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届出・登録・証明
届け出
問合せ

戸籍の届け出
出生届
生まれた日を含め14日以内
届出人

生まれた子の父または母

届出地

届出人の現在地（住所地）、本
籍地、出生地

住民登録の届け出
転入届

お持ちいただくもの
●出生証明書
●届出人（父または母）の印鑑
●母子健康手帳

住み始めた日から14日以内

届出人

届出地

婚姻届
受理した日に効力を生じる
届出人

夫・妻になる方

届出地

現在地（住所地）、本籍地

離婚届
受理した日に効力を生じる
届出人

夫・妻

届出地

現在地（住所地）、本籍地

死亡届
死亡したことを知った日から7日以内
届出人

親族、後見人など

届出地

届出人の現在地（住所地）、死
亡者の本籍地、死亡地

本人、
同一世帯の方・代理人
（委任状が必要）

市民局（峰山は市民課）

お持ちいただくもの
●転出証明書
●届出人の本人確認ができる書類
●外国籍の方は在留カードまたは
特別永住者証明書
●マイナンバーカード（お持ちの
方のみ）
●海外からの転入の場合は旅券
（本籍が市外の方は、戸籍抄本及
び戸籍の附票）

お持ちいただくもの
●婚姻届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の方の
み）
●夫妻（旧姓）の印鑑
●届出人の本人確認ができる書類
●マイナンバーカード（お持ちの
方のみ）

お持ちいただくもの
●離婚届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の方の
み）
●届出人の印鑑
●届出人の本人確認ができる書類
●マイナンバーカード（お持ちの
方のみ）

お持ちいただくもの
●死亡診断書または死体検案書
●届出人の印鑑
●京丹後市火葬場を
使用する場合
火葬場使用料
市民の方
15,000円
市民以外の方 22,500円

転出届

届出人

届出地

本人、
同一世帯の方・代理人
（委任状が必要）
市民局（峰山は市民課）

転居届
引越しした日から14日以内

届出人

届出地

本人、
同一世帯の方・代理人
（委任状が必要）

お持ちいただくもの
●届出人の本人確認ができる書類
●外国籍の方は在留カードまたは
特別永住者証明書
●マイナンバーカード（お持ちの
方のみ）

市民局（峰山は市民課）

世帯変更届
変更した日から14日以内

届出人

お持ちいただくもの
●届出人の本人確認ができる書類

引越しする前

届出地
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市民課 ☎69-0210

本人、
同一世帯の方・代理人
（委任状が必要）
市民局（峰山は市民課）

お持ちいただくもの
●届出人の本人確認ができる書類

印鑑登録
問合せ

市民課 ☎69-0210

誰でも登録できるの？
満15歳以上で住民登録をされている人が、一人につき1本だけ登録できます。転出すると失効します。
※同じ世帯で、同一の印影を登録することはできません。
印鑑登録

証

印鑑登録の流れ
◎必要なもの

登
録

（運転免許証、
マイナン

証

登録手数料
300円

バーカード、旅券など）

完
交

・登録する印鑑
・代理人の印鑑
・代理人の身分証明書
（運転免許証、マイナン

登録申請者の

答書に記入して持参

住所地へ照会

◎必要なもの

書を郵送

・登録する印鑑

（郵送期間とし
て3〜4日必要）

・窓口に来る人の印鑑
・代理人の身分証明書

付

・代理人選任届

郵便照会

・登録者が記載した申請書

了

照 会 書に添 付 の 回

◎必要なもの

代理人申請
の場合

即日登録可能

録

本人申請
の場合

身分証明書

登

申 請 受 付︵ 最 寄 り の 市 民 局 ︶

・顔写真のついた

本人確認

・登録する印鑑

証
登 録
印 鑑
＊
＊

＊＊＊

号＊＊

登録番

長

○○○

○○県

バーカード、旅券など）
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マイナンバー制度
0120-95-0178
国民一人ひとりに与えられる12桁の番号のことです。一つとして同じ番号はなく、一人ひとりが固有の番号を持
つことで、行政の効率化や国民の利便性の向上を図るものです。また、身分証明をはじめ、さまざまなことに利用でき
る「マイナンバーカード（個人番号カード）」が申請により交付されます。
出生や国外転入等の方は、マイナンバー（個人番号）をお知らせする個人番号通知書が送付されます。通知カードを
お持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合、引き続き
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーカード（個人番号カード）

顔写真が表示されます。本人確認書類としても利用できます。申請により希望者に交付されます。
氏名

番号 花子

性別

住所 ○○△△□□◇丁目○番地▽号

□□□長

20XX 年

ジ

イメー

電子証明書の有効期限

A123456789

1234

○ 個人番号
カード

○○年○月○日生
○月○日まで有効

年 月 日

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

イメージ（表）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

個人番号
氏名

0123 4567 8901

ージ
番号
イメ花子

■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

○○年○月○日生

イメージ（裏）

以下の手続きを行う場合、記載事項の変更等が必要となりますので、マイナンバーカード（お持ちの方のみ）をご持
参ください。
◎転入・転居・国外転出などの異動 ◎戸籍届出の氏名などの変更
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各種証明書発行（手数料）
交付時に必要な書類−本人確認書類−

問合せ

市民課 ☎69-0210

窓口では、個人情報の保護を徹底するため、交付申請時に本人確認を実施しています。
ご理解とご協力をお願いします。
区分

分類1（写真付）

証明書類の
名称

分類2

運転免許証
マイナンバーカード（個人番号カード）
旅券（パスポート）
国または地方公共団体の機関が発行し
た免許証など
住民基本台帳カード（写真付き）
など

戸籍関係

上記の内1点で確認

住民票関係

分類1、分類2、
分類3の中から1点。

分類3
学生証
法人発行の写真付き身分証書
分類1以外の国または地方公
共団体の機関が発行した資格
証明書
など

各健康保険被保険者証
介護保険被保険者証
国民年金手帳
年金証書
など

上記の内2点以上で確認

上記の証明書のみでは不可。分
類2との組み合わせで確認

（有効期限内で住所が記載されているものは住民登録されている住所）

戸籍・住民票関係の発行
証明書の種類

手数料

住民票

1通

300円

住民票記載事項証明書

1通

300円

戸籍全部・個人事項証明書

1通

450円

除籍全部・個人事項証明書

1通

750円

改製原戸籍謄・抄本

1通

750円

戸籍の附票

1通

300円

身分証明書

1通

300円

戸籍届書の記載事項証明書

1通

350円

戸籍届書の受理証明書

1通

350円

申請に必要なもの・注意事項
◎本人の場合
本人確認書類
◎代理人の場合
委任状
代理人の本人確認書類
★本籍地の市区町村で発行します。
◎本人の場合
本人確認書類
◎代理人の場合
委任状
代理人の本人確認書類
★届出地の市区町村で発行します。
◎本人の場合
本人確認書類
◎代理人の場合
・委任状 ・代理人の本人確認書類

