
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７１号（３の１）平成２０年１２月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

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 】 ・平成２１年南丹市消防団出初式を開催します 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 

・後期高齢者短期人間ドック利用助成について 

・出産育児一時金の支給額を引き上げます 

【 裏 】 ・土地区画整理事業地区の住宅地分譲のご案内 

・ＢＳ・ＣＳデジタル放送の視聴方法について 

・第１７回新春席書大会参加者募集 

・第２６回南丹市園部駅伝競走大会について 

・川柳と絵画作品を展示します 

・交通事故無料相談のお知らせ 

・農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出について 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

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

【 表 】 ・農業所得相談会を開催します 

・電子証明書を取得してｅ－Ｔａｘを利用しませんか 

・平成２０年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 

・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

【 裏 】 ・「新春えむ寄席」を開催します 

・大堰川ジョギング大会 参加者募集 

・八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 

・氷室の郷からのお知らせ 

・「お花教室」参加者を募集します 

・エンジョイ・ゲーム（ソフトバレーボール交流大会）を開催します 

・おやこ陶芸教室を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・京都府では建築基準法上の道路の現況調査を行います 

・京都府農業総合研究所「試験研究成績報告会」を開催します 

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

【 表 】  

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式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２１年南丹市消防団出初式を下記のとおり開催します。 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１１日（日） 午前９時～ ※雨天決行。会場変更無し。 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館（一斉放水は体育館裏芝生広場付近） 

●主催主催主催主催 南丹市・南丹市消防団 
 

◇問合せ先 総務課 消防防災係 TEL（0771）68-0002 

後期高齢者短期人間後期高齢者短期人間後期高齢者短期人間後期高齢者短期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についてについてについてについて    

  

南丹市では、長寿（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

クの利用助成を平成２１年１月から行います。下記の事項をご確認の上、ご利用く

ださい。また、平成２０年４月～１２月の間に人間ドックを受診された方について

も助成の対象となりますので、下記をご覧ください。 

●助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者 南丹市の住民であって下記の①～④すべてに該当する方 

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後期高齢者医療保険料を完納している方 

③今年度において、南丹市が実施する健診などを受診していない方 

④今年度において、南丹市以外の機関が実施する同等項目について健診などを受

診していない方 

●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） 

※各医療機関のオプション部分については、全額個人負担となります。 

※オプションの内容については、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（今年度につい

ては、現在のところ予約で満員です）※頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設   

※頭部ＭＲＩ（脳ドック）はオプション（全額個人負担）です。 

●利用利用利用利用のののの仕方仕方仕方仕方 

・国保医療課または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。

申込時には、印鑑と被保険者証が必要です。 

 ・人間ドックは予約制です。受診日は市が取扱医療機関と日程調整します。 

・ 後日、市から送付する後期高齢者短期人間ドック「利用券」を必ず取扱医療

機関へ提出の上、ご利用ください。 

・平成２１年１月以降に短期人間ドックをすでに予約されている方は、下記まで

お問い合わせください。 

＜助成の対象となる方で、今年度すでに人間ドックを受診された方＞ 

平成２０年度に限り、４月～１２月の間に医療機関（取扱医療機関以外も含みます）

において、人間ドックを受診された方についてもこの制度の対象とみなし、人間ドッ

クの費用を助成します。受診したことと費用がわかる書類（領収書など）、印鑑、被保

険者証、助成金の振込口座がわかるものをご持参の上、平成２１年３月１９日（木）

までに下記問合せ先において申請してください。 
 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

「「「「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。 

日程 時間 場所 来訪医師 

１月１３日(火) 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(木) 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 耳鼻咽喉科 

３月１３日(金) 午後２時 ～３時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

※平成２１年４月以降の実施日時は未定です 

●内容内容内容内容 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） 

●持持持持ちちちち物物物物 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） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加を希望される方は、それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を

除く）の午後５時までに下記申込先に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（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 

出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金のののの支給額支給額支給額支給額をををを引引引引きききき上上上上げますげますげますげます    

 

