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春季火災予防運動春季火災予防運動春季火災予防運動春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、火災に対する予防意識の啓発を図り、

火災発生を防止し、死傷事故や財産の損失を防ぐため春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 ３月１日（月）～７日（日） 

※南丹市では２月２８日（日）を初日として実施します。 

●●●●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」…（全般） 

    「消さないで 小さな命の 帰る場所」…（山林） 

●●●●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、④乾燥時および強風時の火災発生予防対策の推進 

●●●●サイレンサイレンサイレンサイレン吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴    

・期間 園部・八木・日吉町内：２月２８日（日）～３月７日（日）午後９時 

美山町内：２月２８日（日）午前７時、３月１５日（月）午後９時 

・信号符 １分間長符一斉 

※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。 

●●●●住宅防火住宅防火住宅防火住宅防火    いのちをいのちをいのちをいのちを守守守守るるるる    －－－－３３３３つのつのつのつの習慣習慣習慣習慣・・・・４４４４つのつのつのつの対策対策対策対策－－－－    

＜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し止めるために、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 

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 】 ・春季火災予防運動を実施します 

・南丹市嘱託職員を募集します 

・南丹市臨時職員を募集します 

・水道検針員を募集します 

【 裏 】 ・南丹市人権活動交流会を開催します 

・第４回美山フォーラム「美山の魅力と可能性Ⅳ」 

・ＪＲ山陰本線複線化開業イベントを開催します 

・“こころの病気”まず知ることからはじめませんか 

・「園部吹奏楽団 第３４回定期演奏会」を開催します 

・モラロジー「心の生涯学習セミナー」を開催します 

・なんたんテレビ番組表（２月１６日～２８日） 

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

【 表 】 ・新型インフルエンザワクチン接種のお知らせ 

・南丹市市民健診のお知らせ 

・未成年心身障害者年金・在宅重度身体障害者介護者激励金 

・不妊治療助成金申請について 

・特定不妊治療費助成申請について 

【 裏 】 ・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・レッツなんたん元気づくりフォーラムの参加者募集 

・南丹市子育て応援「親子のつどいと講演会」のご案内 

・戦没者遺族相談員のお知らせ 

・「女性の館」おひな様の講座のご案内 

・軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに 

・「きこえと補聴器の相談会」のお知らせ 

・平成２２年度南丹地域就農講座の受講生を募集します 

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

【 表 】 ・京都府知事選挙および南丹市長選挙のお知らせ 

・市営住宅入居者を募集します 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・＜○○地域版お知らせ＞� 

 

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    

 

職種（人数） 学校給食調理員（１人） 養護教諭または保健師、看護師（２人） 

条件・資格 

おおむね６５歳までの方で、 調

理師免許有資格者 

おおむね６５歳までの方で、それぞ

れ必要な資格の有資格者 

勤務場所 美山学校給食共同調理場 市内保育所 

賃金（月額） １４０，０００円 １７０，０００～１９０，０００円 

勤務時間 

毎週月～金曜日の午前８時３０

分～午後５時１５分（給食を実施

しない長期休業中も勤務あり） 

原則、毎週月～金曜日の午前８時 

３０分～午後５時１５分 

その他 

・選考は面接試験（３月初旬予定）による 

・社会保険・雇用保険加入あり 

●●●●任用期間任用期間任用期間任用期間 ４月１日（木）～１年間 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 ２月１５日（月）～２６日（金）※ただし、土・日曜日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類を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。 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 ①嘱託職員申込書（人事秘書課、各支所地域総務課に備え付け） 

②資格を証明する書類（写し） 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時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    

 

職種(人数) バス運転手（１人） 学校給食調理員(２人) 保育士（若干名） 

条件 大型運転免許有資格者 調理師免許有資格者 保育士有資格者 

賃金 

時間給１，２００円（出庫

から入庫までの時間給） 

日額６，１６０円 日額６，８００円 

勤務内容 

児童生徒の校外活動･クラ

ブ活動対外試合などの送迎 

八木学校給食共同調理

場に勤務 

市内保育所に勤務 

勤務時間 

毎週月～金曜日の午前６

時３０分～午後９時の範

囲の運行時間、月２０日

以内（不定期勤務、土・

日・祝日の勤務あり） 

毎週月～金曜日の午前

８時３０分～午後５時

１５分（給食を実施し

ない長期休業中は勤務

なし） 

原則、毎週月～金曜

日の午前８時３０分

～午後５時１５分 

その他 

応募者は、臨時職員雇用

予定者名簿に登録し、必

要に応じ雇用を行う 

選考は面接試験（３月初旬予定）による 

●●●●任用期間任用期間任用期間任用期間    ４月１日（木）～９月３０日（木）    

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 ２月１５日（月）～２６日（金）※ただし、土・日曜日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類を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。 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 ①臨時職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課に備え付け） 

