
「「「「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」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
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 

１１月５日（木）※ 午前10時～11時30分 京丹波町瑞穂保健福祉センター 耳鼻科 

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

平成２２年 

１月１２日（火） 

午前10時～11時30分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

※当初１１月６日（金）を予定していましたが、１１月５日（木）に変更になりました。 

●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 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

電話で下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇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 

南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

 火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、

火災発生を防止し、事故や財産の損失を防ぐため秋季火災予防運動を実施します。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 １１月８日（日）～１５日（日） 

●統一標語統一標語統一標語統一標語 「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」 

●重点目標重点目標重点目標重点目標 ①住宅防火対策の推進、②放火火災予防対策の推進、③林野火災予防

対策の推進 

●サイレンサイレンサイレンサイレン吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴（信号符：１分間長符一斉） 

（園部・八木・日吉）１１月８日（日）～１５日（日）午後９時 

 （美山）１１月１日（日）午前７時、１５日（日）午後９時 

※火災とお間違いのないよう、よろしくお願いします。亀岡市、京丹波町において

も同様のサイレン吹鳴が行われます。 

＜住宅防火 いのちを守る －３つの習慣・４つの対策－＞ 

○３つの習慣 寝たばこは絶対にやめる。 

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

○４つの対策 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。 

火災を小さいうちに消すためには、住宅用消火器などを設置する。 

お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます    

  

南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に

係る競争入札に参加を希望される方は、入札参加申請書を提出してください。 

●申請申請申請申請のできないのできないのできないのできない者者者者 

【建設工事関係】 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による国土交通大臣また

は都道府県知事の許可を受けていない者 

・建設業法第２７条の２３に規定する経営に関する客観的事項の審査により、総

合評定値（Ｐ点）の通知を受けていない者 

※経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の審査基準日および審査結果通

知日が、平成２０年４月１日から平成２１年１０月３１日までにあるもので、

かつ平成２１年１０月３１日時点で最新のもの 

【測量・建設コンサルタント等業務関係】 

・測量法（昭和２４年法律第１８８号）、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

などの規定による登録を受けていない者 

【物品・役務等関係】 

・営業に関し、許可、認可などを必要とする場合において、これを得ていない者 

【以下共通】 

・成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者 

・資格審査申請書を提出するときに市税および家賃、保育料、上下水道料金、介

護保険料などの税や公共料金、南丹市ケーブルテレビ・インターネット使用料

を滞納している者 

・資格審査申請書およびその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者または重

要な事実の記載をしなかった者 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契

約情報」から入手し、１部提出してください。 

●提出方法提出方法提出方法提出方法 別紙要領の書類を１から順に重ねたものをとじて、持参のうえ提出し

てください。（市外業者については、郵送も可とする） 

●申請申請申請申請のののの受付期間受付期間受付期間受付期間 １１月２日（月）～３０日（月） 

         （土・日・祝日を除く、午前９時～正午・午後１時～５時） 

※業種別の受付期間（できるだけ下表の期間で提出願います） 

測量・建設コンサルタント等業務関係 

物品・役務等関係 

１１月２日（月）～２０日（金） 

建設工事関係 １１月２４日（火）～３０日（月） 

●提出先提出先提出先提出先 監理課（市内業者の物品・役務等に限り美山支所でも受け付けます） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格のののの有効期間有効期間有効期間有効期間 平成２２年４月１日～平成２４年３月３１日（２年間） 

ただし建設工事については、平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日（１年間） 

●注意注意注意注意 建設工事については、平成２０・２１・２２年度の定期受付が平成１９年

１１月に終了しており、今回はその申請漏れ、またはその後、業種の追加

などの変更が生じた場合を対象としています。従って、すでに申請済みの

場合もしくは変更がない場合は、今回の追加申請は不要です。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９１号（４の１）平成２１年１０月２３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  

――――    ４の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【 表 】 ・南丹市秋季火災予防運動を実施します 

・南丹市競争入札参加資格申請を受け付けます 

・「身体障害者巡回更生相談」のお知らせ 

【 裏 】 ・南丹市審議会などの会議を公開しています 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」の受講者を募集します 

・体験講座『正月みそをつくろう』の参加者を募集します 

・文化博物館「源氏物語千年紀展」を開催します 

・京都府中部文化芸術祭「ヤングミュージック祭」出場者募集 

・定額給付金・子育て応援特別手当の申請受付を終了しました                   

・なんたんテレビ番組表（１１月１日～１５日） 

―――― ４の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・平成２２年度南丹市立保育所入所申込のお知らせ 

・平成２２年度南丹市立幼稚園入園申込のお知らせ 

・平成２２年度「すこやか学園」入園申込のお知らせ 

・南丹市放課後児童クラブ平成２２年度の募集について 

・休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健診を実施します 

【 裏 】 ・「ＫＹＯのあけぼの大学」地域講座を開催します 

・「家庭菜園からできる有機農業」講演会のご案内 

・「美山のもみじ寄席」開催のご案内 

・パパ講座「からだを使って遊ぼう！」を開催します 

・氷室の郷から白味噌（みそ）作り体験のお知らせ 

・「女性の人権ホットライン」電話相談所開設のお知らせ 

・地上デジタル放送受信用簡易チューナーの給付について 

・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

・いきいきストレッチ教室の受講生を募集します 

・第１３回「まちや工芸市」を開催します 

―――― ４の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・特定市街化区域内の農地の固定資産税について 

・ぐるりんバス「市街地循環線」のダイヤ改正をします 

・市政懇談会を開催します 

・平成２１年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集します 

・木造住宅耐震診断および耐震改修事業のお知らせ 

【 裏 】 ・第７回鏡坂峠歴史の道を歩こう 

・「女性の館」文化祭講座のご案内 

・第２７回農芸祭を開催します 

・「来て！ みて！ カタリナ」を開催します 

・太陽光発電の余剰電力買取制度が始まります 

・園部税務署からのお知らせ 

・発達障害支援講座Ⅲ「父親と子どものより良い関係」 

・京都府南丹保健所からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

―――― ４の４４４４枚目枚目枚目枚目 （桃色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

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



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」」」」のののの受講者受講者受講者受講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    

 