国民健康保険の制度が改正となり、平成２１年１月 1日以降に出産された南丹市

国民健康保険加入者の世帯主に対する出産育児一時金の支給額を、お子さん１人に

つき、３５万円から３８万円に引き上げます。ただし、産科医療補償制度に未加入

の分娩機関などで出産された場合は現行の３５万円を支給します。この出産育児一

時金を受けるには、申請が必要です。 

●申請手続申請手続申請手続申請手続きにきにきにきに必要必要必要必要なものなものなものなもの ①国民健康保険証、②印鑑、③口座振込ご希望の方は、

世帯主（または代理人）の金融機関の口座番号がわかるものをお持ちください。（た

だし、郵便局は除きます） 

●申請場所申請場所申請場所申請場所 国保医療課または各支所健康福祉課 

＜出産費用支払いのため出産育児一時金の受け取りを分娩機関に委任する場合＞ 

出産前にあらかじめ出産育児一時金の受領に関する権限を代理人（分娩機関）に

委任することもできます。その場合は、代理人（分娩機関）の同意と振込先口座を

記入した国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)および母子手帳などの出

産予定日の分かる書類の提出が必要となります。 

＜郵送で出産育児一時金を支給申請される場合＞ 

本人の窓口での申請や代理人による申請も困難な方は、郵送による申請ができます。  

●郵送郵送郵送郵送によるによるによるによる手続手続手続手続きにきにきにきに必要必要必要必要なものなものなものなもの ①出産育児一時金支給申請書（世帯主名義の金

融機関の口座番号を記入。ただし、郵便局は除きます）、②国民健康保険証の写し 、 

③医師・助産師の出生証明書  

 

◇問合せ先 国保医療課 国保年金係 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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故無料相談交通事故無料相談交通事故無料相談交通事故無料相談のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社団法人日本損害保険協会京都自動車保険請求相談センターでは、交通事故でお

困りの方を対象に無料相談を実施しています。交通事故態様の複雑化により解決が困

難となる傾向にあるため、自動車損害賠償責任保険ならびに任意自動車保険の請求に

関して相談窓口を設けています。 

●日時日時日時日時 月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前９時～正午、午後１時～５時 

  弁護士による相談受付日（要予約）：毎月第１・第３木曜日（祝日を除く） 

●場所場所場所場所 （社）日本損害保険協会京都自動車保険請求相談センター（TEL：075-211-9601） 

   京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町652 損保ジャパン京都第二ビル5階 

※来訪される場合、事前に当センターへご連絡をお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 

第第第第１７１７１７１７回新春席書大会参加者募集回新春席書大会参加者募集回新春席書大会参加者募集回新春席書大会参加者募集    

 

新しい年を迎え、すがすがしい気持ちで書き初めにチャレンジしてみませんか。

文化協会の書道の先生や会員の方が親切にアドバイスをします。 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１０日（土）午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館３階会議室 ●参加対象参加対象参加対象参加対象 小学生以上（テーマは当日発表） 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●持持持持ちちちち物物物物 筆・文鎮（用紙・墨汁・硯は主催者で準備） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月５日（月）～８日（木）の間に、下記申込先までお申し込みくだ

さい。（大会当日の追加受付も行います） 

●主催主催主催主催 園部町文化協会  

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（社会教育課 社会教育係） 

         TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

ＢＳＢＳＢＳＢＳ・・・・ＣＳＣＳＣＳＣＳデデデデジタルジタルジタルジタル放送放送放送放送のののの視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法についてについてについてについて    

 

南丹市ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）では、先般配布のチラシのとおり、ＢＳ･ＣＳデ

ジタル放送のサービスを開始しています。ＢＳ･ＣＳ放送は地上波と違い、衛星から

の電波を受信するため、ご自宅にパラボラアンテナを設置して視聴することも可能で

す。ＢＳ・ＣＳ放送を視聴される場合は、次の表を参考に視聴方法をお選びください。 

ＣＡＴＶでご覧になる場合 

初期費用初期費用初期費用初期費用    

登録登録登録登録およびおよびおよびおよびセットトップボックスセットトップボックスセットトップボックスセットトップボックス（ＳＴＢ）（ＳＴＢ）（ＳＴＢ）（ＳＴＢ）設置費用設置費用設置費用設置費用：：：：２０２０２０２０，，，，００００００００００００円円円円    