②資格を証明する書類（写し） 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

水道検針員水道検針員水道検針員水道検針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    

    
上下水道料金を算出するため、各家庭や事業所などに設置している水道メーター

を毎月検針する水道検針員を募集します。 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 水道検針員（若干名） ●●●●検針地区検針地区検針地区検針地区 美山町（予定） 

●●●●勤務形態勤務形態勤務形態勤務形態 毎月１日～１２日の間に検針を実施 ●●●●検針件数検針件数検針件数検針件数 ２００～６００件 

●●●●業務報酬業務報酬業務報酬業務報酬 検針件数に応じて２２，０００円～６６，０００円 

●●●●勤務開始勤務開始勤務開始勤務開始 ４月１日（木）～ ●●●●採用採用採用採用 面接などにより決定 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 ２月１５日（月）～２６日（金）※ただし、土・日曜日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

●●●●提出先提出先提出先提出先 上水道課（八木支所２階）、人事秘書課、各支所産業建設課のいずれか 

 

◇問合せ先 上水道課 TEL（0771）68-0053 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流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    

 

南丹市人権教育・啓発推進協議会では、市内におけるあらゆる人権問題の解決に

向けて活動を行っています。この交流会は、地域・学校・職場などそれぞれの立場・

環境で取り組んでいる活動内容を教材として日常の中で思っていることや、感じている

ことなどの意見交流を行い、今後の活動の発展につなげることを目的に開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２０日（土）午後１時３０分～４時 ●●●●場所場所場所場所 園部公民館 大研修室 ほか 

●●●●対象対象対象対象 南丹市在住・在勤・在学の方など ●●●●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前申し込み不要    

●●●●そのそのそのその他他他他 会場は駐車台数に制限がありますので、南丹市役所駐車場をご利用ください。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

ＪＲＪＲＪＲＪＲ山陰本線複線化開業山陰本線複線化開業山陰本線複線化開業山陰本線複線化開業イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

ＪＲ山陰本線複線化の完成（３月１３日ダイヤ改正）に伴い、開業を記念したイ

ベントを開催します。ご家族そろってお越しください。 

●●●●日時日時日時日時 ３月１４日（日）午前１０時～午後３時  ●●●●場所場所場所場所 ＪＲ園部駅西口 

●●●●内容内容内容内容 パネル展（複線化の歩み）、ミニ鉄道（113系、221系）の運転体験、記念駅弁・

切符の販売、ペーパークラフト体験（113 系、221 系、223 系電車）、ストーン

ペインティング体験（石に電車の絵を書こう！）、ドーム型遊具「ふわふわ」 

※主催者側で駐車場を用意していませんので、公共交通機関でご来場ください。 

※ペーパークラフトやストーンペインティングなどは材料がなくなり次第終了。 

※体験コーナーは無料ですが、参加人数に限りがあります。 

 

◇問合せ先 ＪＲ山陰本線複線化開業イベント実行委員会（企画推進課内） 

TEL（0771）68-0003 

““““こころのこころのこころのこころの病気病気病気病気””””まずまずまずまず知知知知ることからはじめませんかることからはじめませんかることからはじめませんかることからはじめませんか    

 

 南丹市社会福祉協議会では、精神障がいについて理解を深め、地域での支え合いのあ

り方を一緒に考える足掛かりとすることを目的に「障がい者理解研修会」を開催します。 

●●●●日時日時日時日時 第１回：２月１８日（木）午後１時３０分～３時３０分 

     「精神障がいについて～精神障がいとは～」 

     講師：もみじヶ丘病院 副院長 芝 伸太郎 氏 

    第２回：３月９日（火）午後１時３０分～３時３０分 

     「精神障がい者への対応について 

私にできることは？～地域の中に目を向けて～」 

      講師：京都ノートルダム女子大学 生活福祉文化学科 准教授 佐藤 純 氏 

●●●●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 中研修室  ●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 一般市民 