「人権」＝「○○」。 あなたなら人権という言葉をどう置き換えますか。誰にとっ

ても大切な人権、それは「愛」でもあり「やさしさ」でもあります。そう考えると

「人権」は決して難しいものではありません。こうした事を描いた『えっ！これも

人権？－４コマ劇場より－』（上映時間 約３０分）のビデオを鑑賞します。 

●日時日時日時日時 １１月１４日（土）午前１０時～ ●場所場所場所場所 八木公民館 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤、在学の方 ●そのそのそのその他他他他 事前申込不要。参加費無料 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金・・・・子育子育子育子育てててて応援特別手当応援特別手当応援特別手当応援特別手当のののの申請受付申請受付申請受付申請受付をををを終了終了終了終了しましたしましたしましたしました    

 

定額給付金および子育て応援特別手当の申請受付は、平成２１年１０月１３日を

もって終了しました。  

 

◇問合せ先 定額給付金・子育て応援特別手当事業実施本部 TEL（0771）68-0066 

文化博物館文化博物館文化博物館文化博物館「「「「源氏物語千年紀展源氏物語千年紀展源氏物語千年紀展源氏物語千年紀展」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

１０月１７日（土）から１１月１５日（日）まで、府民ギャラリー事業「源氏物

語千年紀展」を開催しています。展示している作品は、『源氏物語』が世に出て千年

という節目であった昨年、京都府が重要無形文化財保持者（人間国宝）や伝統産業

の名工たちに依頼し、『源氏物語』の各場面をモチーフとして制作した３５作品です。

展示会の期間中、第２６回伝統的工芸品月間国民会議全国大会や南丹ものづくりの

祭典を南丹市内各所で開催します。また１１月１４、１５日は「関西文化の日」と

なっており、文化博物館も無料開放します。これらの機会にぜひご利用ください。 

●無料期間無料期間無料期間無料期間 １０月２８日（水）～１１月１日（日）、１１月１４（土）、１５日（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） ●場所場所場所場所 文化博物館 

●臨時開館臨時開館臨時開館臨時開館 １１月３日（火・祝） ●休館日休館日休館日休館日 毎週月曜日 

●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）※南丹市に居住する小中学生は入場無料 

 

◇問合せ先 文化博物館 TEL（0771）68-0081 

京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭「「「「ヤングミュージックヤングミュージックヤングミュージックヤングミュージック祭祭祭祭」」」」出場者募集出場者募集出場者募集出場者募集    

 

中部地域を活気ある町にするためには、若者の活力が必要であり、若者の集まるとこ

ろに活気が生まれるとの思いから、若者が集い楽しむような音楽会を開催します。 

●日時日時日時日時 平成２２年３月１４日（日）午後１時～５時 ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●場所場所場所場所 山村開発センターみずほ ●主催主催主催主催 京都府中部文化芸術祭実行委員会 

●対象対象対象対象 アマチュアで構成された積極的かつ継続的に音楽活動を行う１８歳以上

（高校生は除く）３０歳までのグループ（ソロ）で、中部地域（亀岡市・南丹市・

京丹波町）に在住、在学、在勤のメンバーが１人以上入っていること。 

●内容内容内容内容 原則として楽器はアコースティックな管弦楽器に限定し、楽曲は必ず歌詞

が入っていること。（コピー曲可） 

●出演時間出演時間出演時間出演時間 １グループにつき２０分間程度（準備、撤去含む） 

●定員定員定員定員 ８組程度（内容と地域のバランスを考慮し、主催者で調整の上決定します） 

●応募応募応募応募方法方法方法方法 １１月２日（月）～３０日（月）の間に応募用紙に必要事項を記入の上、

下記申込・問合せ先に郵送、ＦＡＸまたはご持参ください。応募用紙は園部公民館、

八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美山支所に備え付けています。 

 

◇申込・問合せ先 京都府中部文化芸術祭実行委員会（京丹波町教育委員会 社会教育課 丹波分室） 

        TEL（0771）82-0988 FAX（0771）82-1717 

体験講座体験講座体験講座体験講座『『『『正月正月正月正月みそをつくろうみそをつくろうみそをつくろうみそをつくろう』』』』のののの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    

 

お正月には欠かせない白みそ。家庭の中で受け継がれてきた伝統的な食文化を楽

しみながら学びます。来年のお正月は、自製のみそで迎えてみませんか。 

●日時日時日時日時 １１月１４日（土）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 

●参加費参加費参加費参加費 ３００円 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾 

●定員定員定員定員 １０人（定員に達し次第、締め切ります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸで下記申込・問合せ先までお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

南丹市審議会南丹市審議会南丹市審議会南丹市審議会などのなどのなどのなどの会議会議会議会議をををを公開公開公開公開していますしていますしていますしています    

 

市民の市政参加および情報公開の一環として、審議会などの審議の内容を市民に公開

しています。これは透明かつ公正な審議により市民の皆さんの市政に対する理解と信頼

を深め、開かれた市政の推進に寄与することを目的にしています。公開する審議会など

の担当事項や委員名簿、会議録などは、市役所本庁１号庁舎１階玄関ホールの「南丹市

各種審議会等情報コーナー」に設置しているほか、南丹市ホームページ

（http://www.city.nantan.kyoto.jp/singikai/singikai.html）に掲載しています。 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

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のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

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。秘密厳守。相談無料。 

●開催日開催日開催日開催日 １１月１０日（火）、２４日（火） ●場所場所場所場所 園部公民館 

●相談時間相談時間相談時間相談時間 午後４時～７時（１人４５分以内） 

●予約予約予約予約 開催日の前日までに、下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （200９年１１月１日～１１月１５日 ） 

 TEL：（0771）63-1777 ／ FAX：（0771）63-1682 ／ Mail：sictv@sic.cans.ne.jp 土・日は営業 / 月曜・祝日は休館です 

 

南丹市の祭  鳥羽八幡神社の秋祭り 

～八木町鳥羽～ 

１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

５日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより  

～１１月新刊のご案内～ 

    

１１１１１１１１月月月月５５５５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

６日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

７日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

    

１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「胡麻郷小学校 運動会」 

    

１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

８日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

９日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１０日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

 

 

「神吉小学校 運動会」 

「平屋小学校 運動会」 

    

