
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５２号（３の１）平成２０年３月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

下記の日程で、平成２０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ができます。 

●縦覧期間 ４月１日（火）～６月３０日（月）※ただし、土・日・祝日は除く 

●閲覧期間 通年 ※ただし、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・閲覧に必要なもの 下記のいずれかの書類など 

① 平成１９年度の納税通知書または課税明細書 

② 所有者または納税義務者の本人確認ができるもの（運転免許証など） 

※委任を受けられる場合は、個人・法人の委任状（要押印）と受任者の本

人確認ができるものが必要となります。 

●縦覧・閲覧窓口 税務課資産税係、各支所地域総務課総務係 
 

◇問合せ先 税務課 資産税係 TEL ６８－０００４ 

各支所 地域総務課 総務係 TEL 八木 ６８－００２０ 

日吉 ６８－００３０ 美山 ６８－００４０ 

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 】 ・固定資産縦覧帳簿の縦覧、課税台帳の閲覧のご案内 

・総合相談センター「みちしるべ」のご案内 

・家族介護慰労金支給制度のご案内 

・平成１９年度父子家庭奨学金等支給申請書のご案内 

・平成２０年度市民健診自己負担額についてのお知らせ 

【 裏 】 ・人権擁護委員による人権相談を実施します 

・「きこえと補聴器の相談会」のご案内 

・『ひざ痛』についての市民公開講座のお知らせ 

・恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆さまへ 

・「最低賃金法」が変わります 

・園部公民館春休み映画大会のお知らせ 

・園部公民館講座の受講生を募集します 

・八木スポーツ・フォア・オール「お花教室」参加者募集 

・オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

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

【 表 】 ・地域力再生プロジェクト支援事業交付金を支給します 

・南丹市嘱託職員を募集します 

 ・調理師試験および製菓衛生師試験のご案内 

・京都府社寺等文化資料保全補助金のご案内 

・平成２０年度国税専門官採用試験のご案内 

【 裏 】 ・クラブミーティングルーム登録団体の申請を受付中 

・日吉ダムマラソンボランティアスタッフを再募集！  

・Sonobe健歩会「歴史・健康ウォーキング」 

・「東京タワー」上映会のご案内 

・氷室の郷「第２回布ぞうり作り体験教室」のお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・「野宿＆世界文化遺産・伝統文化体験の旅」参加者募集 

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

【 表 】 ・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度父子家庭奨学金等支給申請書年度父子家庭奨学金等支給申請書年度父子家庭奨学金等支給申請書年度父子家庭奨学金等支給申請書のごのごのごのご案内案内案内案内    

        

南丹市に居住（平成１９年４月１日現在）している父子家庭の児童に対し奨学金を

支給し児童福祉の増進とその健全な育成を援助するため、父子家庭奨学金等支給制

度を設けています。該当される方は、子育て支援課または各支所に申請してください。 

●対 象 者 平成１９年４月１日現在、南丹市に在住している父子家庭の児童 

※京都府の行う奨学金制度の適用を受けている方は対象外です。 

※平成１９年４月１日以降の父子家庭（転入者含む）は、次年度から

対象となります。 

●支 給 額 幼 児： ６，０００円（年間） 小学生：１２，０００円（年間） 

      中学生：２４，０００円（年間） 高校生：３６，０００円（年間） 

●申請に必要なもの ・印鑑  ・預金通帳（申請者名義で郵便局以外の普通口座） 

          ・在学証明書（高校生および南丹市立以外の小・中学生） 

          ※在籍証明書（高校を卒業している時） 

●提出期限 ３月２８日（金） 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL ６８－００１７ 

          各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２  美山 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のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

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。 

平成１９年度の受付は、３月３１日（月）までとなりますので、高齢福祉課また

は各支所健康福祉課にお問い合わせください。 

＜南丹市家族介護慰労事業＞ 

●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ヵ月以上在宅で介護している同居介護者 

●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 ６８－０００６ 

        各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度市民健診自己負担額年度市民健診自己負担額年度市民健診自己負担額年度市民健診自己負担額についてのおについてのおについてのおについてのお知知知知らせらせらせらせ    