（平成２１年３月末までに申し込みの場合は無料無料無料無料。ＮＨＫのＢＳアナロ

グ放送をＮＨＫ受信料を支払ってご覧の方は、受信料の支払いが証明

できるものを添えて申し込みすれば平成２３年７月３１日まで無料無料無料無料） 

※どちらも２年間の継続契約が条件です。 

デジタル対応テレビ 高画質･高音質でご覧いただけます。 

テレビテレビテレビテレビ    

アナログテレビ 

ＳＴＢはデジタルチューナーとしての機能もあ

るため、アナログテレビでもご覧になれます。

※※※※デジタルデジタルデジタルデジタル対応機器対応機器対応機器対応機器はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。 

月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料    

基本サービス利用料（１，０００円または１，５００円）    ＋＋＋＋    バリューバリューバリューバリュー

パックパックパックパック（（（（ＢＳＢＳＢＳＢＳ１０１０１０１０チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル・・・・ＣＳＣＳＣＳＣＳ３５３５３５３５チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル））））３３３３，，，，４００４００４００４００円円円円    

（平成２１年３月末までにお申し込みの場合、バリューパックが平成２２

年３月まで２，９００円となります。※ＳＴＢ１台のレンタル料含む） 

※※※※ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ受信料別途必要受信料別途必要受信料別途必要受信料別途必要    

ＳＴＢＳＴＢＳＴＢＳＴＢをををを２２２２台以上設置台以上設置台以上設置台以上設置するするするする場合場合場合場合（（（（１１１１台台台台あたりあたりあたりあたり））））    ＋＋＋＋１１１１，，，，７００７００７００７００円円円円／／／／月月月月    

（テレビ１台につきＳＴＢが１台必要です） 

ＳＴＢＳＴＢＳＴＢＳＴＢグレードアップグレードアップグレードアップグレードアップ費用費用費用費用（（（（１１１１台台台台あたりあたりあたりあたり））））    ＋＋＋＋１１１１，，，，００００００００００００円円円円／／／／月月月月    

（５００ＧＢまで録画できる機能がついたフルスペックＳＴＢです） 

セレクトチャンネルセレクトチャンネルセレクトチャンネルセレクトチャンネル（（（（ＳＴＢＳＴＢＳＴＢＳＴＢ１１１１台台台台あたりあたりあたりあたり））））    ＋＋＋＋９４５９４５９４５９４５円円円円～／～／～／～／月月月月    

各チャンネルの料金は南丹市情報センター発行のチラシをご覧ください。 

オプションオプションオプションオプション    

料金料金料金料金    

解約解約解約解約・・・・休止休止休止休止・・・・移設移設移設移設などなどなどなど各種手数料各種手数料各種手数料各種手数料    １１１１，，，，００００００００００００円円円円～～～～    

契約時にお渡しする約款をご覧ください。 

注意事項注意事項注意事項注意事項    

現在、ＣＡＴＶ基本サービスとしてＮＨＫのＢＳアナログ放送を提供し

ていますが、平成２３年のアナログ放送終了後は、他のアナログ放送と

同様に基本基本基本基本サービスサービスサービスサービスからからからから無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。引き続きＢＳ放送をデジタルで

視聴いただくためには、このＣＡＴＶの追加サービスにお申し込みいた

だくか、パラボラアンテナを設置する必要があります。    

 