１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１３日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「美山町保育所合同運動会」 

    

１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１３日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１４日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

    

１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

「八木中央幼児学園 運動会」 

    

１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１５日（日）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１６日（月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１７日（火）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

テレビ週報 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり） 

 

★第２回南丹市民映像コンクールを開催します。募集期  

間は１０月1日から１１月３０日まで。テーマは「私

の宝物」。あなたの宝物を映像作品として応募しませ

んか？詳しくは南丹市情報センターまで。 

 

★ 放送内容が、一部変更になる場合もありますので、 

京都新聞丹波版「まちかどガイド」または、南丹市   

情報センターホームページをご覧ください。 

 

★ 南丹市情報センターのホームページ なんたんなんたんなんたんなんたんネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク    で一週間のニュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

 



平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度南丹市立保育所入所申込南丹市立保育所入所申込南丹市立保育所入所申込南丹市立保育所入所申込のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成２２年度南丹市立保育所の入所申込を下記の日程で受け付けます。入所を希

望される方は以下のとおり提出書類を添付し、お申し込みください。 

●保育所保育所保育所保育所にににに入所入所入所入所できるできるできるできる基準基準基準基準 保育所は、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける児童を

保育する事を目的とする施設で、保護者が共働きおよび疾病などのために児童を保育

することができない家庭に代わって保育を行っています。保育所へ入所できる児童は、

南丹市に居住（住民登録など）し、両親および両親以外の同居の親族などが児童を保

育できない場合に限ります（就労などの証明が必要となります）。詳しくは、入所のし

おり（受付場所に備え付け）に記載していますので確認してください。 

●入所申込入所申込入所申込入所申込（１）受付期間 １１月２日（月）～２０日（金）（土、日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各保育所、市役所・各支所の開所（庁）時間内 

（３）受付場所 南丹市立各保育所、子育て支援課、各支所健康福祉課 

     （４）必要書類 ①保育所入所申込書 

             ②就労等の証明書（事業所など雇用先の証明） 

             ③課税証明書（平成２１年１月１日以降に南丹市に転 

入された方のみ） 

※定員の関係から、希望される保育所に入所できない場合があります。 

●南丹市立保育所南丹市立保育所南丹市立保育所南丹市立保育所のののの概要概要概要概要 

保育所名 入所対象児 

園部保育所 １歳児～５歳児 

城南保育所 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

八木中央幼児学園長時部  １歳児～５歳児 

八木東幼児学園 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

胡麻保育所 １歳児～５歳児 

日吉中央保育所 ０歳児（満１歳以上）および３歳児～５歳児 

興風保育所 １歳児～５歳児 

みやま保育所 ０歳児（満１歳以上）～５歳児 

知井保育所 １歳児～５歳児 

※入所対象児の年齢は、平成２２年４月１日現在の年齢です。ただし（ ）書の年

齢に達した後に入所可能です。 

※② 保育所の所在地および定員など詳細は、入所のしおりでご確認ください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

●日時日時日時日時 １０１０１０１０月３１３１３１３１日（土）、１１１１１１１１月１１１１日（日） ●会場会場会場会場 京都新光悦村、京都伝統工芸大学校、南丹市立文化博物館 
                                        今年今年今年今年のののの秋秋秋秋はもりだくさんはもりだくさんはもりだくさんはもりだくさん    全国全国全国全国にににに発信発信発信発信    南丹市南丹市南丹市南丹市ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの力力力力            

平成平成平成平成２２２２２２２２年度南丹市立幼稚園入園申込年度南丹市立幼稚園入園申込年度南丹市立幼稚園入園申込年度南丹市立幼稚園入園申込のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  
平成２２年度幼稚園の入園申込を下記の日程で受け付けます。 

●幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とはとはとはとは 幼児の教育の機会均等と就学前教育の充実を図るため、学校教育法

に基づき、幼児を保育し、健全な心身の発達を保障することを目的としています。 

●入園条件入園条件入園条件入園条件 南丹市に居住（住民登録または外国人登録）している満３歳から小学

校就学までの幼児（転入予定を含む） 

●保育料保育料保育料保育料 月額７，０００円 

※通園バス利用者は、別に２，０００円が必要となります。 

※八木中央幼稚園の通園者については、給食費３，５００円が必要となります。 

●入園申込方法入園申込方法入園申込方法入園申込方法    

（１）受付期間 １１月２日（月）～２０日（金）（土、日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

（３）受付場所 園部幼稚園、八木中央幼稚園（八木中央幼児学園）、子育て支援課、

学校教育課、各支所健康福祉課 

※募集要項・申込用紙は、各受付場所に備え付けています。 

※定員の関係から希望される幼稚園に入園できない場合があります。 

●幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの概要概要概要概要 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 

園部幼稚園 園部町小桜町４４番地 ２１０人 ３～５歳児 

八木中央幼稚園 

（八木中央幼児学園） 

八木町西田河原條４２番地 ２１０人 ３～５歳児 

※入園対象児の年齢は、平成２２年４月１日現在の年齢です。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

      園部幼稚園 TEL（0771）68-0083 

      八木中央幼稚園（八木中央幼児学園） TEL（0771）42-5189 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園」」」」入園申込入園申込入園申込入園申込のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成２２年度南丹市立幼児の館「すこやか学園」の入園申込を下記の日程で受け

付けます。 

●幼児幼児幼児幼児のののの館館館館「「「「すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園」」」」とはとはとはとは 市内の就園前の幼児が、遊び場と遊びの友達を

通して、心身ともに健全な発達をするように促すとともに、親が子育てについて

共に学びあい育ちあうことを目的としています。 

●入園対象入園対象入園対象入園対象 南丹市に居住（住民登録または外国人登録）している満２歳児とその

保護者（転入予定を含む。保護者同伴での就園を原則とします） 

●開設日開設日開設日開設日およびおよびおよびおよび時間時間時間時間 ※クラス編成は、すこやか学園で行います。 

 ①のクラス…毎週月曜日（午前）と木曜日（午前） 

 ②のクラス…毎週火曜日（午前）と金曜日（午前） 

●保育料保育料保育料保育料 月額２，０００円 

●入園申込方法入園申込方法入園申込方法入園申込方法 

（１）受付期間 １１月２日（月）～２０日（金）（土、日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

（３）受付場所 園部幼稚園、八木中央幼稚園（八木中央幼児学園）、子育て支援課、

学校教育課、各支所健康福祉課 

※募集要項・申込用紙は、各受付場所に備え付けています。 

※定員を超過した場合は、受付期間終了後、抽選により入園者を決定します。 

●幼児幼児幼児幼児のののの館館館館「「「「すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園」」」」のののの概要概要概要概要 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 