 

平成２０年度の市民健診について、健(検)診日が近づきましたら、お申し込みの

健(検)診ごとに、受診日時・場所の案内、問診票や検体容器(必要時)、健診を受け

ていただくに当たっての注意書きなどを送付させていただきます。お手元に届きま

したら内容をご確認ください。なお、申し込み案内時には各健(検)診の自己負担金

について詳細をお知らせできていませんでしたので、下記のとおりご案内します。 

 健診項目 自己負担金 健診項目 自己負担金 

メタボ予防健診 ５００円 胃がん検診 ３００円 

特定健診 無料(南丹市国保加入者) 大腸がん検診 １００円 

すこやか健診 無料 肺がん・結核検診 １００円 

生活機能評価 無料 前立腺がん検診 １００円 

肝炎ウイルス検診 無料 乳がん検診(視触診) ２００円 

集

団

健

診 

子宮がん健診 ４００円 乳がん検診(ﾏﾝﾓ併用) ４００円 

特定健診 

１，０００円 

(南丹市国保加入者) 

生活機能評価 無料 

個

別

健

診 

すこやか健診 無料 子宮がん検診 ５００円 

それぞれの健(検)診によって、対象者が異なりますのでご注意ください。 

詳しいことについては、申し込み案内時のピンク色の「南丹市特定健康診査・が

ん検診等のご案内」をご参照いただくか、下記へお問い合わせください。 

 

 ◇問合せ先 健康課 健康推進係 TEL ６８－００１６ 

総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンター「「「「みちしるべみちしるべみちしるべみちしるべ」」」」のごのごのごのご案案案案内内内内    

 

 司法書士による無料法律相談を行っています。相談を希望される方は、相談日の

前の水曜日までに、下記へご予約ください。 

●南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」：毎週日曜日 午後１時～４時 

●京丹波町「丹波マーケス」コミュニティホール ：毎週土曜日 午後１時～４時 

●京丹波町瑞穂総合保健福祉センター      ：毎週土曜日 午後１時～４時 

 

 ◇予約・問合せ先 京都司法書士会事務局 TEL (075)２５５－２５６６ 

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。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「最低賃金法最低賃金法最低賃金法最低賃金法」」」」がががが変変変変わりますわりますわりますわります 
 

 最低賃金制度は、労働者の労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定および事業の

公正な競争の確保、地域経済の健全な発展に寄与するものです。平成１９年１２月５日

に、下記のとおり最低賃金法の一部を改正する法律が公布されましたのでお知らせしま

す。（施行期日は、公布日から１年以内の政令で定める日で、今後決定されます） 

＜改正の概要＞ 

・地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を

営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。

現在の京都府最低賃金は、「１時間７００円」です。（平成１９年１０月２５日発効） 

・地域別最低賃金の不払いの罰金額の上限が２万円から５０万円に引き上げられます。 

・産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労

働基準法の賃金の金額払違反の罰則（罰金の上限額３０万円）が適用されます。 

・障がいにより著しく労働能力の低い者などに関する適用除外が廃止され、最低賃

金の減額特例が新設されます。 

・派遣労働者については、派遣先の地域（産業）の最低賃金が適用されます。 

・最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。 

 

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

『『『『ひざひざひざひざ痛痛痛痛』』』』についてのについてのについてのについての市民公市民公市民公市民公開講座開講座開講座開講座のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 明治鍼灸大学附属鍼灸センターでは、南丹市の皆さまを対象に、「ひざ痛」につい