●●●●参加方法参加方法参加方法参加方法 参加を希望される方は、事前に下記申込・問合せ先へご連絡ください。

なお、当日参加も可能ですので、気軽にお越しください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-0950 

「「「「園部吹奏楽団園部吹奏楽団園部吹奏楽団園部吹奏楽団    第第第第３４３４３４３４回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会」」」」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 ３月７日（日）開場：午後１時３０分～ 開演：午後２時～ 

●●●●場所場所場所場所 園部公民館 大ホール  ●●●●入場料入場料入場料入場料 無料 

●●●●プログラムプログラムプログラムプログラム １部：クラシカルステージ「タンタン」「イタリア歌曲メドレー」ほか 

２部：ポップスステージ「スイートメモリーズ」「美空ひばりメドレー」 

         「ＥＸＩＬＥ ＯＮ ＢＲＡＳＳ」ほか 

●●●●主催主催主催主催 園部吹奏楽団  ●●●●後援後援後援後援 南丹市、園部町文化協会 

 

◇問合せ先 園部吹奏楽団（佐野） TEL 080-3859-1031 

第第第第４４４４回美山回美山回美山回美山フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム「「「「美山美山美山美山のののの魅力魅力魅力魅力とととと可能性可能性可能性可能性ⅣⅣⅣⅣ」」」」    

 

～元気を耕し、未来をひらく～と題し、第４回美山フォーラムを開催します。  

都市と地方、メーカーと流通との出会いによる次の市場創造を目指し「ヒット商品

応援団」を主宰されている飯塚敞士氏を迎えての基調講演、地域の課題解決に向け

て活動を実践されている市民の方々をパネラーにお招きしてのパネルディスカッシ

ョンを行います。『元気』を感じる瞬間、地域への思いや誇り、未来へとつないでい

きたい思いなどを語っていただき、地域の元気を創りだし、はぐくむのは市民一人

一人の意識であることを再確認いただく機会として、ぜひご来場ください。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２１日（日）午後１時３０分～ ●●●●場所場所場所場所    美山文化ホール ●●●●参加費参加費参加費参加費    無料 

●●●●内容内容内容内容 ＜第１部＞ 基調講演「都市生活者の今と市場開発への着眼」 

講師：元ジャパンライフ 取締役 飯塚 敞士 氏 

＜第２部＞ パネルディスカッション 

小寺敏江氏、中西多嘉子氏、中島慎司氏、澤田千代野氏、柿迫義昭氏 

 

◇問合せ先 美山支所 地域総務課 TEL（0771）68-0040 

モラロジーモラロジーモラロジーモラロジー「「「「心心心心のののの生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 財団法人モラロジー研究所は、倫理道徳の研究と「心の生涯学習」を推進する文

部科学省所管の社会教育団体です。モラロジーとは、“道徳”を表す「モラル」と“学”

を表す「ロジー」からなる学問名です。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２１日（日）午前１０時～午後３時３０分 

●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール 

●●●●テーマテーマテーマテーマ 心がつくる人生「感謝の心・思いやりの心」 

●●●●講師講師講師講師 （財）モラロジー研究所 社会教育講師 玉井 哲 氏、服部 せつ子 氏 

●●●●参加費参加費参加費参加費 ２，０００円（昼食代、テキスト代、消費税含む） 

●●●●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、事前に下記申込・問合せ先へご連絡ください。 

●●●●後援後援後援後援 文部科学省、京都府、京都府教育委員会、南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 （財）モラロジー研究所 京都南丹モラロジー事務所（能勢方） 

TEL（0771）29-0885 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年２月１６日～２月２８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 

 

スクールフェイス 

「園部第二小学校 和太鼓発表会」 

    

２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１８日（木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

南丹市くらしのあんない版 

南丹市役所からのお知らせです 

    

２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２０日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

人権尊重啓発番組 

ふれあいひろば    

    

２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１９日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２０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 

    

２２２２月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２３日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

スクールフェイス 

「聖家族幼稚園 なかよし音楽会」 

 