税関係の証明書の発行
証明書の種類

住民税

問合せ

手数料

所得証明書

1通

300円

課税証明書

1通

300円

非課税証明書

1通

300円

評価証明書
公課証明書

固定資産税 名寄帳の閲覧
（写しの交付はコピー代別途）
住宅用家屋証明書
納税証明書

申請に必要なもの・注意事項
◎本人の場合
本人確認書類
◎代理人の場合
委任状
代理人の本人確認書類

◎法人の場合
申請書へ法人印の押印
1通 300円
◎本人の場合
本人確認書類
1件 300円
◎代理人の場合
1通 1,300円
委任状
代理人の本人確認書類
1通

300円

1件

300円

納税
軽自動車継続検査用

税務課 ☎69-0180

無料

◎本人の場合
本人確認書類
◎代理人の場合
委任状
代理人の本人確認書類
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くらしと住まい

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

京丹後市寄り添い支援総合サポートセンター
日々の悩みや債務問題、訪問販売、犯罪被害、生活にまつわるさまざまな問題、また、仕事に関する問題など、相談か
ら支援までをワンストップで行い、問題解決のお手伝いをします。

相談・支援について
◎相談は、無料です。
◎相談者の個人情報を厳守します。
◎消費生活センターについては直通☎62-6768をご利用ください。つながらない場合は消費者ホットライン☎
188をご利用ください。
◎LINE相談を開始しています。
右のQRコードを読みこんで友だち追加してください。
※https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/seikatsufukushi/
yorisoisupport/1391.htmlの中ほどに「LINE相談」に注意事項の記載があるので読んだうえ
でご利用ください。
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相談日
月〜金曜日（祝日・年末年始除く）
午前9時〜午後5時
0120-125-294
☎0772-62-0032
0772-62-5020
yorisoishien@mint.ocn.ne.jp
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷691

京都銀行
峰山支店 ●

至
網
野
町

至 久美浜町

丹後中央
●病院
京 丹 後 市 寄り添い支 援
総 合 サ ポ ート セ ン タ ー

駐車場

至 弥栄町・丹後町

峰山総合福祉センター

京丹後市役所
（峰山庁舎）
至
大
宮
町

小西川

駐車場

生活困窮者自立支援法について
寄り添い支援総合サポートセンターでは、生活困窮者自立支援法に基づく次の事業を関係機関と連携して行って
います。
①自立相談支援事業
☞ 相談者に合わせた自立に関する相談、目標設定や事業利用のためのプラン作成と支援
②住居確保給付金事業 ☞ 離職等により住居を失うおそれのある生活困窮者への家賃相当の支給
③就労準備支援事業
☞ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から実施
④一時生活支援事業
☞ 住居の無い生活困窮者に対して一定期間宿泊場所等の提供
⑤学習支援事業
☞ 生活保護受給家庭の子どもへの学習及び学習環境支援
⑥家計改善支援事業
☞ 京丹後市社会福祉協議会で実施する家計の状況を把握して家計を改善するための支援
（委託事業）

生活資金などを貸し付け
問合せ

京丹後市社会福祉協議会 ☎65-2100

■総合支援資金
失業などによってお困りの方へ生活資金や住宅入居
資金などの貸し付けを行います。
■福祉資金
一時的に経費が必要でお困りの方へ生業や生計を維
持する資金などの貸し付けを行います。
■教育支援資金
高校、短大（専門学校含む）、大学または高専への修
学、入学に際し必要な教育資金の貸し付けを行います。

不動産担保型生活資金
所得が少ない高齢者世帯の方を対象に、居住してい
る自己所有の不動産（土地・家屋）を担保にした生活資
金の貸し付けを行います。
《申込・相談窓口連絡先》
京丹後市社会福祉協議会
本所（弥栄） ☎65-2100
峰山支所
☎62-4128
大宮支所
☎64-2037

網野支所
丹後支所
久美浜支所

☎72-0797
☎75-0808
☎82-0008
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一時的に生活にお困りの世帯へ
「くらしの資金」を貸し付け
問合せ

寄り添い支援総合サポートセンター

0120-125-294
一時的に生活が不安定な低所得世帯、または債務整
理による生活再建に際し一時的に生活が困窮している
世帯に対し、生活資金の貸し付けを行い、世帯の自立更
正および生活意欲の促進を図ることを目的とした貸付
事業です。

生活保護制度
問合せ

生活福祉課 ☎69-0310

病気やけが、高齢のために働けなくなったり、働いて
いても収入が少なかったり、いろいろな事情で生活に
困ることがあります。生活保護は、生活に困っている方
に、健康で文化的な最低限度の生活ができるよう、経済
的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるよう
に援助する制度です。
申請後30日以内に生活保護制度に該当するか審査に
より決定します。
※一時的に生活保護を必要とする方は自動車や生命保
険、自営のための機械や家、土地などの財産について
は保有の要件が緩和されています。
※親族への扶養照会は必ず行うものではありません。
個別の事情により照会を見合わせることもありま
す。

漏水時の上下水道料金を減免
問合せ

上下水道お客様センター ☎69-0540
経営企画整備課 ☎69-0550

水道使用者の敷地内で漏水があり、通常時より料金
が高額になった場合は、水道料金および下水道使用料
を減免する制度があります。
※ただし、漏水の原因・場所によっては、減免の対象と
ならない場合があります。
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下水道接続推進制度
問合せ