ての市民公開講座を開催します。日ごろ、ひざの痛みでお悩みの方や、はり・きゅ

う、ツボ療法に興味のある方はぜひご参加ください。参加費は無料です。 

●日  時 ３月２３日（日）午後１時３０分～４時（受付：午後１時～） 

●場  所 南丹市国際交流会館 コスモホール（園部町小桜町62番地1） 

●内  容 テーマ：「ひざ痛の基礎知識と家庭でできるツボ療法」 

・ひざ関節痛の基礎知識（講演４５分） 

・ひざ関節痛の鍼灸治療（講演４５分） 

・家庭でできるツボ療法（実技指導３０分） 

 

◇問合せ先 明治鍼灸大学附属鍼灸センター TEL（0771）７２－１２１０ 

人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員によるによるによるによる人権相談人権相談人権相談人権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    

 

 京都府では、府民の皆さんからの人権に関するさまざまな相談に応えられるよう、

南丹広域振興局庁舎において、人権擁護委員による特設相談を実施します。事前申

し込みは不要（先着順）です。お気軽にご相談ください。 

●相談日時 ４月３日（木）、６月５日（木）、８月７日（木）、１０月２日（木）、

１２月４日（木）、２月５日（木）※偶数月の第１木曜日 

時間：毎回午後１時～４時 

●相談場所 南丹広域振興局（園部総合庁舎）１階 府民相談室 

●相談内容 人権にかかわるあらゆる相談（相談員：人権擁護委員） 

 

◇問合せ先 京都府人権啓発推進室 TEL（075）４１４－４２６６ 

オウムオウムオウムオウム真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者のののの検挙検挙検挙検挙にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！    

 

 あの凶悪な事件を忘れていませんか？あなたの情報が検挙に結びついた場合には、

民間で組織されたオウム真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員会か

ら、手配被疑者一人当たり２００万円の懸賞金が支払われます。 

 

 

平田 信（マコト）（４２歳） 

【公証役場事務長逮捕監禁

致死事件】 

身長１８３センチ位 

ひげが濃く歯並びが悪い 

左首筋に５ミリ位のホクロ 

高橋 克也（４９歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１７３センチ位 

眉毛が濃い 

近視（めがね使用あり） 

菊地 直子（３７歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１５９センチ位 

右目下に１ミリ位のホクロ 

右こめかみに小豆大（４

ミリ位）のホクロ 

『おやっと感じたら、１１０番』 

 

◇通報先 南丹警察署   TEL (0771)６２－０１１０ 

フリーダイヤル TEL ０１２０－００６０２４（オウム２４） 

 

「「「「きこえときこえときこえときこえと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの相談会相談会相談会相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

行います。補聴器店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 

●日  時 ３月２６日（水）午後１～３時 

●場  所 ふない聴覚言語障害センター（南丹市園部公民館２階） 

●相 談 料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担） 

●内  容 補聴器の相談（補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など） 

※補聴器店の店員が担当 

●そ の 他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。先着順

です。障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 
 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）６３－６４４８ 

恩給欠格者恩給欠格者恩給欠格者恩給欠格者、、、、戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者戦後強制抑留者、、、、引揚者引揚者引揚者引揚者のののの皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ    

    

旧軍人などで恩給などを受けられていない恩給欠格者、戦後、ソ連やモンゴルに強

制抑留された方、終戦に伴い本邦以外の地域から引揚げてこられた方の「ご本人」に、

慰謝の念を表すため、内閣総理大臣名の『特別慰労品』を贈呈しています。過去に内閣

総理大臣名の書状などを受けられた方、書状を受ける資格があったにもかかわらず

請求をされていない方も対象です。請求書は、南丹市役所社会福祉課および各支所

健康福祉課に置いてあります。資格要件などのお問い合わせは、下記へご連絡ください。 

●請求受付期間 平成１９年４月１日～平成２１年３月３１日まで 

 

◇問合せ先 独立行政法人 平和祈念事業特別基金 URL http://www.heiwa.go.jp 

無料電話 ０１２０－２３４－９３３（月～金、9：15～17：15） 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