２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

ふくしの森 

｢地域活動支援センターからのお知らせ｣ほか 

    

２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７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 

    

２２２２月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３月１日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

テレビ週報((((インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション))))    

（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） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★ 我が家のペット募集中！出演ご希望の方は南丹市

情報センターまでご連絡ください。 

 

★ 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ホームページ なんたんネッ 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９８号（３の２）平成２２年２月１２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金・・・・在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金    

 

＜未成年心身障害者年金＞ 

未成年の心身障がい者と保護者の負担軽減を図るため、年金（助成金）を支給します。 

●●●●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 住民税非課税世帯で、次の①～③のすべてに当てはまる方 

①住居：平成２１年４月１日現在において市内に３年以上居住 

②年齢：平成２１年４月１日現在において２０歳未満 

③障がいの範囲：身体障害者手帳１～２級か療育手帳所持者または日常生活を

著しく制限されているか介護の必要がある方 

●●●●助成金額助成金額助成金額助成金額 年額２万円（支給は年度内に１回） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 ３月１日（月）までに下記申請・問合せ先に申請してください。 

＜在宅重度身体障害者介護者激励金＞ 

重度身体障がい者を在宅で介護されている方を対象に、激励金を支給します。 

●●●●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 住民税非課税世帯で、次の①、②の両方に当てはまる方 

①重度身体障がいにより寝たきりの状態が６カ月以上継続している２０歳以上

６５歳未満の障がい者を介護している方。※民生委員による確認が必要です。 

②重度身体障がい者と介護者の双方が基準日（平成２２年２月１日）に市内に在住 

※ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。 

・基準日において、施設に入所している場合 

・基準日において、病院などに引き続き３カ月以上入院している場合 

・介護者または障がい者が、基準日の６カ月以内に市外から転入された場合 

●●●●助成金額助成金額助成金額助成金額 年額６万円（支給は年度内に１回） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 下記申請・問合せ先で申請用紙をお渡ししますので、民生委員の証明

を受けていただき、３月１日（月）までに申請してください。 

 

◇申請・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 

特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請についてについてについてについて    

―助成金の上限が増額されました― 

        京都府では、体外受精および顕微授精を受けられた夫婦の経済的負担の軽減を図るた

め、その治療に要した費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を実施しています。

このたびこのたびこのたびこのたび、、、、国国国国のののの緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策によりによりによりにより１１１１回回回回のののの治療治療治療治療につきにつきにつきにつき助成金額助成金額助成金額助成金額のののの限度額限度額限度額限度額がががが１０１０１０１０万円万円万円万円からからからから

１５１５１５１５万円万円万円万円にににに増額増額増額増額されましたされましたされましたされました。。。。１１１１年度年度年度年度（（（（４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～翌年翌年翌年翌年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで））））当当当当たりたりたりたり２２２２回回回回をををを限限限限

度度度度としとしとしとし、、、、通算通算通算通算５５５５年間助成年間助成年間助成年間助成がががが受受受受けられますけられますけられますけられます。。。。なお、すでにほかの地方自治体で特定不妊治

療費の助成を受けられている場合は、これを京都府の助成とみなして通算されます。    

●●●●対象対象対象対象 平成２１年４月以降に申請された方（平成２１年４月１日～平成２２年３

月３１日の期間に治療を終了される方） 

●●●●申請期限申請期限申請期限申請期限 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（水水水水））））までまでまでまで 

 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 TEL（0771）62-4751 健康課 TEL（0771）68-0016 

不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請についてについてについてについて    

 

南丹市では、子どもを希望しながらも恵まれないために不妊治療を受けている夫

婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成しています。 

●●●●対象者対象者対象者対象者 ①南丹市に住所を有し、京都府に１年以上居住している夫婦。 

      （婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む） 

     ②各種医療保険に加入していること。 

●●●●給付対象給付対象給付対象給付対象とするとするとするとする治療治療治療治療 不妊治療のうち保険適用のある治療（府外の医療機関での治療

も対象になります）※診断のための検査は助成対象外になりますのでご注意ください。 

●●●●助成金額助成金額助成金額助成金額 保険診療に係る被保険者負担額の２分の１（ただし、医療保険法の規

定による保険者、共済組合の規約､定款、運営規則などで、不妊治療に要する費用

に対して給付がなされる場合には、その額を控除する） 

●●●●助成限度額助成限度額助成限度額助成限度額 【平成２１年３月３１日受診分まで】：１年度につき３万円を限度 

（夫婦双方が不妊治療を受けている場合はそれぞれにつき３万円まで） 

【平成２１年４月１日受診分から】：１年度につき５万円を限度 

（夫婦双方が不妊治療を受けている場合はそれぞれにつき５万円まで） 

※助成期間、助成回数に制限はありません。 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 診療日から起算して１年以内に、健康課および各支所健康福祉課に備