南丹市立幼児の館 

「すこやか学園」 

園部町小桜町４４番地 

（園部幼稚園内） 

４０組 

（各クラス２０組） 

２歳児 

※入園対象児の年齢は、平成２２年４月１日現在の年齢です。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

      園部幼稚園・すこやか学園 TEL（0771）68-0083 

休廃止休廃止休廃止休廃止マンガンマンガンマンガンマンガン鉱山労働従事者鉱山労働従事者鉱山労働従事者鉱山労働従事者じんじんじんじん肺健診肺健診肺健診肺健診をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

すでに休廃止されたマンガン鉱山にかつて従事していた方を対象として、下記の

とおり休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健康診断を実施します。 

●対象者対象者対象者対象者 休廃止マンガン鉱山労働従事者で、現在じん肺管理を受けておられない方 

●日時日時日時日時 １２月１日（火）午後２時～４時 ●場所場所場所場所 日吉興風交流センター 

●実施機関実施機関実施機関実施機関 （財）京都工場保健会 

●負担金負担金負担金負担金 １，０００円（当日、受付でいただきます）※生活保護世帯の方は無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月５日（木）までに電話で下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童クラブクラブクラブクラブ平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの募集募集募集募集についてについてについてについて    

    

    南丹市放課後児童クラブの平成２２年度入部申し込みにあたり、入部希望者説明

会を開催します。夏休み期間のみ希望される方、年度途中で入部可能性がある方も

ご出席ください。 

●●●●放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ入部基準入部基準入部基準入部基準    放課後児童クラブは、保護者が就労などの理由により

昼間家庭にいない小学校低学年の児童を主な対象として、放課後や長期休暇などに家

庭に代わって生活する場です。入部できる児童は、南丹市内の小学校第１学年～第３

学年に在学の児童を原則とし、家庭において保護を受けられない場合に限ります。 

●●●●入部希望者説明会入部希望者説明会入部希望者説明会入部希望者説明会    住所のある管内の説明会へご出席ください。都合が合わない

場合は、別の会場へご出席ください。説明会場において、「入部のしおり」および

申込用紙などをお渡しします。    

地区名 日時 場所 

園部地区 市役所２号庁舎３階３０１会議室 

美山地区 

１１月１０日（火） 

午後７時３０分～ 美山支所１階会議室 

八木地区 八木公民館２階第３集会室 

日吉地区 

１１月１２日（木） 

午後７時３０分～ 日吉町生涯学習センター２階会議室 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL  園部（0771）68-0057 八木（0771）68-0026 

日吉（0771）68-0035 美山（0771）68-0044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９１号（４の２）平成２１年１０月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送受信用簡易放送受信用簡易放送受信用簡易放送受信用簡易チューナーチューナーチューナーチューナーのののの給付給付給付給付についてについてについてについて    

 

平成２３年７月２４日の地上デジタル放送への完全移行に向けて、ＮＨＫの受信料の

全額免除を受けておられる世帯に対して、アナログテレビに取り付ける「簡易チューナ

ー」の無償給付を行います。また、アンテナ改修などが必要な場合は、無償で改修も行

います。給付には、「総務省地デジチューナー支援実施センター」に申請が必要です。 

●平成２１年８月末時点でＮＨＫの放送受信料が全額免除の世帯には、ＮＨＫから

受信料免除証明書とともに申込書が送付されています。なお、申込書は、社会福

祉課、各支所健康福祉課でも配布しています。 

●支援の対象となる世帯は、ＮＨＫの受信料の全額免除を受けておられる世帯です。 

①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を含む世帯

で、世帯全員が市町村民税非課税の世帯 

②生活保護受給世帯 

③社会福祉事業施設入所者で、自らテレビを持ち込んでおられる世帯 

●支援を受けるには、ＮＨＫと受信契約を結び、受信料の全額免除を受けることが

必要です。上記①または②の世帯のうち、受信料免除の申請をされていない場合

は、社会福祉課、各支所健康福祉課でＮＨＫ受信料の免除申請書を発行しますの

で、その書類をＮＨＫに送付してください。 

●注意いただきたい点 

①支援は現物給付です。ご自身で購入されたチューナーやアンテナは支援の対象

となりません。 

②すでに地上デジタル放送を視聴されている世帯は支援の対象となりません。  

 ③悪徳商法にご注意ください。この給付により、費用を請求することはありません。 

 

◇問合せ先（支援制度について）総務省地デジチューナー支援実施センター TEL 0570-033-840 

（ＮＨＫとの受信契約について）ＮＨＫ視聴者コールセンター TEL 0570-000-588 

第第第第１３１３１３１３回回回回「「「「まちやまちやまちやまちや工芸市工芸市工芸市工芸市」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日本の伝統と技術を受け継ぎ、守り育てていく若き匠（たくみ）たちの作品をご覧

いただき、ぜひ伝統文化の魅力を感じてください。今回は、工芸市とともにお茶会

も開催します。作家・職人の作った道具の使い心地をお楽しみください。 

●日時日時日時日時 １１月８日（日）午前１１時～午後４時 ●場所場所場所場所 町家工房「息吹」（園部町本町） 

●内容内容内容内容 木工芸、竹工芸、陶芸作品などの展示・販売 

＜お茶会（工芸市と同時開催）＞ 

●時間時間時間時間 午前１１時～、午後１時～、午後２時～、午後３時～ ※途中入場も可。 

●会費会費会費会費 当日券：３００円、前売券：２００円（工芸市での工芸品割引券付き(当日

のみ有効) ※当日券、前売券ともにお茶・お菓子付き 

●そのそのそのその他他他他 前売券は町家工房「息吹」で販売しています。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人「京都匠塾」 TEL（0771）68-1731 