園部公民館講座「春休み親子料理・福祉体験講座」の受講生を募集します。受講

希望の方は、電話で氏名・住所・電話番号をご連絡の上、お申し込みください。受

講者には、開講日までに案内はがきを送付します。皆さんの受講をお待ちしています。 

  ●開講日時 ３月２６日（水）午前１０時～午後１時３０分 

  ●内  容 寒い季節に体を温める料理実習、アイマスク体験 

●開講場所 南丹市園部公民館 ２階 料理実習室・和室 

●講  師 くるみの会、社会福祉協議会   ●受講料 ５００円（１組） 

●申込期間 ３月１７日（月）～２４日（月） ●定 員 １５組 

●対 象 者 市内在住の小学生親子 

    

◇申込・問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL ６８－００５７ 

園部公民館春休園部公民館春休園部公民館春休園部公民館春休みみみみ映画大会映画大会映画大会映画大会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

≪ 第１部「森のリトル・ギャング」 ≫（上映時間 ８３分） 

ひとりぼっちで生きてきたアライグマＲＪが出会う森の仲間たち。ＲＪが初めて

見つけた本当に大切なものとは！？かわいい動物たちの勇気と友情と感動の物語！ 

●上映日時 ３月２９日（土）午前１０時３０分～（開場 午前１０時） 

●場  所 南丹市園部公民館 大ホール 

●定  員 ５００人（全席自由席）※入場無料 

≪ 第２部「武士の一分」 ≫（上映時間 ２時間） 

「武士の一分」とは、侍が命をかけて守らなければならない名誉や面目の意味。

そのタイトルが指し示す人間ドラマは、観るものの心を揺さぶる感動巨編。 

●上映日時 ３月２９日（土）午後２時～（開場 午後１時３０分） 

●場  所 南丹市園部公民館 大ホール 

●定  員 ５００人（全席自由席）※入場無料 

 

◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL ６８－００５７ 

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」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集 

 

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。平成２０年度も

たくさんの方々に楽しく参加していただきたく、皆さまのご参加お待ちしています。 

●開催日時 ４月１６日（水）午前１０時～ こどもの日のアレンジ 

５月２１日（水）午前１０時～ リボンがポイントのアレンジ 

６月１８日（水）午前１０時～ 夏の寄せ植え 

●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。 

●申し込み 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５２号（３の２）平成２０年３月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０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のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●受験資格 ① 昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日生まれの方 

      ② 昭和６２年４月２日以降生まれた方で、次に該当する方 

       (1) 大学を卒業した方および平成２１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 

●申込受付 ４月１日（火）～１４日（月）※郵送の場合、期間内の通信日付印有効 

●提 出 先 第１次試験地を所轄する国税局（近畿地域：京都市、大阪市） 

●試験日程 第１次試験：６月１５日（日）（試験種目：教養試験、専門試験） 

      第２次試験：７月２８日（月）～３１日（木）の第１次試験合格通知

書で指定する日（試験種目：人物試験、身体検査） 

●合格発表 第１次試験：７月８日（火） 最終：８月２９日（金） 

●採用予定 約１，２００人 

●そ の 他 採用に関する情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）「採

用案内」にも掲載しています。 

 

◇問合せ先 大阪国税局人事第二課試験係 TEL（06）６９４１－５３３１ 

園部税務署総務課 TEL（0771）６２－０３４０（代） 

地域力再生地域力再生地域力再生地域力再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金をををを支給支給支給支給しますしますしますします    

 