え付けの不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書を窓口へ提出してくださ

い。（郵送可）※医療機関証明書は府内医療機関にもあります。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

新型新型新型新型インフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチン接種接種接種接種のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府では、これまで対象になっていなかった健康成人（１９～６４歳の健康な方）

への接種を１月１８日から開始しています。これですべての市民の方の新型インフル

エンザワクチン接種が可能となりました。接種は予約制で、各医療機関が決めた日か

ら順次実施となっていますので、診療時間内に予約の上、受診してください。費用

は３，６００円です。なお、生活保護世帯や平成２１年度市民税非課税世帯の方は接種

費用が免除されます。事前に申請が必要ですので、本人確認ができるもの（運転免許証

や健康保険証など）を持参の上、健康課または各支所健康福祉課へお越しください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

南丹市市民健診南丹市市民健診南丹市市民健診南丹市市民健診のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

平成２２年度の南丹市市民健診を下記のとおり実施します。平成２０年度から『特定

健診』が始まっていますが、この健診はメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

に着目した検査などを実施し、少しでも早い時期に生活習慣病の発生を防ぐためのもの

となっています。また、その健診結果によって、予防のための特定保健指導を行います。

特定健診は、各医療保険者が実施することとなっていますので、南丹市国民健康保険以

外の保険に加入されている方は、受診方法などをご加入の医療保険者にお尋ねください。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月４日（木）までに、各家庭に送付の『市民健診申込票』に必要事

項を記入の上、健康課または各支所健康福祉課にご提出ください。 

＜健康診査＞ 

健診対象者 

健診名 

対象年齢 要件 

自己負担金 

メタボ予防健診 ２０～３９歳 南丹市に住所を有する方 ５００円 

特定健診 

４０～７５歳

の誕生日前日

まで 

平成２２年４月１日から健診受診

日までに、南丹市国民健康保険に加

入されている方 

集団:無料 

個別:1,000円 

すこやか健診 満７５歳以上 南丹市に住所を有する方 無料 

※対象年齢は平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日までに該当年齢に達する方。 

※受診日当日に７５歳に達した方は、特定健診ではなく、すこやか健診となります。 

＜各がん検診・結核検診＞ 

検診名 対象年齢 自己負担金 

肺がん検診、結核検診、大腸がん検診 ４０歳以上 各１００円 

胃がん検診 ４０歳以上 ３００円 

前立腺がん検診 ５５歳以上（男性） １００円 

肝炎検診 ４０歳の節目の方 無料 

乳がん検診（視触診のみ） ３０～３９歳（女性） ２００円 

乳がん検診（視触診とマンモグラフ

ィー併用） 

４０歳以上（女性） 

隔年実施 

４００円 

子宮がん検診 ２０歳以上（女性） 集団:400円、個別:500円 

※対象年齢は平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日までに該当年齢に達する方。 

※７０歳以上の方はすべて無料です。 

＜女性特有のがん検診推進事業について＞ 

 受診率向上と未来への投資につながる子育て支援として、子宮がん検診は２０～４０

歳までの５歳刻みの節目の方を対象に、また乳がん検診は４０～６０歳までの５歳刻み

の節目の方を対象に、受診料を無料とします。対象となる年齢は次のとおりです。 

検診名 節目検診対象者（受診料無料の方） 

子宮がん検診 

①平成元年４月２日～平成２年４月１日生まれ 

②昭和５９年４月２日～昭和６０年４月１日生まれ  

③昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日生まれ 

④昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日生まれ 

⑤昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日生まれ 

乳がん検診 

①昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日生まれ 

②昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日生まれ 

③昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日生まれ 

④昭和２９年４月２日～昭和３０年４月１日生まれ 

⑤昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日生まれ 

＜生活機能評価＞ 

満６５歳以上の方が対象ですが、事前の問診（生活機能チェックリスト）の結果

により必要な方のみ、介護予防を目的とした『生活機能評価』を実施します。受診

を希望される方は、『生活機能チェックリスト』に必要事項を記入の上、『市民健診

申込票』と一緒に返送してください。 

 