「「「「家庭菜園家庭菜園家庭菜園家庭菜園からできるからできるからできるからできる有機農業有機農業有機農業有機農業」」」」講演会講演会講演会講演会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

より広く有機農業にチャレンジしてもらおうと、家庭菜園からできる有機農業技術に

ついての講演会を下記のとおり開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月４日（水）午後７時～９時（受付：午後６時３０分） 

●場所場所場所場所 美山文化ホール 大ホール ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●講演講演講演講演    「自然のしくみを上手に活用した野菜づくり－コンパニオンプランツの利用を中心にして－」 

（財）環境科学総合研究所 常任理事 所長 木嶋利男 氏 

『農薬に頼らない家庭菜園コンパニオンプランツ』家の光協会など、著書多数。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 資料準備の都合上、講演会前日までに電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、氏

名、連絡先を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。

なお、当日、直接会場にお越しいただいても入場可能です。 

※コンパニオンプランツとは、種類の違う植物同士（例えばトマトとニラ）を近く

に植えることによって病害虫の発生を防ぐ、生育が良くなる、食用植物の風味が

増すなど、互いに良い影響を及ぼしあい共栄する植物のことを指します。 

 

◇申込・問合せ先 美山有機農業推進協議会事務局（美山支所産業建設課内） 

TEL（0771）68-0043 FAX（0771）75-0801 

Ｅメール sanken-m@city.nantan.kyoto.jp 

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

 

少し色づきかけた楓やいちょうに誘われて、秋の園部川のさわやかな流れに沿

い、園部の古刹を訪れます。古里の深まる秋をウオーキングでお楽しみください。 

●日程日程日程日程 １１月８日（日）（小雨決行） 

●コースコースコースコース  園部公園―園部川―九品寺（休憩）―摩気神社（昼食）―蛭子神社―龍恩

寺（休憩）―園部公園（歩程約１３km）※都合により行程・コースの変更あり 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場（園部高校校門横）午前８時３０分 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 午後３時（予定） 

●対象対象対象対象 １人で１３ｋｍ以上歩ける方。歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください。 

●注意注意注意注意 参加者は自己の責任で、健康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、汗ふきタオル、帽子、手袋（雨天時雨具） 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 ３００円（保険代、資料代他）（会員は参加費用の３００円を免除） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月５日（木）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

※申込の取り消し、欠席がある場合は必ず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 

いきいきいきいきいきいきいきいきストレッチストレッチストレッチストレッチ教室教室教室教室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    

 

 楽しく運動して体力づくりや健康維持を図りましょう。筋力アップとリラクゼー

ションを目的とした、心地よく体をのばす運動です。ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 １１月７日～２８日の毎週土曜日（全４回）午前１０時３０分～１１時３０分 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」ホール ●受講料受講料受講料受講料 １，５００円 

●内容内容内容内容 ストレッチ体操（初級）で健康増進を図る ●服装服装服装服装 運動しやすい服装 

●指導者指導者指導者指導者  森嶋由枝  氏（向陽新体操クラブ代表） 

●持持持持ちちちち物物物物 靴、バスタオル、水分（お茶など） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先（先着５０人） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月４日（水）までに、下記申込・問合せ先に来館、電話、ＦＡＸ

で氏名、住所、電話番号、年齢をご連絡の上、お申し込みください。

１１月３日（火・祝）は休館。※定員に達し次第、締め切ります。 

 

◇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 FAX（0771）72-3311 

「「「「美山美山美山美山のもみじのもみじのもみじのもみじ寄席寄席寄席寄席」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 第３９回えむ企画「美山のもみじ寄席」を開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月１５日（日）開場：午後１時３０分、開演：午後２時 

●場所場所場所場所 美山文化ホール ●出演者出演者出演者出演者 桂三四郎、林家卯三郎、林家染弥、林家小染 

●協力券協力券協力券協力券 大人：前売り１，０００円／当日１，５００円 

     小人（小・中学生）：前売り・当日共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 

「「「「ＫＹＯＫＹＯＫＹＯＫＹＯのあけぼののあけぼののあけぼののあけぼの大学大学大学大学」」」」地域講座地域講座地域講座地域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    

 

男性も女性も個性や能力を発揮して共に築く男女共同参画の地域づくりを目指し、新

たなチャレンジを巻き起こす力をはぐくむことを目的に、地域講座を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月７日（土）開場：午後１時、開演：午後１時３０分   

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 第１・第２研修室 

●対象対象対象対象 京都府内在住、在学、在勤の方（事前申込不要） 

●講演講演講演講演 「お互いをみとめ合う地域づくり」 最福寺 住職 金森英明 氏 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

「「「「女性女性女性女性のののの人権人権人権人権ホットラインホットラインホットラインホットライン」」」」電話相談所開設電話相談所開設電話相談所開設電話相談所開設のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府人権擁護委員連合会では、女性をめぐる家庭内（夫婦、親子、結婚、離婚、

扶養、パートナーからの暴力など）、職場内（セクシャル・ハラスメントなど）の悩

みごと、近隣間のもめごと、ストーカー行為などについて女性の人権擁護委員が秘

密厳守で電話による相談に応じます。相談は無料です。お気軽にご相談ください。 

●日時日時日時日時 １１月１６日（月）～２０日（金）午前８時３０分～午後７時 

１１月１５日（日）、２１日（土）午前１０時～午後５時 

●女性女性女性女性のののの人権人権人権人権ホットラインホットラインホットラインホットライン ０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル 全国共通） 

 

◇問合せ先 京都地方法務局人権擁護課 TEL 075-231-0131 

パパパパパパパパ講座講座講座講座「「「「からだをからだをからだをからだを使使使使ってってってって遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！」！」！」！」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

今回のパパ講座では、「ふだんあるものをおもちゃにする工夫」を楽しくからだも

使って教えていただきます。０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子ど

もと、お父さん、お母さん、お家の方、ぜひ皆さんご一緒にお越しください。 

●日時日時日時日時 １１月１５日（日）午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時３０分） 

●場所場所場所場所 子育てすこやかセンター  

●内容内容内容内容 『からだを使ってあそぼう！』～からだの発達が脳の発達を促がす～  

●講師講師講師講師 （有）あーと・ねっと（子育て発達支援センター非常勤職員）作業療法士 灘裕介 氏 

 