 京都府では、地域に暮らす人々が、協働して暮らしやすい魅力的な地域にする

ため、自分たちで考えて行動する「地域力再生活動」に対して、交付金の支給を行

います。平成２０年度第１回目の募集を下記のとおり行いますので、事業の詳しい

内容などについては、下記へお問い合わせください。 

また、事業申請を考えておられる団体の事前相談を、３月３１日（月）まで、京

都府において実施していますのでお問い合わせください。 

●名  称 京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金 

●対象団体 地域住民が主体的に参画し、地域力再生に取り組む団体（営利を主と

する団体や特定の政治、思想、暴力団などに関わる団体は対象外です）     

●対象事業 環境保全活動、子育て支援活動、共助型福祉サービス、防災・防犯活動、

地域美化活動、地域産業おこし、地域商業の活性化、農村・都市交流活動、

地域スポーツ振興、地域文化活動、地域行催事、その他特に認める活動 

（１９年度に新たな取り組みによって交付金を受けた事業以外は、従来

の活動を拡充した点や新たな工夫が認められるものでないと来年度の

再採択はされません） 

●交付(補助)率 交付対象事業費の原則３分の１以内 

●交付限度額 ・ソフト事業…２００万円以内 

       ・ハード事業…２００万円以内 

       ※上記額と合わせて、㈶京都府市町村振興協会から別途３分の１以

内に相当する額が交付されます。 

       ※ハード事業については、ソフト事業を重視するため１９年度の限

度額より引き下げられています。 

●募集期間 第１回：４月１日（火）～５月 ９ 日（金） 

      第２回：９月１日（月）～９月３０日（火） 

 

◇事前相談窓口 京都府総務部自治振興課 TEL（075）４１４－４４５２ 

         京都府南丹広域振興局企画総務部企画振興室 

TEL（0771）２４－８４３０ 

◇問合せ先 企画推進課 自治振興係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

南丹市嘱託職員南丹市嘱託職員南丹市嘱託職員南丹市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    

 

 下記のとおり南丹市嘱託職員を募集します。 

職  種 人員 月額賃金（円） 

(1) 保健師または看護師（保育所勤務） ２人 １９０，０００  

(2) 税徴収員 １人 １４２，０００  

※賃金は、南丹市嘱託職員の任用等に関する要綱による。 

●勤務時間 (1) 週５日(月～金曜日)勤務、午前８時３０分～午後５時１５分 

      (2) 週４日(月、火、木、金曜日)勤務、午前８時３０分～午後５時１５分 

●受付期間 ３月１７日（月）～２５日（火）※ただし、土、日、祝日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 ・嘱託職員申込書（人事秘書課、各支所地域総務課にあります） 

・履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

・資格を証明する書類（写し）（保健師、看護師のみ） 

      ※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。 

●採  用 ３月３０日（日）に実施する面接試験により合格者を決定し、平成２０

年４月上旬から平成２１年３月３１日まで任用します。 

 

◇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 

京都府社寺等文化資料保全補助金京都府社寺等文化資料保全補助金京都府社寺等文化資料保全補助金京都府社寺等文化資料保全補助金のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