パラボラアンテナでご覧になる場合 

初期費用初期費用初期費用初期費用    

パラボラアンテナ設置費用（取付位置やアンテナの種類によって異なり

ますので、電気店などにお問い合わせください） 

※通常はアナログ放送用のアンテナでもデジタル放送を受信できます。 

※ＢＳとＣＳの両方を受信できるアンテナもあります。 

デジタル対応テレビ 高画質･高音質でご覧できます。 

テレビテレビテレビテレビ    

アナログテレビ 

デジタルチューナーなどの対応機器を別途ご用

意ください。 

ＢＳ１０チャンネル ＮＨＫ受信料のみ発生します。 

受信料受信料受信料受信料    

その他のチャンネル 

一部のＢＳ（ＷＯＷＯＷなど）およびＣＳの全て

のチャンネルは個別に契約・受信料が必要です。 

●備考備考備考備考 

・アナログテレビにＳＴＢまたはデジタルチューナーを設置してご覧になる場合、

画質はアナログのままとなります。 

・ＣＡＴＶとパラボラアンテナの両方でご覧になる場合（例：地上波をＣＡＴＶ、

ＢＳをパラボラで見るなど）、混合器が別途必要です。 

・ＣＡＴＶ利用料にはＮＨＫ受信料は含まれていません。新規視聴または視聴をや

める場合、各加入者でＮＨＫとの受信契約を変更する必要があります。 

・デジタル対応機器をご購入の際は、 

「デジタル対応ロゴマーク」を参考にしてください。 

 

◇問合せ先・ＣＡＴＶに関する問合せ先 

 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（土日営業、休館日：毎週月曜・祝日） 

     ・ＢＳデジタル放送に関する問合せ先 

ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター TEL（0570）01-2011 

     ・ＮＨＫ受信契約、受信料に関する問合せ先 

      ＮＨＫ京都放送局 TEL（075）823-1521 

土地区画整理事業地区土地区画整理事業地区土地区画整理事業地区土地区画整理事業地区のののの住宅地分譲住宅地分譲住宅地分譲住宅地分譲のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

都市計画区域内の道路や公園・河川など公共施設の整備と同時に、個々の土地をよ

り利用しやすくなるよう土地の再配置を行い、健全な市街地の形成を面的に整備する

土地区画整理事業を推進しています。現在、南丹市では小山東町土地区画整理事業【生

涯学習のむら平成台】、内林町土地区画整理事業【ハートフルタウン内林】により完成

した良好な宅地を供給しています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 

●生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のむらのむらのむらのむら平成台平成台平成台平成台 

  http://www.city.nantan.kyoto.jp/heiseidai/heiseidai.html 

●ハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウン内林内林内林内林  http://nantan.jp/uchibayashi/ 

 

◇問合せ先  都市計画課 区画整理係 TEL（0771）68-0052 FAX（0771）63-0654 

第第第第２６２６２６２６回南丹市園部駅伝競走大会回南丹市園部駅伝競走大会回南丹市園部駅伝競走大会回南丹市園部駅伝競走大会についてについてについてについて    

 

１２月１４日（日）開催の南丹市園部駅伝競走大会では、沿道でのたくさんのご声援

ありがとうございました。また、協力団体各位におかれては早朝から大会の運営にご尽

力いただき誠にありがとうございました。 

なお、全チーム・個人の成績は、下記問合せ先までお問い合わせください。 

                                 

◇問合せ先 社会教育課 社会体育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

川柳川柳川柳川柳とととと絵画作品絵画作品絵画作品絵画作品をををを展示展示展示展示ししししますますますます    

～～～～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、、、、日吉日吉日吉日吉ダムダムダムダム１０１０１０１０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業～～～～    

スプリングスひよし、日吉ダムの１０周年を記念して、川柳と絵画を募集しまし

たところ、多くの皆さんから応募いただきました。この作品の展示を下記のとおり

予定していますので、ぜひお立ち寄りください。 

＜入賞作品の展示＞ 

●期間期間期間期間 １２月２５日（木）～平成２１年１月１９日（月） 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし（リフレッシュプラザ） 

＜全作品の展示＞ 

期間 平成２１年１月２２日（木）～２月３日（火） 

① 

場所 スプリングスひよし（ウェルカムプラザ） 

期間 平成２１年２月７日（土）～２２日（日） 

② 

場所 日吉町生涯学習センター（遊youひよし） 

期間 平成２１年３月８日（日）～５月６日（水） 

③ 

場所 日吉ダムビジターセンター 

 

◇問合せ先  日吉支所 地域総務課  TEL（0771）68-0030  

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

    
    南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 

 農業委員会委員選挙人名簿の調製に係る「選挙人名簿登載申請書」を区長さんを通

じて配布しています。必要事項をご記入の上、来年１月９日（金）までに区長さんを

通じて提出いただきますようお願いします。なお、詳しくは１２月１２日発行のお知ら

せなんたん第７０号をご確認いただくか、下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 

      農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７１号（３の２）平成２０年１２月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹市年度南丹市年度南丹市年度南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社会生活を営むなかで、あらゆる人間関係でコミュニケーションがとれない、自