経営企画整備課 ☎69-0550

下水道（公共下水道、集落排水処理施設、市設置浄化
槽）への接続を推進するための支援制度があります。

■水洗化推進支援事業
供用開始等から3年以内に既存住宅で下水道へ新規
接続した方に対し排水設備工事費用の一部を補助しま
す。
補助上限額
◎一般世帯
5万円
◎高齢者世帯 20万円
※高齢者世帯とは、排水設備工事完了検査時点にお
いて市内に住所を有する65歳以上の方のみの世帯

■排水設備アドバイザー派遣事業
下水道へ未接続のお宅へ排水設備アドバイザーを派
遣して、排水設備工事の相談に応じ、接続方法や工事費
用等について助言・提案を行います（無料）。
■公共下水道使用料の減額制度
浄化槽から公共下水道に接続（供用開始から3年以
内）すると1年間、下水道使用料が毎月基本料金のみと
なります。
■排水設備等資金融資あっせんおよび利子補給制度
既存住宅の新規排水設備等の工事費用を、一時的に
負担することが困難な方に工事資金の融資をあっせん
し、利子補給を行います。
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浄化槽設置整備事業費補助金
問合せ

公共浄化槽等整備推進事業

経営企画整備課 ☎69-0550

以下の区域において、浄化槽を設置する方に対し、浄
化槽の設置費用の一部を補助します。

補助金額
人槽

区分

補助金額

5

床面積170㎡以下

352,000円

7

床面積170㎡を超えるもの

441,000円

2世帯住宅等

588,000円

10

対象区域
◎峰山町＝新治の一部
◎大宮町＝口大野の一部
◎網野町＝下岡の一部、網野の一部、小浜の一部
◎その他、集合処理区域（近接する区域を含む）および
公共浄化槽区域を除く区域
（ただし、一部区域においては、令和3年9月末まで）

問合せ

経営企画整備課 ☎69-0550

以下の区域において浄化槽の設置希望者に対し、市
が浄化槽を設置・管理します。

対象区域
【峰山町】
西山、小西、新治の一部、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、
石丸、赤坂の一部
【大宮町】
奥大野、上常吉、下常吉、五十河、延利、久住、明田、新
宮
【網野町】
小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高
橋、公庄、郷、生野内、切畑、新庄、日和田、溝野、磯、網
野の一部、浅茂川の一部、木津の一部
【丹後町】
竹野、宮、岩木、是安、吉永、矢畑、牧の谷、願興寺、家の
谷、筆石、乗原、此代、徳光の一部（西小田）、平、中野、
中浜、久僧、上野、井上、井谷、畑、遠下、鞍内、袖志、尾
和、谷内、上山
【弥栄町】
田中、中津、中山、野中、吉野、須川、霰、味土野、大谷、
来見谷、等楽寺の一部（堀越）、吉沢の一部（小原）
【久美浜町】
油池、神谷、河梨、栃谷、甲坂、口馬地、奥馬地、口三谷、
奥三谷、出角、新谷、谷、芦原、島、尉ケ畑、奥山、二俣、
円頓寺、坂谷、長野、竹藤、女布、丸山、永留、壱分、大
井、関、三原、河内、蒲井、旭、海士、橋爪、西橋爪、坂井、
友重、品田、新庄、須田、金谷、畑、市場
※上記以外に集合処理区域ではあるが、公共下水道等
の整備が困難な建築物
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清掃奉仕活動への支援制度
問合せ

生活環境課 ☎69-0240

市民団体などが市内の公的場所などで清掃奉仕活動
を実施し、回収したごみを市の処理施設へ直接搬入す
るときは、一般廃棄物処理手数料を免除します（事前
に一般廃棄物処理手数料減免申請書を提出してくださ
い）。

火葬場使用料の減免、減額
問合せ

生活環境課 ☎69-0240

生活保護世帯等の方は、火葬場または霊安室使用料
の減免、減額を受けられます。

災害に遭ったときの見舞金支給や
援護資金の貸付制度
問合せ

住宅の耐震支援制度

生活福祉課 ☎69-0310

災害により被害を受けた方に対し、災害見舞金およ
び災害弔慰金を支給します。また大規模自然災害によ
り死亡された方の遺族に災害弔慰金、著しい障害が
残った方に災害障害見舞金の支給を行います。被害を
受けた世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを
行います。

問合せ

大地震での住宅の倒壊などによる被害を軽減し居住
者の安全を確保するため、旧耐震基準（昭和56年5月以
前）で建てられた木造住宅を耐震化するための支援を
行います。

■木造住宅耐震診断
木造住宅耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断を行
います（自己負担あり）。
■木造住宅耐震改修費補助
木造住宅の耐震化を図るための改修等経費に補助金
を交付します。

低炭素・資源循環促進支援補助金
問合せ

災害に遭った方は市税等の減免が受けられる場合が
あります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。
◎税の減免………………………… 税務課（☎69-0180）
◎保育料、放課後児童クラブ利用料の減免
………………… 子ども未来課（☎69-0340）
◎介護保険料の減免………… 長寿福祉課（☎69-0330）
◎後期高齢者医療保険料の減免
…………………… 保険事業課（☎69-0220）
◎ごみ処理手数料の減免
…………………… 生活環境課（☎69-0240）

住居確保給付金
問合せ

寄り添い支援総合サポートセンター

0120-125-294
離職者であって就労能力および就労意欲のある方の
うち、住宅を喪失している方または喪失するおそれの
ある方に対して、住居確保給付金を支給することによ
り、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行いま
す。支給金額は世帯構成等により異なります。
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生活環境課 ☎69-0240

再生可能エネルギーの普及による低炭素かつ地域の
資源が循環する持続可能な社会の実現に向け、個別の
世帯等を対象に、太陽光発電などの自給型発電システ
ム、再資源化システム、木質燃料利用システム、蓄電池
システムの導入支援補助金を交付します。