平成２０年度京都府社寺等文化資料保全補助事業について、京都府南丹広域振興

局より通知がありましたので、概略をお知らせします。 

本事業は、貴重な文化資料を後世に残すために、緊急に保全が必要でかつ保全に

要する経費の負担が困難な所有者に対し補助金を交付し、文化資料の継承と府民の

文化的生活の向上に資することを目的とした府独自の補助制度です。 

●事業種目一覧 

事 業 種 別 補助率 限度額 摘  要 

収蔵庫の設置 １５０万円 

価値の高い美術工芸品を保存

する収蔵庫の新設 

文化資料

保存施設

および設

備の整備 

防災防犯設備の整

備または保存施設

の修理 

１００万円 

既存の収蔵庫、土蔵などの修理

ならびに防災・防犯設備の設

置・修理など 

美術工芸品の 

補修 

８０万円 

学術上、芸術上価値が高いと認

められる美術工芸品の補修（仏

像・神像は室町時代以前、絵画

は明治時代以前のもの） 文化資料

の補修 

建造物の修理 ２００万円 

価値が高いと認められる建造

物（江戸時代以前）の修理で、

建立当時の工法、仕様、材料な

どについて現状維持できるもの 

有形の民俗文化

資料の保全 

１００万円 

住民生活の推移を知る上で貴重

な資料となるものの保全 

無形の民俗文化

資料の保全 

３０万円 

地域の住民生活の中で伝承さ

れている民俗芸能、伝統行事で

価値があると認められるもの

の保全 

民俗文化

資料の保

全 

無形の民俗文化

資料の映像等記

録整備 

１００万円 

文書、写真、映像などの記録を

作成し、その芸能行事の所作や

工芸技術の工程などを忠実に

記録するもの 

遺跡・名勝・天然記念物の保全 ２０万円 市町村指定、登録に限る 

その他 

２
分
の
１
以
内
 

２０万円  

注）・国の指定文化財、府の指定・登録文化財（いずれも民俗文化財を除く）は対象外。 

・個人所有物件、事業の着手および完了したものは除く。 

※上記補助金の活用については、事前に事業計画書（添付書類：見積書・仕様書（修

理設計書）・現況の写真・図面（保存施設および建造物の修理に限る））の提出が

必要になります。なお、事業計画書の提出をもって、補助金の交付が確定するも

のではありませんのでご留意願います。 

※事業計画書の様式は、社会教育課文化財保護係で取りそろえています。補助事業

の活用をお考えの場合は事前にお問い合わせください。 

※※※※事業計画書提出事業計画書提出事業計画書提出事業計画書提出のののの締締締締めめめめ切切切切りはりはりはりは、、、、３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））文化財保護係必着文化財保護係必着文化財保護係必着文化財保護係必着としますとしますとしますとします。。。。 

    

◇問合せ先 社会教育課 文化財保護係 TEL ６８－００１４ 

調理師試験調理師試験調理師試験調理師試験およおよおよおよびびびび製菓衛生師試験製菓衛生師試験製菓衛生師試験製菓衛生師試験のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 平成２０年度第１回調理師試験および製菓衛生師試験を下記のとおり実施します。 

●実 施 日  ５月２５日（日） 

●場  所  関西文理学院（京都市北区） 

●受験手数料 調理師試験：６，１００円 製菓衛生師試験：９，４００円 

●受付場所  南丹保健所環境衛生室または南丹広域振興局相談コーナー 

●受付期間  ４月１４日（月）～１８日（金） 

※いずれも受験願書は、３月３日（月）から受付場所で配布しています。 

 

◇問合せ先 南丹保健所 環境衛生室 衛生・検査担当 TEL（0771）６２－４７５４ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SonobeSonobeSonobeSonobe健歩会健歩会健歩会健歩会「「「「歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング」」」」    

 

Sonobe健歩会は、生活習慣病などの予防をしながら、地元の良い所、歴史にふれ

ることのできる健康ウォーキングクラブです。現在、入会者募集中です。 

今回は、八木の春日神社周辺の歴史にふれ、大堰川河畔の桜を楽しむコースです。

お友達やご夫婦で、またお一人でも興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。 

●期  日 ４月１３日（日）※少雨決行 

●集  合 時間：午前９時２０分 場所：ＪＲ八木駅前 

●解  散 予定時間：午後１時頃 場所：大堰川緑地公園(ＪＲ八木駅まで徒歩10分) 

※車で来られる方は、南丹市八木支所駐車場または国道９号線沿いの

有料駐車場をご利用ください。（八木駅前、交差点国道９号京都方面

約２００ｍ左側。駐車料金１日５００円） 

●コ ー ス 八木駅－東雲寺－龍興寺－城山入口－ジョアンの碑－春日神社 

（一時休憩）大堰川畔桜並木－府立口丹波勤労者福祉会館（休憩）－ 

住吉神社－大堰川緑地公園内ウォーク－昼食・随時解散 （約６ｋｍ） 

※会員および当日入会の方は、午後２時から南丹市八木公民館にて発

会式を行いますので、昼食後お集まりください。 

●参加費用 ２００円（保険料ほか） 

●対  象 現在、元気よく１人で５ｋｍ以上歩ける方。 

（当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください） 

※注意：参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

●持ち物等 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋、敷物（雨

天時は雨具）当日は歩きやすい服装と履き慣れた靴でお越しください。 

●申し込み ４月１０日（木）までに下記へお申し込みください。 

 

