家の人物像を紹介すると同時に、工芸の素晴らしさや匠（た

くみ）の技を来場者に知っていただき、あわせて、南丹市における工芸文化の高さ

についても知っていただくことを目的としています。 

工芸品の展示を希望される方は、平成２０年１月１０日（木）までに、電話で担

当者へご連絡ください。担当者が概要などについてご説明させていただきます。 

なお、今回対象とさせていただく方は、工芸をなりわいとされている方、または

これに準じる方で、南丹市に在住されているか、南丹市を主な活動の場とされてい

る方とさせていただきます。また、ここでいう「工芸品」とは、鑑賞目的の芸術品

ではなく、実用品でかつ芸術的な意匠を施し、機能性と美術的な美しさを融合させ

た工作物をいいます。 

 

◇問合せ先 企画推進課 企画係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

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