すまい給付金制度
問合せ

そのほかの制度

都市計画・建築住宅課 ☎69-0530

すまい給付金事務局 ☎0570-064-186

「すまい給付金制度」は、消費税率の引き上げに伴い、
住宅購入者の負担軽減のため実施されています。増税
後に、マイホームを購入した方と今後購入を予定する
方を対象に、収入に応じて最大50万円を給付する制度
です。
詳しくはホームページ（http://sumai-kyufu.jp/）を
ご覧ください。

老朽空家等除却費補助制度
（令和3年度〜令和6年度）
問合せ

都市計画・建築住宅課 ☎69-0530

倒壊により、周辺に危害を及ぼすおそれがあると市
が判断した空家等の所有者等を対象に、除却費の補助
金を交付します（市内の業者が実施した場合に限る）。
※所得制限があります。

新たなワーク・ライフスタイル等住宅改修補助制度
（令和3年度限定事業）
問合せ

都市計画・建築住宅課 ☎69-0530

新型コロナウイルス対策として行う住宅改修工事
（テレワーク、オンライン授業への対応、感染防止対策
等）の工事費用の一部を支援します（市内の業者が実施
した場合に限る）。

京丹後市移住促進・空家改修支援事業
問合せ

政策企画課 ☎69-0120

京丹後市では、地域で移住者受入活動に取り組む地区等や、それらの地域で移住者などが行う空家の改修などを支
援する「移住促進・空家改修支援事業」を実施し、都市部からの移住促進や空家の有効活用を図ります。対象者、対象地
域、対象物件など補助要件がありますので担当課へお問い合せください。

移住支援制度

問合せ

政策企画課 ☎69-0120

移住支援制度として、お試し移住体験住宅、定住空家情報バンク（市内の空家を市ホームページで紹介）、空家改修
補助金、移住奨励金などがありますので、担当課へお問い合わせください。

地域受入体制整備促進事業
地域への移住を進めるため、地域の団体などが行う移住者受入活動などに要する経費を補助
対象者

補助の対象となる内容

補助上限額

◎移住者受入促進にかかる地域内合意形成（「移住促進計画」の作成）

地域の団体
◎空家調査の実施及びデータベースの作成
1地区あたり25万円以内
（区や複数の区で構
◎移住者受入活動の実施（移住希望者との面談、受入前の調整、宅地建
成する連合区など）
物取引業者との連携などによる住居確保、移住後のフォローなど）

移住促進住宅整備事業
地域への移住を進めるため、移住者または地域の団体が行う空家の改修に要する経費を補助
対象者

補助の対象となる内容

補助上限額

移住者

登録空家を移住者が賃借または購入し、自ら居住する目的で行う改修
1戸あたり90万円以内
に要する経費

地域の団体

地域の団体が借り上げまたは買い上げ、移住者向け住宅とするための
1戸あたり90万円以内
空家の改修に要する経費

※下水道供用開始区域（市設置浄化槽区域含む）内で、新規の排水設備接続工事を実施する場合は、上限140万円に増額

空家流動化促進事業
空家を移住者に売却または賃貸する際の家財撤去に要する費用を補助
対象者

登録空家所有者
または地域団体

補助の対象となる内容
登録空家の所有者が負担する家財撤去等に要する経費
（自身または家族が使用していた家財の撤去が対象）

補助上限額
1戸あたり5万円以内

ホームシェア移住支援事業
住宅の一部（離れ、空き部屋等）を移住者の住居として10年以上活用するための改修に要する経費を補助
対象者

住宅所有者
（個人に限る）

補助の対象となる内容
住宅の一部を移住者の住居として活用するために必要な改修経費

補助上限額
1戸あたり50万円以内

※上記4事業については、京都府知事が指定する移住促進特別区域の場合、補助金の上乗せがあります。
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移住奨励金
対象者

移住者

奨励金の対象となる内容

奨励金上限額

住居を移転する際に必要となる家財道具の運搬に要する経費及び移 10万円以内かつ対象経費
住をする者の移動に要する費用
の2分の1以内

京丹後市定住空家情報バンク
問合せ

政策企画課 ☎69-0120

市内の空家の有効活用を通して、移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、
「京丹後市定住空家情報バン
ク事業」を実施しています。
この事業は、空家所有者が、市と協定を締結している宅地建物取引業者と空家物件の仲介契約を行い、空家の売却、
賃貸に向け、市のホームページ等で広く物件情報を公開するものです。空家の有効活用をぜひご検討ください。

■定住空家情報バンク登録物件の要件
市内に所在する空家であって、居住（使用）されていない一戸建ての専用住宅（居住用部分のみ）または併用住宅（居
住用部分+業務用部分）
（※トイレ・風呂・台所が設置されている物件を基本とする）
■定住空家情報バンク利用手続きについて
定住空家情報バンクに空家の物件情報の登録を希望される方は、下記の市と協定を締結している６業者のいずれ
かの業者に、まずはご相談ください。
■定住空家情報バンク運営協定締結業者 6業者
市内に事務所を有する宅地建物取引業者と協定を結び、物件情報を提供、斡旋しています。
（市は取引に係る交渉、
代理、媒介等には関与しません）
＜協定業者＞
◎㈱サンタン不動産
◎丹後北都不動産㈱
◎丹後中央不動産㈱
◎㈱クサモト
◎まるふく産商㈱
◎㈱コヒガシ
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〈所在地：峰山町新町1919-1、
〈所在地：峰山町新町115、
〈所在地：大宮町河辺451-2、
〈所在地：網野町網野220-1、
〈所在地：網野町網野747、
〈所在地：久美浜町78-4、

☎0772-62-3055〉
☎0772-62-2600〉
☎0772-68-0068〉
☎0772-66-3333〉
☎0772-72-0570〉
☎0772-66-3610〉