分をうまく表現できない。グループワークでは、そんな日ごろの悩みや精神的な不

安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人と関わるための自信

を回復していきます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

＜南丹市グループワーク計画表(１月・２月分)＞ 

日時 内容 場所 

１月 ７日（水） 茶話会 園部保健センター（こむぎ山健康学園） 

１月１４日（水） お正月遊び 八木保健センター 

１月２１日（水） スポーツ 園部Ｂ＆Ｇ体育館 

１月２６日（月） 新年会 日吉保健センター 

１月２９日（木） ポーセレン（陶器絵付け） 美山保健センター 

２月  ４日（水） 茶話会 園部保健センター（こむぎ山健康学園） 

２月１８日（水） 卓球大会 八木保健センター 

２月２３日（月） 「そよかぜ」見学・体験 ワークセンターびび 

２月２５日（水） 調理実習 園部保健センター（こむぎ山健康学園） 

２月２６日（木） おやつ作り 美山保健センター 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記問合せ先までお問い合

わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

電子証明電子証明電子証明電子証明書書書書をををを取得取得取得取得してしてしてしてeeee----TaxTaxTaxTaxをををを利用利用利用利用しませんかしませんかしませんかしませんか    

 

平成２０年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子証明書を利用し

て、平成２１年１月５日～３月１６日の期間内にe-Tax（国税電子申告・納税システ

ム）で行う場合、所得税額から最高５，０００円（その年分の所得税額を限度とし

ます）の控除を受けることができます。（控除措置は、平成２０年度で終了します。

平成１９年分の確定申告で、この税額控除の適用を受けた方を除く）この e-Taxを

利用するには、市区町村の窓口で発行する電子証明書の取得が必要です。確定申告

時期が近づくと、電子証明書の発行の際に相当お待ちいただく場合がありますので、

電子証明書の取得はお早めにお願いします。昨年よりもパソコンの設定が大幅に簡

単になりますので、昨年難しいと感じて利用されなかった方も今年こそはご利用く

ださい。 

●電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書のののの取得方法取得方法取得方法取得方法 住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード（住基

カード）を入手し、申請書を提出して取得できます。（発行手数料として、住基カ

ードは５００円、電子証明書は５００円が必要）本人確認書類として、運転免許証、

パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書などをご持参ください。 

●電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書のののの他他他他にににに準備準備準備準備していただくものしていただくものしていただくものしていただくもの 「公的個人認証サービス」の電子証明

書は住基カードの中に入れますので、ICカードリーダライタという住基カードの

情報を読み取るための装置をご準備ください。ICカードリーダライタは家電量販

店などで購入できます。（参考価格：２，５００～４，０００円程度。カードの種

類により異なります） 

●詳細詳細詳細詳細なななな情報情報情報情報についてはについてはについてはについては、、、、次次次次ののののホームページホームページホームページホームページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください 

【住基カード】http://juki-card.com/index.html 

【電子証明書（公的個人認証サービス）】http://www.jpki.go.jp/index.html 

【ICカードリーダライタ】http://www.jpki-rw.jp/ 

【e-Tax（国税電子申告・納税システム）】http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

【e-Tax確定申告特集】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/ 

※住基カード、電子証明書の取得方法などは下記の窓口にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 市民課 戸籍窓口係 TEL（0771）68-0005 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022  

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

農業所得相談会農業所得相談会農業所得相談会農業所得相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします 

－－－－    農業所得申告農業所得申告農業所得申告農業所得申告はははは『『『『収支計算収支計算収支計算収支計算』』』』でででで！！！！    －－－－    

 農業経営者の方は、実際の収入金額から必要経費を差し引く方法により、農業所得

金額を計算して申告していただきます。収支内訳書を作成される上で、不明な点があ

りましたら、下記の農業所得相談会（白色申告者対象）でお問い合わせください。 

開催日 開催時間 開催場所 

午前９時３０分～１１時３０分 
１月１６日(金) 