◇問合せ先 子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから白味噌白味噌白味噌白味噌（（（（みそみそみそみそ））））作作作作りりりり体験体験体験体験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

お正月用の白味噌を地元の米と大豆を使って作りましょう！！ 

●日時日時日時日時 １１月２２日（日）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 

●費用費用費用費用 １，０００円（１２月末に白味噌１ｋｇお渡しします） 

●持持持持ちちちち物物物物 三角巾、エプロン ●人数人数人数人数 １５人（定員になり次第締め切ります） 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定市街化区域内特定市街化区域内特定市街化区域内特定市街化区域内のののの農地農地農地農地のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて    

 

南丹市は近畿圏整備法の規定に定める近郊整備区域内の特定市となり、市街化区

域内の農地は宅地並評価の一般市街化農地から特定市街化農地の課税方法に変更さ

れます。合併前から市街化農地であった土地は合併特例法に基づき一般市街化区域

内の農地の課税をしていますが、特例の期限が切れる平成２３年度からは下記のと

おり、特定市街化区域内の農地として課税することとなります。評価額の計算の方

法については変更ありません。税額の計算方法は、次のように変更されます。 

●特定市街化区域内特定市街化区域内特定市街化区域内特定市街化区域内のののの農地農地農地農地のののの税額計算税額計算税額計算税額計算  

次の①、②のうちいずれか低い額×税率（固定資産税：１．５％、都市計画税：０．２％） 

①当該年度の宅地並評価額×特例率（固定資産税：３分の１、都市計画税：３分の

２）×軽減率（注１） 

②ア．負担水準が８０％以上１００％未満の場合 → 前年度の課税標準額と同額 

イ．負担水準が８０％未満の場合 → 前年度の課税標準額＋当該年度の宅地並 

評価額×特例率×５％ 

ただし、②にあっては、以下の範囲に限定されます。 

 上限 ＝（当該年度の宅地並評価額×特例率）×１０分の８×税率 

 下限 ＝（当該年度の宅地並評価額×特例率）×１０分の２×税率 

（注１）軽減率 

年度 初年度目（Ｈ23） ２年度目（Ｈ24） ３年度目（Ｈ25） ４年度目（Ｈ26） 

軽減率 ０．２ ０．４ ０．６ ０．８ 

 

◇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 

ぐるりんぐるりんぐるりんぐるりんバスバスバスバス「「「「市街地循環線市街地循環線市街地循環線市街地循環線」」」」ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正をしますをしますをしますをします    

 

１１月１日からぐるりんバス「市街地循環線」の１便のみダイヤ改正します。 

停留所名 現行発車時刻 停留所名 改正後発車時刻 

園部駅西口 ７：４６ 園部駅西口 ７：３７ 

専門学校 ７：４７ 専門学校 ７：３８ 

栄町 ７：４８ 栄町 ７：３９ 

城南町 ７：４９ 城南町 ７：４０ 

小桜町 ７：５０ 小桜町 ７：４１ 

市役所前 ７：５１ 市役所前 ７：４２ 

園部大橋 ７：５２ 園部大橋 ７：４３ 

河原町 ７：５４ 河原町 ７：４５ 

横田 ７：５５ 横田 ７：４６ 

半田口 ７：５７ 半田口 ７：４８ 

小桜町 ７：５９ 小桜町 ７：５０ 

城南町 ８：００ 城南町 ７：５１ 

栄町 ８：０１ 栄町 ７：５２ 

小山西町 ８：０２ 小山西町 ７：５３ 

大峠 ８：０４ 大峠 ７：５５ 

平成台 ８：０５ 平成台 ７：５６ 

園部駅西口 ８：０６ 

 

園部駅西口 ７：５７ 

 

◇問合せ先 （有）中京交通 TEL（0771）63-0521 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇談会をををを開催開催開催開催しましましましますすすす    

～共に語ろう、これからのまちづくり～ 

 

南丹市として発足以来、市では旧町の枠を越えた一体化への取り組みを行っています

が、地域が抱える問題や地域特有の課題もあります。そこで、『共に語ろう、これからの

まちづくり』をテーマに、市民の皆さんから広くご意見・ご提案をいただき、市民と行

政との協働による住みよいまちづくりを進めていくため「市政懇談会」を開催します。 

どなたでも、いずれの会場でも参加可能です。皆さんの参加をお待ちしています。 

１１月の開催は次のとおりで、時間はいずれも午後８時から９時３０分までです。 

日程 場所 日程 場所 

１１月４日（水） 氷室の郷 １１月１９日（木） 胡麻基幹集落センター 

１１月６日（金） 摩気小学校 １１月２４日（火） 八木公民館 

１１月１７日（火） 美山知井会館 １１月２５日（水） 国際交流会館 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断およびおよびおよびおよび耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

地震への備えの意識を深めていただくために、木造住宅の耐震診断事業を実施し

ます。ご希望の方は下記問合せ先に電話でお問い合わせください。 

●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる住宅住宅住宅住宅 ・昭和５６年５月以前に建築された一戸建木造住宅であること 

         ・原則として、昭和５６年５月以降増築されていないこと 

         ・延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２２年１月～３月 

●費用費用費用費用 診断費用３０，０００円のうち、２８，０００円を市が負担します（実負担額

２，０００円）。また、耐震改修に係る補助制度も創設しましたので、改修をご検討さ

れておられる場合はご相談ください。（耐震改修には減税措置もあります） 

※いずれの事業も予算に限りがありますので、ご希望多数の場合は次年度以降の対

応となることをご了承ください。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

健康健康健康健康プールプールプールプール教室教室教室教室（（（（ⅡⅡⅡⅡ期期期期））））のののの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    

 

運動不足になりがちな冬季に、温水プールでの水中運動により、楽しみながら運動不

足解消に取り組んでみませんか。ぜひ、この機会にご参加ください。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２２年１月上旬～３月中旬 全１０回 

火曜日 

じっくりコース 

(経験者・４０歳～おおむね６４歳の方) 

木曜日 

ぼちぼちコース 

(初心者・おおむね６５歳～７４歳の方） 

金曜日 

じっくりコース 

(経験者・４０歳～おおむね６４歳の方) 