公共交通機関のお得な乗車券など
丹海バス定期券・回数券、
高速バスのご案内
問合せ

■定期券（200円区間の場合）※往復・片道有り
通勤定期券

■高速バス
大阪線運賃表（行先が大阪〈阪急梅田〉、新大阪の場合）

（1カ月7,490円・3カ月21,340円）

学生定期券
（1カ月6,450円・3カ月18,380円・学期末）

特殊定期券
個人を特定せず、企業・団体などで使用できます。
■定期券のお得なご利用方法（環境定期券）
通勤定期券をお持ちの方が、土・日・祝日等に家族で
路線バスを利用される場合、その家族も特別設定運賃
で乗車できるとともに、本人も券面記載区間外も特別
設定運賃で乗車できる制度があります。

乗降場所

通学回数券（13枚綴りで10回分の運賃、通学の際に
使用できます）
※京都線・大阪線では使用できません。
※200円以上は綴枚数が変わります。
（普通回数券）
※区間運賃200円の回数券は、丹海バス各案内所の
ほか、各市民局（峰山市民局を除く）、網野駅、夕
日ヶ浦木津温泉駅、浜詰区事務所、間人区事務所で
も購入できます。

通常運賃（片道）

天橋立駅

2,700円

野田川丹海前

2,900円

大宮ロードパーク

3,000円

峰山駅、京丹後市役所前、
峰山案内所

3,200円

京都線運賃表（行先が高速長岡京、京都駅の場合）
乗降場所

■回数券（200円までの運賃）
普通回数券（11枚綴りで10回分の運賃）

丹後海陸交通㈱ ☎0772-42-0321

通常運賃（片道）

天橋立駅

2,900円

野田川丹海前

3,000円

大宮ロードパーク

3,100円

峰山、峰山案内所

3,200円

弥栄機業センター前

3,300円

黒部、成願寺、網野駅、網野本町、
間人分校、丹後庁舎前、後、
間人岡成、間人

3,500円

※回数券有（4枚綴1割引）
、有効期限6カ月
※電話予約で乗車できます。なお、乗降場所（上表は一
部抜粋）により運賃が異なりますので、詳しくは上記
へお問い合わせください。
※小児半額（端数は10円単位に切り上げ）

市営バス回数券
問合せ

政策企画課 ☎69-0120

■回数券（200円・100円）
一般回数券
◎1,500円回数券
（100円券20枚綴）
◎3,000円回数券
（200円券20枚綴）

中高生回数券
◎1,000円回数券
（100円券20枚綴）
◎2,000円回数券
（200円券20枚綴）
回数券は、丹後・弥栄・久美浜市民局、久美浜病院、久美浜高校（中高生回数券のみ）、豊栄竹野線および宇川線車内
で購入できます。
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ごみ・リサイクル

詳しくは全戸配布の「ごみの分け方・
出し方」をご確認ください。

可燃ごみ（燃やせるごみ）

週2回／可燃ごみステーション収集

収集日の朝8時までに可燃ごみステーションに出してください。
＊指定ごみ袋
（燃やせるごみ袋）
をご使用ください。
＊ごみが散らばらないように袋の口をしっかり結んで出してください。
＊缶・ビン・スプレー缶・電池などは絶対に入れないでください。

ＧＡＳ

殺虫剤

ジュース

CR20XX
3V

台所ごみ

大 45ℓ 450円
小 30ℓ 300円
ミニ 20ℓ 200円
（各10枚入）

調理くず､貝殻､果物の皮､保冷剤､
乾燥剤など

●三角コーナー等を使用し､十分に水を切る｡
●安全に収集するため､竹串などの先がとがった
ものは、新聞紙等に包んで出す｡

布･革･ゴム類

●金属部分は取り外す｡
●ゴムホース等の長いものは1m程度に切って出す｡

紙
草･枝木

類

切り花､落ち葉､剪定くず､刈り草､
角材など

4R推進にご協力を！
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使用済みティッシュ
おむつ､たばこの吸殻など

●紙おむつの汚物はできる
だけ取り除く｡

その他
●しっかり土を落とす｡
●袋に入る長さに切る｡

衣類､かばん､靴､長靴､ベルト､
ぬいぐるみなど

汚れの落ちない容器包装プラ
スチック類など
ハミガキ

レトルト

●汚れがひどいものは､｢可燃ごみ｣へ
●すすぐことができるものは｢容器包装プラ｣へ

不燃ごみ（燃やさないごみ）

月1回／不燃ごみステーション収集

収集日の朝8時までに不燃ごみステーションに出してください。
＊指定ごみ袋
（燃やさないごみ袋）
をご使用ください。
＊ごみが散らばらないように袋の口をしっかり結んで出してください。

陶磁器・ガラス類

大 45ℓ 450円
小 30ℓ 300円
（各10枚入）

茶碗、皿、コップ、グラス、花瓶、植木鉢、鏡、化粧ビンなどの飲食用以外のビンなど
●安全に収集するため､割れたものは、新聞紙等に包んで出す｡

金属類
鍋、やかん、フライパン、包丁、ハサミ、カミソリ、塗料スプレー缶など
●安全に収集するため､包丁やハサミなどの鋭利なも
のは、
新聞紙等に包んで出す｡

硬質プラスチック製品
●クリーニングのハンガーも
「不燃ごみ」
●プランターの土は取り除いて

その他
（白熱電球・LED電球・点灯管）

小型家電製品
※電池は抜いて

有害ごみ（乾電池・水銀を含むごみ）

月1回／有害ごみステーション収集

収集日の朝8時までに有害ごみステーションに出してください。
＊割れないように､有害ごみステーションに配置された専用回収容器に入れてください。
＊絶対に可燃ごみや不燃ごみとして出さないでください。
＊白熱電球･LED電球･点灯管
（グロー球）
は不燃ごみへ
小型充電電池
（ニカド電池､ニッケル
水素電池､リチウムイオン電池）
は電
気店やスーパーなどのリサイクル協
力店のリサイクルボックスをご利用く
ださい｡
（下のマークが目印です）

蛍光管
（丸形･直管型･電球型）

35

マンガン電池､アルカリ電池､
ボタン電池､リチウム一次電池

6

37

8

9

40 1 42

水銀入り体温計･
血圧計
ニカド電池

ニッケル水素電池

リチウムイオン電池

スプレー缶や電池などを出すときのお願い
中身が残っている､穴が開いていないスプレー缶やカセット式ボンベ､電池などが可燃ごみや
不燃ごみに混入していると､ごみ収集車やごみ焼却場､埋め立て場での火災の原因になります｡
他の種類のごみへの混入は絶対にしないでください。