午後１時３０分～４時 

南丹市役所本庁 ２号庁舎 

３階 ３０１会議室 

午前９時３０分～１１時３０分 
１月２０日(火) 

午後１時３０分～４時 

南丹市役所 八木支所 

１階 市民ルーム 

午前９時３０分～１１時３０分 

午後１時３０分～４時 

南丹市役所 八木支所 

１階 市民ルーム 

午前１０時～１１時３０分 
１月２１日(水) 

午後１時３０分～４時 

南丹市役所 日吉支所 

３階 第１会議室 

午前１０時～正午 
１月２２日(木) 

午後１時～４時 

美山文化ホール 

１階 会議室 

●持持持持ちちちち物物物物    収入・支出のわかる書類、計算機、筆記用具、印鑑など    

●申告申告申告申告しなくてもしなくてもしなくてもしなくても差差差差しししし支支支支えないえないえないえない方方方方 

①収支計算の結果、所得金額が黒字にならない場合 

 ②家事消費、親戚などへ販売しない米（縁故米）のみなど事業として農業を行っ

ていない場合 

※農業所得が赤字の場合、他の所得と損益通算を行って申告できる場合もあります。 

※国保税の軽減など収入や所得により判定される制度の対象となる方は、住民税の

申告が別途必要です。 

＜農業所得申告関係書類の持参についてお願い＞ 

 南丹市に平成１９年産農業所得の申告をしていただいた方を対象に、農業所得申告

関係書類を郵送しています。郵送した方で相談会に参加いただく場合は、関係書類の

ご持参をお願いします。（書類が届いていない方は、上記持ち物をご持参ください） 

 

◇問合せ先 税務課 市民税係 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 総務係 TEL 八木（0771）68-0020 

     日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオウオウオウオーキングーキングーキングーキング参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

今回は、新春初詣でを兼ねて泉涌寺から粟田口まで京都一周トレイルに沿って、

ウオーキングします。ウオーキングできることの幸せを願って、京都泉涌寺七福神

巡りも行います。歴史を感じながら楽しくウオーキングしましょう。どなたでも、

お気軽にご参加ください。 

●日程日程日程日程 平成２１年１月１７日（土）（少雨決行） 

●コースコースコースコース JR東福寺駅―泉涌寺七福神―泉涌寺―今熊野観音―剣神社―滑石街道―

阿弥陀が峰―清水山―将軍塚(昼食）―粟田口（歩程８ｋｍ） 

※今回はコース途中３０分ほどの山道の登りがあります。 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 JR東福寺駅 午前９時４０分集合 

※胡麻駅7：45＝日吉駅7：52＝船岡駅7：56＝園部駅8：16＝八木駅8：24＝京都

駅9：16着の後ろより車両に乗車ください。（京都駅でJR奈良線へ乗り換え） 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 地下鉄東西線東山駅 午後２時（予定） 

●対象対象対象対象 一人で８ｋｍ以上歩ける方。（体調の悪い方、付き添いが必要な方はご遠慮

ください。参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください） 

●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー・弁当・水筒・タオル・帽子・手袋・雨天時は雨具 

●参加費参加費参加費参加費 ２００円（保険代他） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月１４日（水）までに下記の申込先までご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席される場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村） TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）68-0016 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）混合混合混合混合ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種接種接種接種についてについてについてについて    

 

麻しんは感染力が強く、かかると脳炎などの重い合併症を引き起こす率が高い重

い病気ですが、予防接種で防ぐことができます。定期の予防接種は生後１２カ月～

２４カ月の間に１期を、就学前１年間（年長児）で２期の定期接種を受けます。ま

た今年４月から向こう５年間に限り、これまで１回しか定期接種の機会がなかった

中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施しています。近年の流行を受

け、厚生労働省から接種勧奨の通知がされ、学校の入学、実習時に接種を必須とす

る学校もでてきています。定期接種対象の方でまだ接種できていない方は、必ず接

種しましょう。定期接種は無料ですが、期間が過ぎると、自費となります。費用は、

医療機関によって多少異なりますが、１０，０００円前後必要です。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジョイエンジョイエンジョイエンジョイ・・・・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））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 平成２１年２月２２日（日）午前９時～午後５時 