◇参加・入会の申込・問合せ先 Sonobe健歩会(木村) TEL（0771）６２－３３７０ 

もしくは 健康課 TEL ６８－００１６ 

「「「「東京東京東京東京タワータワータワータワー」」」」上映会上映会上映会上映会のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

第３５回えむ企画として、「東京タワー～オカンとボクと、時々、オトン～」上映

会を下記のとおり開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日  時 ３月２３日（日）【２回上映】 

①開場：午後１時３０分 上映：午後２時～ 

②開場：午後７時    上映：午後７時３０分～ 

●会  場 南丹市美山文化ホール 大ホール 

●協 力 券 大人：前売り１，０００円／当日１，２００円 

小・中・高校生：前売り５００円／当日６００円 

     ※小学生未満の方は保護者の同伴が必要です。 

     ※１枚のチケットで１回の上映のみの入場となります。 

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

ー、市役所美山支所内）、企画集団「えむ」会員、美山町各地域振興会 

※詳しくは下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 美山担当 TEL ６８－００４４ 

「「「「野宿野宿野宿野宿＆＆＆＆世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産・・・・伝統文化体験伝統文化体験伝統文化体験伝統文化体験のののの旅旅旅旅」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

    

 文部科学省所管（財）国際青少年研修協会では、日本海（金沢）から太平洋（名

古屋）まで徒歩（１日約５～１０㎞）や路線バスで横断し、その間に日本の伝統的

な文化や世界文化遺産、自然に触れる旅の参加者を募集します。野外活動を中心に、

全国から集まる仲間と友情を深め、助け合う楽しさ、大切さを学びます。 

●期  間 ５月３日（土）～６日（火）※３泊４日 

●コ ー ス 金沢－白川郷－五箇山－郡上八幡－名古屋 

●参加対象 小学３年生～中学３年生  ●定員 ２５人 

●内  容 野宿体験、伝統文化体験（郡上八幡踊り、ささら作りなど）、世界文化

遺産見学、野外炊飯など 

●参 加 費 小学生５６，０００円、中学生６３，０００円（大阪から参加の場合） 

●申込締切 ４月１１日（金）※先着順、定員になり次第締め切ります。 

 

◇申込・問合せ先（財）国際青少年研修協会 Eメール info@kskk.or.jp 

TEL（03）３３５９－８４２１ FAX（03）３３５４－２２０７ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「第第第第２２２２回布回布回布回布ぞうりぞうりぞうりぞうり作作作作りりりり体験教室体験教室体験教室体験教室」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

大変好評でしたので、第２回布ぞうり体験教室を実施します！足の裏、指の刺激

になって健康的！床を傷つけず音もなく静かで滑らない！汚れても何度も洗えて清

潔で丈夫！カラフルだから何より楽しい！古い布のリサイクルになります！布ぞう

りは、スリッパに代わる新しい室内履きです。ぜひ、あなたの足で体感してください。

※今回は、鼻緒の編み込み方式にも挑戦します。 

●日  時 ３月３０日（日）午前１０時～午後３時 

●場  所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』田園ホール 

●持 ち 物 古着（Ｔシャツなど３～４枚）、定規、はさみ 

●料  金 １，５００円（布ぞうり１足分＋昼食（日替わり定食）代含む） 

●定  員 ３０人（定員になり次第締め切ります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』（月曜日定休） 

TEL（0771）４３－１１２８ FAX（0771）４３－２１０９ 

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    

 