（消防防災博物館HPより）
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ペットボトル

月2回／資源ごみステーション収集

収集日の朝8時までに資源ごみステーションに出してください。
＊軽くすすぎ､資源ごみステーションに配置された専用回収容器に入れてください。

①キャップをはずす
（→キャップは
｢容器包装プラスチック｣へ）

②軽くすすぐ

焼酎

左のマークが付いたジュースや酒､調味料などの
食料･飲料用のペットボトル

醤油

ラベルは取り外さず

つぶさず

※酒､しょうゆなどの調味料のフタは取り外し､｢容器包装プラ｣へ
※本体に残るプラスチック部分は､取れなければそのまま出してください。

空き缶

月2回／資源ごみステーション収集

収集日の朝8時までに資源ごみステーションに出してください。
＊軽くすすぎ､資源ごみステーションに配置された専用回収容器に入れてください｡
（アルミ缶･スチール缶の分別は不要）

のり

左のマークが付いたコーヒー･ジュース･
ビールなどの食料･飲料用のアルミ缶
左のマークが付いたコーヒー･ジュース･
粉ミルクなどの食料･飲料用のスチール缶
※ジャムや栄養ドリンク､缶詰などの金属製フタも｢空き缶｣へ

ミルク

カセット式ボンベ
塗料以外のスプレー缶
（整髪剤､制汗剤､殺虫剤などのスプレー缶)
ＧＡＳ

殺虫剤

注）
必ず中身を使い切ってからガス抜きキャップ等を使用して
ガスを抜き､穴を開けて出してください｡
（※ガス抜きや穴を開ける作業は､必ず火の気のない風通し
の良い屋外で行ってください。）

空きビン

塗料以外のスプレー缶
は使い切り穴を開けて

｢空き缶｣

月2回／資源ごみステーション収集

収集日の朝8時までに資源ごみステーションに出してください。
＊軽くすすぎ､資源ごみステーションに配置された専用回収容器に入れてください。

酒

酒

ジュースやビール､酒､調味料､
ジャム､佃煮など食料･飲料用
のビン

色別にそれぞれのコンテナに
※少しでも着色があれば､｢その他色｣へ

無色透明

茶色

その他色

注）
ビール瓶､一升瓶､牛乳瓶
（リターナブル瓶）
は､
できるだけ販売店に引き取ってもらいましょう｡
注）
化粧品のビン､茶碗､皿､コップ､グラス等は｢不燃ごみ｣へ
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BEER

容器包装プラスチック

月2回／資源ごみステーション収集

収集日の朝8時までに資源ごみステーションに出してください。
＊軽くすすぎ､資源ごみステーションに配置された専用回収容器に入れてください。
左のマークが付いた商品の容器や包装に使用されていたもので､
商品
（中身）
を取り出し､不要となったプラスチックのこと｡

容器包装プラスチックとは

ボトル類

シャンプー･リンス･洗剤のボトルなど

洗剤

シャンプー

カップ類

トレイ･パック類

肉･魚などのトレイ･卵･豆腐のパックなど

※本体とフタは分けて
貼ってある値札やシールなど､はがせないものは､
そのまま出す｡
カップ麺･プリン･ゼリーのカップなど

袋

類

菓子･パン･野菜の袋･レジ袋など
ラーメン
レジ袋

※紙容器は
｢可燃ごみ｣へ

発泡スチロール
砕かず､そのまま出す

その他
緩衝材
（プチプチ）
ペットボトルの
キャップ

①食品などの汚れが落ちないものは｢可燃ごみ｣へ

※梱包用ひも
（PPバンド）
→｢可燃ごみ｣へ

②プラスチックでも製品本体は｢不燃ごみ｣へ

ハミガキ

注意事項

レトルト

歯磨き粉･わさびチューブ､納豆･ラーメンなどの容器

バケツ､保存容器､ハンガー､歯ブラシなど

③点滴のプラ容器や注射器等の医療系廃棄物は収集しません｡
（病院･薬局へ）
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国保・国民年金

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

京丹後市国民健康保険
問合せ

高額療養費
国民健康保険の被保険者が同じ月内の医療費の自己
負担額が高額になった場合は、申請により、自己負担限
度額を超えた分を高額療養費として支給します。なお、
70歳未満の方と70歳以上の方では、合算基準や自己負
担限度額が異なります。

高額医療・高額介護合算療養費
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の
負担を軽減する制度です。
世帯内の同じ国民健康保険の被保険者について、1年
間（毎年8月から翌年の7月まで）に支払われた医療費と
介護サービス費について、それぞれの限度額を適用後
に、合算してさらに限度額を超えた場合は、その超えた
分を支給するものです。

出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児
一時金を1児につき40万4千円支給します。なお、産科
医療保障制度の対象分娩である場合は1万6千円が加算
されます。
また、出産育児一時金を医療機関への出産費用に充
てる制度（直接支払制度）もあり、退院時に多額の出産
費用を支払う必要がなくなります。出産費用が出産育
児一時金に満たない場合は、差額を京丹後市国民健康
保険に請求していただくことになります。

50

保険事業課 ☎69-0220

葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その葬
祭を行った方（喪主）に5万円を支給します。

限度額適用認定証の交付
自己負担限度額を超える高額な医療費の支払いにつ
いて、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請し、
認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己
負担限度額までとなります。

標準負担額減額認定証の交付
非課税世帯の方の入院時の食事代などを減額しま
す。

一部負担金の減免・支払猶予
国民健康保険の被保険者で、次のような場合は、医療
機関窓口での一部負担金の減免や支払猶予が受けられ
ることがあります。
◎災害などにより死亡もしくは障害が残った、または
資産が重大な損害を受けたとき
◎事業の休廃止、失業などにより著しく収入が減少し
たとき