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館 

●内容内容内容内容 ①混合の部（競技中２人以上女子）、②女子の部のブロック別交流大会 

●対象対象対象対象 １８歳～６５歳 ●定員定員定員定員 ４８チーム ●参加料参加料参加料参加料 １チーム２，０００円 

●申込受付申込受付申込受付申込受付 平成２１年１月５日（月）以降に、電話または申込書（下記申込先に

備え付け）をＦＡＸ、郵送、持参によりお申し込みください。定員に

なり次第、締め切ります。 

 

◇申込・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 TEL（0771）42-5684 

おやこおやこおやこおやこ陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

 道の駅「京都新光悦村」では、冬休み特別企画「おやこ陶芸教室」を開催します。

冬休みの思い出に親子でマグカップやお皿などの宝物づくりに挑戦しませんか。 

●日時日時日時日時 平成２１年1月６日（火） 午前１０時～正午 

●場所場所場所場所 道の駅「京都新光悦村」 花の体験工房（会議室） 

●講師講師講師講師 熊本一哉 氏 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン（汚れてもよい服装） 

●参加費参加費参加費参加費 親子で５，５００円（材料費・講習費・焼成費込） 

※親＋お子様1人の参加費です。お子様２人以上の場合などはご相談ください 

●申込締切申込締切申込締切申込締切 平成２１年１月４日（日）までに下記申込先にお申し込みください。 

先着順とさせていただきます。 

 

◇申込・問合せ先 道の駅「京都新光悦村」 TEL（0771）68-1100 FAX（0771）68-1101 

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    

 

●日時日時日時日時 平成２１年１月２５日（日）午前１０時３０分ｽﾀｰﾄ（受付：９時３０分～） 

●会場会場会場会場 南丹市八木運動公園（八木町西田） 

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

②ロードレース１部（約２．３ｋｍ）、③ロードレース２部（約５ｋｍ） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 小学生以上で、申し込みのコースを完走できる方。（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）

ただし、ロードレース２部（約５ｋｍコース）は中学生以上。 

●参加料参加料参加料参加料 一人当たり１００円（当日受付時にお支払い願います） 

●参加申込参加申込参加申込参加申込 下記提出先に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、１月１７日

（土）午後５時までに下記提出先のいずれかにお申し込みください。 

●提出先提出先提出先提出先 南丹市八木公民館、八木スポーツ・フォア・オール、府立口丹波勤労者福祉会館 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所「「「「試験研究成績報告会試験研究成績報告会試験研究成績報告会試験研究成績報告会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 ブランド京野菜、水稲・豆・花きなどについて、省力的で安定した高品質生産を

目指した新技術や、環境にやさしい総合防除技術などの試験研究成果を報告します。 

●日時日時日時日時 平成２１年１月３０日（金）午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 京都府農業総合研究所講堂（亀岡市余部町和久成9） 

●内容内容内容内容 （１）黒大豆収量を安定させるかん水技術 

    （２）有機質施用によるミズナの収量・品質への影響 

      （３）斑点米カメムシ類の発生状況と防除対策       

      （４）環境適応性に優れた花き苗の開発       

      （５）獣害低減のための短期・中期的課題        

    （６）京野菜の次期有望品目の選定と栽培法の検討 など 

 

◇問合せ先 京都府農業総合研究所 TEL（0771）22-0425 

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    

 

＜１月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ９日（月例）、１６日、２３日、３０日（毎週金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●対象者対象者対象者対象者 どなたでも ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなどを楽しむ 

＜１月のスポーツデー＞ 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１３日（火） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 ①卓球を楽しもう（午前９時～１１時３０分：３００円） 

②障害者スポーツのつどい（午後１時３０分～３時３０分：無料） 

③スポーツの夕べ（午後６時～９時：３００円） 

＜１月のスポーツを楽しむ日＞ 

●日時日時日時日時 １４日、２１日、２８日（各水曜日） ●場所場所場所場所 体育館 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