◇問合せ先 健康課 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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

「戦没者遺族相談員」は、戦没者遺族の援護の相談に応じ、必要な指導、助言を

行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行に資する業務を行います。戦没者遺

族の福祉の増進を図るため各市町村に設置しており、このたび南丹市の相談員とし

て次のとおり厚生労働大臣から委託されることとなりましたのでお知らせします。 

●●●●相談員相談員相談員相談員 杉尾 輝和 氏（日吉町胡麻野化25） TEL（0771）74-0152 

●●●●業務委託期間業務委託期間業務委託期間業務委託期間 平成２３年９月３０日まで 

●●●●業務内容業務内容業務内容業務内容 ①戦没者遺族に係る各種年金、給与金などの受給に関する相談に応じ、

必要な指導を行う。 

      ②戦没者遺族の生活上の問題に関する相談に応じ、必要な指導を行う。 

③戦没者遺族が利用することのできる社会福祉施設などに関する相談

に応じ、必要な指導を行う。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

レッツレッツレッツレッツなんたんなんたんなんたんなんたん元気元気元気元気づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの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 ３月１１日（木）午後１時３０分～４時  ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料 

●●●●場所場所場所場所 南丹広域振興局 園部総合庁舎  ●●●●定員定員定員定員 ８０人（先着順） 

●●●●対象対象対象対象 なんたん元気づくり体操普及リーダーをはじめとする南丹地域にお住まいの方 

●●●●内容内容内容内容 （１）報告「なんたん元気づくり体操でご近所の元気づくり～各地域の取組～」 

（２）実践「レッツ！なんたん元気づくり体操」 

（３）講演「転倒・骨折予防で地域の元気づくりを！」 

●●●●講師講師講師講師 丹波笠次病院アドバイザー 大島 行博 先生 

健康運動指導士 木下 雅子 さん 

●●●●主催主催主催主催    南丹保健所    

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月８日（月）までに、下記申込・問合せ先へ電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所 保健室 健康支援担当 TEL（0771）62-4753 

または問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」おひなおひなおひなおひな様様様様のののの講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 初心者でも簡単に作れる、桃の節句「おひな様」の講座の受講生を募集します。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２７日（土）午前１０時～  ●●●●場所場所場所場所 園部女性の館 

●●●●講師講師講師講師 女性の館スタッフ  ●●●●参加費参加費参加費参加費 ８００円  ●●●●持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月２０日（土）までに下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農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    

 

●●●●対象者対象者対象者対象者 次の①～④のすべてに該当する方 

      ①年齢が６５歳以下で、南丹市、亀岡市、京丹波町に在住の方 

      ②耕作可能な農地がある方、または耕作可能な農地を確保できる見込

みのある方 

      ③これから本格的に農業に取り組もうとする方、または取り組んで間

もない方 

      ④講座期間中、継続して出席できる方 

●●●●開催期間開催期間開催期間開催期間 ４月～１２月の平日、午後１時３０分～４時３０分（予定）（全１０回） 

●●●●場所場所場所場所 南丹広域振興局 園部総合庁舎 

※ただし、視察および実習は南丹管内の別会場で実施します。 

●●●●定員定員定員定員 ２０人（書類選考の上、３月下旬に受講者を決定） 

●●●●講座内容講座内容講座内容講座内容 講義：水稲、野菜、豆類（黒大豆・小豆）の栽培技術の基礎、病害虫防除、

土壌肥料、農業経営、農作業環境と健康管理、鳥獣害対策など 

      実習：堆肥づくり、特産物活用 

      視察：管内特産物ほ場見学 

そのほか、個別相談および栽培指導を実施します。 

●●●●受講料受講料受講料受講料 無料 ※ただし、視察、実習の実費負担を求めることがあります。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入の上、３月８日（月）必着で持参または郵送、Ｆ

ＡＸにより下記申込・問合せ先へお申し込みください。申込書は南丹農業

改良普及センター、農政課、各支所産業建設課に備え付けています。 

 