≪ 園芸教室の参加者募集 ≫ 

 菊づくりを中心に、公園に自生する草花の観察や果樹のせんていなど年６回シリ

ーズで学習します。（各講座ごとの参加も可能です）どなたでもご参加いただけます。 

●日  時 ４月１５日（火）午後１時３０分～４時  ●場所 会議室 

●内  容 春まき草花栽培などの学習  ●参加料 ５００円 

●申し込み ４月１日（火）～１０日（木）に、はがき･ＦＡＸ･Ｅメールで、住所、氏

名、年齢、電話番号、ＦＡＸ番号を明記の上、下記へお申し込みください。 

≪ 平成２０年度公園サポーター募集 ≫  

 平成２０年度にボランティアとして園内樹木のお世話をしていただく公園サポー

ターを募集します。 

●対 象 者 １８歳以上（定員３０人）  

●内  容 樹木のせんていなど（年間１０回程度） 

●申し込み ３月２６日（水）までに下記へお申し込みください。 

 

 ◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 〒622-0232 京丹波町曽根 

           TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

           Eメール k.yoshida@kyoto-tanbapark.or.jp 

日吉日吉日吉日吉ダムダムダムダムマラソマラソマラソマラソンンンンボラボラボラボランンンンティティティティアスタアスタアスタアスタッッッッフフフフをををを再募集再募集再募集再募集！！！！    

 

日吉ダムマラソン実行委員会では、大会当日にボランティアスタッフとして参加

していただける方を再募集します。毎回、多くの市民ボランティアの方にご支援い

ただいているこの大会では、市民の皆さまのご協力が大きな力となります。 

新緑の風薫る日吉ダムマラソン大会で、全国各地から参加されるランナーと感動

を共に味わいましょう！ 

●開 催 日 ４月２０日（日）  ●場所 日吉ダム湖・府民の森ひよし周辺 

●内  容 給水係・監察係・受付係・駐車場係・環境美化係など 

（係の割り振りは実行委員会事務局でさせていただきます） 

●申込資格 高校生以上（住所不問） 

●申込方法 郵便・ＦＡＸ・Ｅメールなどで、氏名・ふりがな・年齢・性別・郵便

番号・住所・連絡先・特記事項などを明記の上、３月２８日（金）ま

でに日吉ダムマラソン実行委員会事務局へお申し込みください。 

●そ の 他 ① スタッフには、当日の昼食を用意します。 

② ４月中旬に開催する事前打ち合わせ会議に出席をお願いします。 

 

◇申込・問合せ先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内） 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 

TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

Eメール be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 

ククククラブミラブミラブミラブミーーーーティティティティングルームングルームングルームングルーム登録登録登録登録団団団団体体体体のののの申請申請申請申請をををを受付受付受付受付中中中中    

  

南丹市日吉町生涯学習センターには、登録された団体が年間に何回でも利用でき

る「クラブミーティングルーム」があります。登録料は年間１万円で、約２０人の

会議ができます。現在、平成２０年度クラブミーティングルームの登録申請を受け

付けています。５人以上の社会教育・文化芸術活動を推進しておられる南丹市内の

非営利団体で、登録を希望される団体は申請をしてください。 

●使用期間 平成２０年４月から２１年３月まで 

●使用時間 午前９時から午後１０時まで 

●休 室 日 月曜日、祝日および年末年始（１月１日～４日、１２月２８日～３１日） 

●登録団体 (1)団体の構成員が５人以上で、その半数以上が市内利用者であること 

      (2)社会教育の推進または文化芸術活動の推進に寄与する団体であること 

(3)センターの運営に積極的に協力できる団体であること 

●登 録 料 年間１０，０００円（１０月以降に申請の場合は、５，０００円） 

●利  用 利用登録団体が相互に連携し合って、クラブ室を利用していただきます。 

●申込方法 ３月２５日（火）までに下記窓口へお越しください。申請書は窓口に

あります。申請には、団体構成員名簿、活動実績・活動計画関係書類

も併せて提出してください。詳しくは下記へお問い合わせください。 

 

◇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 