午後２時～２時５５分 

各コース 

３０人 

・週１回を予定しています。初回と９回目・最終回の開始時間が早くなります。 

・具体的な内容、日程、時間、持ち物などは、参加決定された方にお知らせします。 

・教室途中でのコース変更はできません。 

・申し込み多数の場合は、初めての方を優先的に抽選し、結果は郵送でお知らせし

ます。できるだけ、毎回ご参加いただける方がお申し込みください。 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし温水プール ほか   

●内容内容内容内容 水中ウオーキング、アクアビクス ほか 

●参加料参加料参加料参加料 プール利用料 １回：５００円（その都度お支払いください。通常料金

は、６００円）※「ＳＳクラブ会員証」をお持ちの方はご利用できます。 

●指導者指導者指導者指導者 スプリングスひよしインストラクター  

●対象対象対象対象 南丹市内在住で、４０歳～おおむね７４歳までの方（疾患などにより水中

運動を止められている方を除きます。高血圧、心臓病、糖尿病など何らか

の疾患で治療をしている方は、必ず主治医に相談し、許可を得てください） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月３０日（月）までに氏名、年齢、住所、電話番号、第１、第２

希望曜日、治療・管理中の疾患の有無、医師の指示を下記申込・問合

せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

平成平成平成平成２１２１２１２１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    

 

社会生活を営む中で、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、人とかかわるための自信

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。 

●南丹市南丹市南丹市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計画表計画表計画表計画表（（（（１１１１１１１１月月月月・・・・１２１２１２１２月分月分月分月分）））） 

日時 内容 地区名 場所 

１１月１６日（月） グラウンドゴルフ 全地区 スプリングスひよし 

１１月２７日（金） 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１２月１１日（金） 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１２月１６日（水） クリスマス会 八木 八木保健センター 

１２月２１日（月） クリスマス会 日吉 はーとぴあ（日吉町） 

１２月２４日（木） クリスマス会 美山 美山保健センター 

１２月２５日（金） クリスマス会 園部 こむぎ山健康学園（園部町） 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９１号（４の３）平成２１年１０月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



京都府南丹保健所京都府南丹保健所京都府南丹保健所京都府南丹保健所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    

 

＜毒物、劇物の取扱いにはご注意を！＞ 

毒物や劇物は農薬・燃料など、私たちの身近な場所で使用されていますが、吸引や接

触により中毒になるなど、人体への影響が強く、取扱いには十分な注意が必要です。毒

物、劇物を取り扱う際は、次のことを守り、正しい使用・保管管理・廃棄を行いましょ

う。 

①盗難に遭わないよう、鍵のかかる専用の保管庫で保管しましょう。 

②容器や保管場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と正しく表示しましょう。 

③飲食物の容器には絶対に入れ替えてはいけません。 

④常に在庫を確認し、万が一盗難・紛失した場合はすぐに警察に通報しましょう。 

⑤毒物や劇物を飛散、流出などさせた場合で他の住民への危害が生じると考えられ

る場合はすぐに保健所、警察署または消防機関へ通報しましょう。 

＜エコドライブセミナーを開催します＞ 

●日時日時日時日時 １１月８日（日）午前１０時～午後０時３０分（受付：午前９時４５分） 

●場所場所場所場所 京都府園部総合庁舎保健所講堂（２階）および周辺道路 

●内容内容内容内容 ①エコドライブ運転方法 ②エコドライブ同乗体験 ●参加料参加料参加料参加料  無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法  １０月３０日（金）〔当日消印有効〕までに、郵送、ＦＡＸ、メールで住所、氏

名（複数名分を一括申込みの場合は、代表者と合計人数）、電話番号を記入の上、下記申込・

問合せ先にお申し込みください。先着順で定員（３６人）に達し次第締め切ります。 

＜「犬のしつけ方教室」の参加者を募集します＞ 

犬の正しい飼い方およびしつけ方法を習得していただきます。 

日時・実施内容 場所 

１１月２４日（火）午後１時３０分～３時３０分 

第１回 

〔内容〕しつけ方および犬の健康管理の講習  

京都府園部総合庁舎 

２階 講堂 

１１月３０日（月）午後１時３０分～２時３０分 

第２回 〔内容〕犬の服従心を養うための実技講習 

（マズルコントロール、アタッチメントほか） 

京都府園部総合庁舎 

テニスコート 

１２月７日（月）午後１時３０分～２時３０分 

第３回 

〔内容〕ツケ、スワレ、フセのしつけ方の実技講習 

京都府園部総合庁舎 

テニスコート 

１２月１４日（月）午後１時３０分～２時３０分 

第４回 

〔内容〕マテ、コイのしつけ方の実技講習 

京都府園部総合庁舎 

テニスコート 

予備日 １２月２１日（月）午後１時３０分～２時３０分 

京都府園部総合庁舎 

テニスコート 

※第１回は飼い主のみ参加。第２～４回は飼い犬同伴の参加。 

●対象者対象者対象者対象者 ①南丹市内在住の生後６カ月以上２歳未満の犬の飼い主で４回全て受講できる方 

②犬の登録および狂犬病予防注射接種済のこと 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 先着１０人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１６日（月）～２０日（金）の間に、下記申込・問合せ先に電

話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4755 FAX（0771）62-0451 

〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

Ｅメール nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp 

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    

 

＜サッカー教室＞ 

●日時日時日時日時 １１月２９日（日）午前１０時～午後０時３０分 ●場所場所場所場所 陸上競技場 

●対象者対象者対象者対象者 小学生 ●内容内容内容内容 京都サンガＦＣによる指導 ●定員定員定員定員 ２００人 

●参加料参加料参加料参加料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月４日（水）～１７日（火）の間に、電話で下記申込・問合せ先

にお申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞       

●日時日時日時日時 １１月６日（月例会）、１３日、２７日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 １１月１０日（火）（当日受付） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 午前９時～卓球を楽しもう（３００円）、午後１時３０分～障害者スポーツ

のつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 

＜京都丹波ロードレース大会・口丹波ふるさと特産展うまいもの市＞ 

●日程日程日程日程 １１月３日（火・祝） ●場所場所場所場所 中央広場、陸上競技場、こどもの広場など 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560   