◇申込・問合せ先 南丹農業改良普及センター 

          TEL（0771）62-0665 FAX（0771）62-3924 

〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

献血献血献血献血・・・・骨髄骨髄骨髄骨髄ドナードナードナードナー登録登録登録登録にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

 

赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。 

人の生命を救える大切な献血。多くの方のご協力をお願いします。 

日程 場所 受付時間 

３月 ２日（火） 八木公民館 

３月２３日（火） 日吉保健センター（はーとぴあ） 

３月３０日（火） 園部公民館 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

「「「「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」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、「きこえと補聴器の相談会」を毎月行っていま

す。補聴器店員も相談に乗りますので、気軽にご相談ください。 

日時 場所 相談内容 

２月２４日（水） 

南丹市役所 ２号庁舎 ３階 

３０２会議室 ※ 

補聴器相談 

３月２４日（水） 補聴器相談 

４月（未定） 

午後１時 

～３時 ふない聴覚言語障害センター 

（園部公民館２階） 聴力測定、きこえの相談 

※２月２４日のみ会場を変更します。 

●●●●対象者対象者対象者対象者 難聴者・中途失聴者、そのご家族など、聞こえにくい方や補聴器を必要

とされている方 

●●●●相談料相談料相談料相談料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担です） 

●●●●内容内容内容内容 ・聴力測定（予備検査程度の簡単な聴力測定） 

・きこえの相談（福祉機器、福祉制度などの相談） 

・補聴器相談（補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴などの相談） 

●●●●そのそのそのその他他他他 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。身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 

※言語聴覚士によるきこえの相談をご希望の方は、下記問合せ先にお問

い合わせください。 

 

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

軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車などなどなどなどのののの廃車廃車廃車廃車やややや名義変更名義変更名義変更名義変更のののの手続手続手続手続きはおきはおきはおきはお早早早早めにめにめにめに    

 

軽自動車・バイク・農耕用トラクター・コンバインなどで、廃車したものや人に

譲ったもののうち、手続きが済んでいないものはありませんか？軽自動車税は、４

月１日現在の所有者に課税されます。廃車や名義変更などの手続きをまだ済まされ

ていない方は、早急にお済ませください。所有者がすでに死亡されている場合は、

名義変更の手続きをお願いします。手続きに際して不明な点があれば、車種に応じ

て下記問合せ先へお尋ねください。 

車種 問合せ先 

・１２５㏄以下のバイク ・ミニカー 

・小型特殊自動車（トラクター・コンバインなど） 

税務課 市民税係 

TEL（0771）68-0004 

廃車するとき 

軽自動車協会 京都事務取扱所 

TEL（075）691-6516 

・１２５㏄を超え、２５０㏄

以下のバイク 

廃車以外のとき 

・２５０㏄を超えるバイク 

近畿運輸局 京都運輸支局 

TEL（050）5540-2061 

・軽三輪車・軽四輪車 

軽自動車検査協会 京都事務所 

TEL（075）671-0928 

※１２５㏄以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車の廃車や名義変更の手続きを

される場合は、ナンバープレート、印鑑、本人確認書類（運転免許証、健康保険

証など）を持参の上、税務課または各支所地域総務課へお越しください。 

※トラクター・コンバインなどの農耕用小型特殊自動車の登録漏れはありません

か？再度ご確認をお願いします。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

南丹市子育南丹市子育南丹市子育南丹市子育てててて応援応援応援応援「「「「親子親子親子親子のつどいとのつどいとのつどいとのつどいと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    

    