●内容内容内容内容 ①軽スポーツ（卓球、ソフトバレーボール）午前９時～１１時３０分  

    ②テニス 午後１時３０分～４時 

＜年末年始の休園＞ 平成２０年１２月２９日（月）～平成２１年１月３日（土） 

 

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

TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

京都府京都府京都府京都府ではではではでは建築基準法上建築基準法上建築基準法上建築基準法上のののの道路道路道路道路のののの現況調査現況調査現況調査現況調査をををを行行行行いますいますいますいます    

 

京都府では、建築基準法に基づく指定道路の情報を提供する指定道路図などの作

成に向けた取り組みとして、道路の現況調査を行います。 

●実施時期実施時期実施時期実施時期 平成２１年１月上旬～３月中旬 

●実施場所実施場所実施場所実施場所 南丹市園部町および八木町内（都市計画区域内に限る） 

●内内内内容容容容 道路の延長、幅員などの測定、写真撮影などを行います。府から委託を受

けた測量会社の調査員が、府が発行した身分証明書を携帯して行います。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹土木事務所建築住宅室 TEL（0771）62-0364 FAX（0771）62-3494 

「「「「おおおお花教室花教室花教室花教室」」」」参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

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。来年もたくさん

の方の参加をお待ちしています。 

日時 内容（テーマ） 

① 平成２１年１月２１日（水）午前１０時～ ピンク・ピンクのバレンタイン 

② 平成２１年２月１８日（水）午前１０時～ おひな様 

③ 平成２１年３月１８日（水）午前１０時～ 花束アレンジ 

●場所場所場所場所 八木スポーツ・フォア・オール ●申込締切申込締切申込締切申込締切 各回１週間前まで受け付けます。 

●受講料受講料受講料受講料 １回２，５００円 ※花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。 

 

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

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「人権人権人権人権ビデオビデオビデオビデオ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会」」」」受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

第５回「人権ビデオ鑑賞会」は、「きこえない」という障がいとは何だろう？という

ことを、障がい者自身の体験を共有することで考え、真のノーマライゼーションとは

何かを問いかける『みみをすます』のビデオを鑑賞します。この講座を通じて、一人

一人が輝く社会づくりのきっかけとしていただければ幸いです。受講は無料です。 

●受講対象受講対象受講対象受講対象 南丹市民および市内に勤務・通学されている２０歳以上の方 

●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前登録や予約は行いません。当日直接会場にお越しください。 

＜今回(第５回)講座＞ 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１０日（土）午前１０時～ ●会場会場会場会場 南丹市八木公民館 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから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＞ 

家内安全・無病息災・五穀豊穣を願って、竹・しめ飾り・書き初めを燃やします。 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１０日（土） 午前９時～１０時（野菜市初市） 

●場所場所場所場所 氷室の郷公園内 ●持持持持ちちちち物物物物 しめ飾り・書き初め・もちなど 

※氷室特製もち、氷室で採れた小豆を使った美味しい“ぜんざい”をふるまいます。 

＜たこづくり教室＞ 

和紙と竹を使って、自分だけのたこを作り、氷室の郷の芝生広場であげてみよう！ 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１８日（日） 午前１０時～ 

●●●●場場場場所所所所 氷室の郷 木工室 ●●●●対対対対象象象象 小学生以上の親子 ●●●●定定定定員員員員 先着２０組 

●●●●内内内内容容容容 竹のひご作りからの工程とたこ作りセットがあります。 

●●●●参加費参加費参加費参加費 １組５００円（材料費別途） 

 

◇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 

「「「「新春新春新春新春えむえむえむえむ寄席寄席寄席寄席」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

  

第３６回えむ企画「新春えむ寄席」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。 

●日時日時日時日時 平成２１年１月１０日（土）午後１時３０分開場、午後２時開演 

●会場会場会場会場 南丹市美山文化ホール 大ホール 

●出演者出演者出演者出演者 桂きん枝・林家染弥・笑福亭由瓶・露の団姫・おしどり 

●協力券協力券協力券協力券 大人：前売１，０００円／当日１，５００円、小・中学生：５００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。 

●協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所 社会教育課、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（0771）68-0044 