発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座ⅢⅢⅢⅢ「「「「父親父親父親父親とととと子子子子どものよりどものよりどものよりどものより良良良良いいいい関係関係関係関係」」」」    

 

 子どもとどうやってかかわっていけばいいのか悩んでいるお父さんのための講座

を開講します。夫婦そろって、お父さん・お母さんどちらかの参加でも結構です。 

●日時日時日時日時 １１月８日（日）午後２時～４時  

●場所場所場所場所 ガレリア亀岡３階NPOセンターフリースペース ●定員定員定員定員 ５０人 

●講師講師講師講師 早樫一男 氏（京都府立淇陽学校校長、前福知山児童相談所所長、臨床心理士） 

●参加費参加費参加費参加費 正会員：無料、一般：１，０００円 

●後援後援後援後援 京都府南丹広域振興局、南丹市、亀岡市、京丹波町 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月５日（木）までに氏名、連絡先、託児ルーム（有料：５００円）利

用の有無を電話、ＦＡＸで下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 TEL・FAX（0771）63-0351 

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの余剰電力買取制度余剰電力買取制度余剰電力買取制度余剰電力買取制度がががが始始始始まりますまりますまりますまります    

 

１１月１日から「太陽光発電の買取制度」が始まります。これはお持ちの太陽光

発電システムによって作られた電力のうち、使われずに余った電力をこれまでの倍

程度の価格である４８円/kWhで電力会社に売ることができる制度です。 

●買取対象買取対象買取対象買取対象はははは余剰電力余剰電力余剰電力余剰電力 太陽光発電システムで作られた電力のうち、使われずに余った

電力が買取対象となります。すでに設置された太陽光発電システムも対象になります。 

●買取期間買取期間買取期間買取期間はははは１０１０１０１０年間年間年間年間でででで買取価格買取価格買取価格買取価格はははは固定固定固定固定 設置する用途や年度ごとに買取価格は異

なりますが、それぞれ価格を１０年間固定して買取が行われることになります。 

●全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型 買取費用については、電気を使用する方全員で薄く広くご負担いた

だくことになります。標準的な一般家庭の場合、１カ月あたり数１０円～１００

円未満の負担です。詳しくは買取制度ホームページをご覧ください。 

 （http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html） 

 

◇問合せ先 資源エネルギー庁新エネルギー対策課 TEL 03-3501-1511 

第第第第２７２７２７２７回農芸祭回農芸祭回農芸祭回農芸祭をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日ごろの教育活動を広く地域社会に公開することを目的として、授業で育てた野

菜や花の販売を中心に実施します。皆さんのお越しをお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月２２日（日）午前９時～午後２時３０分 ●場所場所場所場所 京都府立農芸高等学校 

●内容内容内容内容 農場生産物即売（野菜、鉢花、庭木、草花苗、堆肥など）、ＰＴＡバザー、模擬店、

全国農業高校特産物各コーナー、中学生進路相談、学校探検スタンプラリー 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、亀岡市教育委員会 

※駐車場は、校内および校外第２駐車場（埴生区運動場横）を準備し、シャトルバ

ス運行を計画しています。当日は、混雑が予想されますので、できるだけ乗り合

わせてご来校ください。 

 

◇問合せ先 京都府立農芸高等学校 TEL（0771）65-0013 

「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」文化祭講座文化祭講座文化祭講座文化祭講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 「女性の館」文化祭講座の受講者を募集します。 

●日時日時日時日時 １１月７日（土）午後1時～３時３０分 ●参加費参加費参加費参加費 ８００円 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 イベントホール 

●内容内容内容内容 フラワーアレンジメント、クレイアート（来年の干支「寅（とら）」） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。当日会場でも受け付けます。 

 

◇申込・問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

第第第第７７７７回鏡坂峠歴史回鏡坂峠歴史回鏡坂峠歴史回鏡坂峠歴史のののの道道道道をををを歩歩歩歩こうこうこうこう    

 

 日吉町畑郷と美山町肱谷を結ぶ鏡坂峠を歩く「第７回鏡坂峠歴史の道を歩こう」を開

催します。ゲームや記念撮影などを企画しています。皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月８日（日）（小雨決行） ●持持持持ちちちち物物物物 弁当・水筒・雨具など 

●集合時間集合時間集合時間集合時間・・・・場所場所場所場所 美山地域出発 京都府立大学演習林事務所前 午前１０時 

         日吉地域出発 畑郷農村公園 午前１０時 

●服装服装服装服装 比較的歩きやすい道ですが、山登りのできる服装でご参加ください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月２日（月）までに氏名、住所、年齢、連絡先を電話、ＦＡＸで

下記申込・問合せ先までご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 大野振興会 TEL（0771）75-9110 FAX（0771）75-9112 

園部税務署園部税務署園部税務署園部税務署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    

 

 税の質問にお答えする「タックスアンサー」のうち、「電話音声・ファクシミリ」

サービスは１１月３０日をもちまして終了させていただきます。インターネットの

「タックスアンサー」は引き続きご利用いただけます。 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

「「「「来来来来てててて！！！！    みてみてみてみて！！！！    カタリナカタリナカタリナカタリナ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

秋が深まるこの時期に楽しいひとときを過ごしませんか。お気軽にお越しください。 

●日時日時日時日時 １１月１５日（日）午前１０時～午後０時３０分 ●場所場所場所場所 京都聖カタリナ高等学校 

●内容内容内容内容 ①身体のツボとタッチケアによる身体リラックス（看護科）10:00～11:30 

講師：福田文彦 先生（明治国際医療大学）  

②ユニバーサルデザインフードについて学ぶ（福祉科）11:00～12:30 

～高齢期の食事の試食～ 講師：武田清 先生（キューピー株式会社） 

③オリジナル年賀状作り（普通科マルチメディア）10:00～11:00、11:00～12:00 

はがき持参者３０枚まで無料印刷 

④パンリース作り（普通科フードカルチャー）10:30～12:30 

 おみやげにどうぞ！先着２４人。※途中参加はできません。 

⑤お子さん連れでも楽々保育ボランティア（普通科キッズライフ） 

●そのそのそのその他他他他 予約制ではありません。時間に合わせて当日お越しください。 

 

◇問合せ先 京都聖カタリナ高等学校 TEL（0771）62-0163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