子どもの健やかな成長を願うからこそ抱く、子育てに対する不安。ささいなこと

でも子どもの成長を感じ、喜べるゆとりも必要。広く子育て世帯を対象に、「子育て

を楽しむ」ことを感じとっていただき、子どもたちが多くの人に大切に支えられ育

つことができる「豊かなまちづくり」につながっていくことを願って、親子で楽し

めるつどいを行います。本事業は、南丹市ファミリー・サポート・センター会員交

流会としても開催します。ぜひ、お子さんと一緒にご家族でお越しください。 

●●●●日時日時日時日時 ３月１３日（土）午後１時３０分～４時１５分  ●●●●場所場所場所場所 園部公民館 

●●●●内容内容内容内容 ・南丹警察署による親子の交通・防犯教室 

    ・京都府警察音楽隊による楽しいコンサート 

    ・子育て講演会 講師：木村 まさ子 氏 

 ・子育て支援団体、ボランティアの活動紹介コーナー（パネル展示） 

    ・子育て相談コーナー 

●●●●そのそのそのその他他他他 保育ルームを開設します。託児（乳児のみ）を希望の方は、３月１日（月）

までに、必ず下記申込・問合せ先へお申し込みください（先着２０人）。

また、講演の間、退屈してしまったお子さん（幼児、小学校低学年）の

ための休憩所も設けます。 

●●●●主催主催主催主催 南丹市・南丹市社会福祉協議会 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-3220、72-0950 
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京都府知事選挙京都府知事選挙京都府知事選挙京都府知事選挙およびおよびおよびおよび南丹市長選挙南丹市長選挙南丹市長選挙南丹市長選挙のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 京都府知事選挙および南丹市長選挙が、４月１１日（日）投・開票の日程で同時

執行することになりました。南丹市長選挙においては、下記のとおり立候補予定者

等説明会を開催しますのでお知らせします。 

＜京都府知事選挙＞ 

●●●●告示日告示日告示日告示日 ３月２５日（木）  ●●●●投投投投・・・・開票日開票日開票日開票日 ４月１１日（日） 

●●●●期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票・・・・不在者投票期間不在者投票期間不在者投票期間不在者投票期間 ３月２６日（金）～４月１０日（土）の１６日間 

＜南丹市長選挙＞ 

●●●●告示日告示日告示日告示日 ４月４日（日）      ●●●●投投投投・・・・開票日開票日開票日開票日 ４月１１日（日） 

●●●●期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票・・・・不在者投票期間不在者投票期間不在者投票期間不在者投票期間 ４月５日（月）～４月１０日（土）の６日間 

＜期日前投票所の開設時間・場所＞ 

開設期間 時間 投票できる選挙 場所 

３月２６日（金）～４月４日（日） 京都府知事選挙 市役所本庁のみ 

４月５日（月）～１０日（土） 

午前８時３０分 

～午後８時 

京都府知事選挙 

南丹市長選挙 

市役所本庁・ 

各支所 

＜南丹市長選挙立候補予定者等説明会＞ 

●●●●日時日時日時日時 ２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～ 

●●●●場所場所場所場所 南丹市役所 ２号庁舎 ３階 ３０１会議室 

※当日、立候補届出関係書類をお渡しします。 

 

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 

市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居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    

 

●●●●募集募集募集募集するするするする住宅住宅住宅住宅    

 ○園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム ３戸 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ  ３戸 

 〇園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ ５戸 

 〇園部向河原団地（特公賃住宅） １ＤＫ  ５戸 

 ○府営屋賀上団地（公営住宅）  ４ＤＫ  ３戸 

 〇美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ  １戸 

※住宅ごとに入居人数が決まっていますので、下記問合せ先へお問い合わせください。 

●●●●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの    

（１）現に同居し、または同居しようとする親族がある方。 

（２）公営住宅法に定められた基準収入以下であること。 

（３）現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。 

（４）現に南丹市内に住所、または勤務場所があること。 

（５）市町村税などを滞納していない方であること。 

（６）申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為

の防止に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格については、関係機関に照会します。 

（７）南丹市内に居住し、独立の生活を営み、申込者と同程度またはそれ以上の収入を

有する連帯保証人が２人あること。（公営住宅入居者は連帯保証人になれません） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法    住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得

を証明する書類、市税等納付証明書など）を提出してください。申込書などの様

式は住宅課および各支所産業建設課に備え付けています。 

●●●●申込受付申込受付申込受付申込受付期間期間期間期間    ２月１５日（月）～１９日（金） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分    

●●●●申込受付場所申込受付場所申込受付場所申込受付場所 住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

●●●●入居選考入居選考入居選考入居選考方法方法方法方法    入居資格を有する者の内から、「南丹市営住宅の設置及び管理に

関する条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例」などに

基づき選考します。 

●●●●選考決定日選考決定日選考決定日選考決定日 ４月上旬（予定）  ●●●●入居時期入居時期入居時期入居時期    ４月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

『『『『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 

          各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

             日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

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