高額療養費等資金貸付制度
国民健康保険加入者の方で、医療費が高額になり支
払いが困難な時は、高額療養費の支払いに要する資金
の貸付制度があります。

交通事故（第三者行為）による
国民健康保険の適用
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国
民健康保険を使って医療機関にかかることができま
す。その際には、事前に保険事業課に第三者行為による
傷病届を提出してください。加害者から治療費を受け
取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使
えなくなる場合があります。

柔道整復師（整骨院・接骨院）
の施術を
受けるときの国民健康保険の適用
問合せ

保険事業課 ☎69-0220

柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術を受けるとき、国
民健康保険が使える場合と、使えない場合があります。
医療保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限
られていますので、ご注意ください。

【国民健康保険が使える場合】
＜急性または亜急性の外傷性の負傷＞
◎捻挫、打撲、挫傷（肉離れ等）
◎骨折、脱臼
※緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要と
なります。
【国民健康保険が使えない場合】
＜以下のような場合、保険は適用されません＞
◎日常生活からくる疲労痛、肩こり、腰痛
◎スポーツなどによる肉体疲労
◎神経痛、リウマチ、慢性関節炎
◎加齢による腰痛や五十肩の痛み
◎脳疾患後遺症などの慢性病
◎医療機関で同じ負傷等の治療中のもの
※全額自己負担になります。
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国民年金
受給できる年金の種類など
■老齢基礎年金
国民年金に原則として10年（120月）以上加入した方
に65歳から支給されます（60歳から64歳までの間か
ら受けることもできますが減額されます）
。
■障害基礎年金
主に以下の場合に支給されます。
1．国民年金に加入している間に病気やけがをして一定
の障害が残ったとき
2．日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年
金制度に加入していない期間に、病気やけがをして
一定の障害が残ったとき
3．20歳になるまでに病気やけがをして一定の障害が
残ったとき

問合せ

保険事業課 ☎69-0220

■遺族基礎年金
国民年金加入中の方が死亡したとき、その方に生計
を維持されていた子（18歳到達年度の末日を経過して
いない子または20歳未満の障害の状態にある子）のあ
る配偶者または子に支給されます。
■寡婦年金
保険料納付済（免除期間を含む）期間が10年以上ある
方が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、10年
以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳まで支給さ
れます。
■死亡一時金
保険料を3年（36月）以上納めた方が老齢・障害基礎
年金などを受けずに死亡したとき、その遺族に支給さ
れます。
■付加年金
付加保険料を納めていた方に支給されます。

52

保険料の減免や納付猶予制度

問合せ

保険事業課 ☎69-0220

所得が少ないなど、経済的に保険料を納めることが困難な場合には、
申請により保険料の全額または一部の免除や
納付が猶予されます。
種類

区分

内容
申請免除/第1号被保険者
◎全額免除
◎4分の3免除
◎半額免除
◎4分の1免除

納付が困難な方（所得基準あり）

保険料免除制度

障害基礎年金または厚生年金や共済年金の障
法定免除/第1号被保険者
害年金（1級・2級）の受給権者、または生活保護
◎全額免除
法による生活扶助の受給者

納付猶予制度

50歳未満で保険料の納付が困難な第1号被保 同居している世帯主の所得にかかわらず本人
険者（所得基準あり）
および配偶者の所得要件で申請できます

学生納付特例制度

大学（大学院）
・短大・高等学校・高等専門学校・ 学生本人の所得が一定以下の場合、在学期間中
専修学校および各種学校そのほか教育施設に の保険料を社会人になってから払うことがで
在学する20歳以上の学生または生徒
きます

老齢基礎年金についてのお知らせ
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、原則10年以上あると65歳以上から受給できま
す。
20 歳から 60 歳までの 40 年間（480 月）納めている場合

年金定額

年額78万900円
（月額6万5,075円） 令和3年4月現在

※保険料を納めていない期間や保険料免除期間があると、
その期間に応じて減額された年金額となります。

Ａ

Ｑ

受け取れる年金額を増やすにはどうした
らいいの？

次の3つの方法で、受け取れる年金額が増
やせます。

付加保険料

任意加入

繰り下げ受給

定額保険料のほかに、付加保険料
として月額400円を納付する方法。
支払った付加保険料総額の半分
が、将来の付加年金額として、毎年
受給できます。※国民年金基金加入
者や、免除・猶予該当期間は付加保
険料を納付できません。

年金を受け取るのに必要な期間
を満たしていない方や受け取る年
金が低額になる方などは、60歳から
65歳までの間に任意加入して、満額
の年金額に近づけることができま
す。※厚生年金保険、共済組合に加
入中の方は任意加入できません。

年金を遅らせて受け取る方法。
本来の老齢基礎年金の請求年齢
である65歳から年金を受け取らず
に、66歳から70歳になるまでの間
に申し出をすることにより、65歳に
なった月から繰り下げ申し出をし
た月数に応じて、加算された年金を
受け取ることができます。
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税金

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

税の減免など
問合せ

個人住民税（市民税・府民税）
の減免
生活に困窮している方、大規模災害等により被害を
受けた方で、要件を満たす場合、納期限が到来していな
い税額の減免を受けることができます。減免申請は、納
期限前7日まで。

税務課 ☎69-0180

固定資産税の非課税
個人または法人が所有する固定資産で道路、墓地、公
共・福祉施設などの非課税用途および要件に該当する
場合、該当物件は非課税となります。

固定資産税の負担軽減
軽自動車税（種別割）の減免
障害のある方が所有あるいは障害のある方のために
利用、車いす運搬用の軽自動車などで、要件を満たす場
合、軽自動車税（種別割）の減免を受けることができま
す。減免申請は、納期限前7日まで。
※1人につき1台。ただし、普通自動車税の減免を受けて
いる場合は対象外（普通自動車税の減免については
京都府丹後広域振興局へお問い合わせください）

固定資産税の減免
生活保護を受ける方が所有する固定資産や災害（火
災など）により損害を受けた固定資産で、要件を満たす
場合、納期限が到来していない税額の減免を受けるこ
とができます。減免申請は、納期限前7日まで。

固定資産税の課税免除
地域の集会所や公民館などの建物や土地、消防活動
に使用する固定資産などで、要件を満たす場合、課税が
免除されます。免除申請は、毎年1月末日まで。
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新築住宅や耐震化工事を行った住宅などで、要件を
満たす場合、固定資産税が軽減されます。
※それぞれ詳細な対象要件があり、税制改正等により
変更になることがあります。

■住宅用地
居住用建物の敷地（住宅用地）として利用している宅
地について、課税標準の特例が適用され、固定資産税が
軽減されます。
※特例を適用している土地は、課税明細書の地目の横
に住宅用地または一部住宅用地と記載しています。
■新築住宅、新築長期優良住宅
新築後の固定資産税から居住部分の床面積120平方
㍍相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。
「一般の住宅」は新築後3年度分（新築長期優良住宅の場
合は5年度分）、
「3階以上の中高層耐火住宅」は新築後5
年度分（新築長期優良住宅の場合は7年度分）が対象で
す。
■住宅の耐震改修工事
改修工事完了年の翌年度分の固定資産税から、床面
積120平方㍍相当分までの固定資産税額の2分の1を減
額します。

■住宅のバリアフリー改修工事
改修工事完了年の翌年度分の固定資産税に限り、当
該住宅の床面積100平方㍍相当分までの固定資産税額
の3分の1を減額します。
■住宅の省エネ改修工事
改修工事完了年の翌年度分の固定資産税に限り、当
該住宅の床面積120平方㍍相当分までの固定資産税額
の3分の1を減額します。

国民健康保険税の減免
生活に困窮している方、大規模災害により被害を受
けた方で、要件を満たす場合、納期限が到来していない
税額の減免を受けることができます。減免申請は、納期
限前7日まで。

国民健康保険税の軽減
前年中の所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的
として、世帯の軽減基準所得金額をもとに、均等割額と
平等割額の減額を行います。
また、倒産・解雇・雇い止め等により離職した方など
の負担軽減を目的として、申し出により保険税を見直
します。

東 税理士事務所
税理士・行政書士 東
税理士 栗倉

幹夫
多恵

京丹後市丹後町間人369

☎ 0772-75-2622
FAX

0772-75-2676
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納税（納付）
納期
税の種類

納期

4月

5月

6月

固定資産税

4期

市・府民税

4期

〇

国民健康保険税

10期

〇

軽自動車税(種別割)

全期

〇

7月
〇

9月 10月 11月 12月 1月
〇

〇
〇

〇

3月

〇

〇

〇
〇

〇

2月

〇

〇
〇

〇

〇

〇

納付場所

便利な口座振替をご利用ください

市役所および市民局窓口

新規の手続き

取扱金融機関
京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、京
都府信用漁業協同組合連合会、但馬信用金庫、ゆう
ちょ銀行・郵便局（近畿2府4県）

取扱コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ
MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、
スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイ
レブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキ
デイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキス
ペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリースト
アー、ローソン、ローソンストア100（50音順）
PayPay請求書払い、LINE Pay請求書支払い

口

納税窓
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8月

◎金融機関または郵便局の窓口へ、預貯金通帳（以下
「通帳」）と届出印、納付書を持参の上、口座振替依頼
書に必要事項を記入してお申し込みください。
◎口座振替は、市・府民税、固定資産税、軽自動車税およ
び国民健康保険税が対象です。

振替内容の変更
◎口座を変更する場合は、新たに口座振替を開始する
金融機関窓口へ通帳と届出印、納税通知書を持参の
上、お申し込みください。この際、変更前の金融機関
への取り消し手続きは必要ありません。
◎通帳解約など、口座振替を中止する場合は、通帳と届
出印、納税通知書を持参の上、金融機関窓口で口座振
替取り消しの手続きを行ってください。
※税以外の各種料金についても口座振替が利用でき
ます。

子育て・教育

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

子育て
問合せ

児童手当

生活福祉課 ☎69-0310

児童扶養手当

児童手当は、生活の安定に寄与し、児童の健やかな成
長に資することを目的に、中学校修了前までの児童を
養育している父母等の保護者に支給されます。

支給額（児童1人当たりの月額）
区分

金額

3歳未満

15,000円

離婚などによるひとり親家庭の児童（父または母が
重度障害の状態にある児童を含む）を養育する父また
は母、あるいは父母に代わってその児童を監護養育し
ている方に支給されます。ただし、一定以上の所得があ
る場合は支給されません。

支給額（手当額は年度ごとに変更される場合があります）
区分

給付内容（月額）

第1子、第2子 10,000円
3歳以上小学校終了前
第3子以降
中学生
所得制限額以上の人

15,000円
10,000円
5,000円

※申請は、出生や転入の翌日から15日以内にお願いし
ます。

対象児童
1人

10,180円〜43,160円
◎児童が2人の場合は5,100円〜10,190
円を加算、3人以上の場合は1人増えるご
とに3,060円〜6,110円を加算（所得に
よる）

特別児童扶養手当
問合せ

障害者福祉課 ☎69-0320

精神もしくは身体に中程度以上の障害のある20歳
未満の児童を家庭で養育している親、あるいは親に代
わってその児童を養育している方に支給されます。た
だし、一定以上の所得がある場合は支給されません。

支給額（手当額は年度ごとに変更される場合があります）
区分

金額（児童1人当たりの月額）

対象児童1級

52,500円

対象児童2級

34,970円
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病後児保育事業
問合せ

日用品等援助事業
子ども未来課 ☎69-0340

病気やケガの回復期にある子どもを一時的に預か
り、保育を行います。

利用要件など
市内在住の満6カ月児〜小学6年生までの子どもで、
保護者が就労等のために保育、看護ができない場合に
利用できます。
◎利用時間…午前8時〜午後6時
（連続する5日までが限度）
◎保育場所…ゆうかり子ども園（峰山町杉谷）
◎利用料金…1人当たり、1日2,000円
（4時間以下の利用は1,000円）
※生活保護世帯、母子・父子および養育者世帯、市町村
民税非課税世帯は減免が受けられます。
※別途食事代とおやつ代が必要です。

保育料の減免

問合せ

子ども未来課 ☎69-0340

低所得者世帯（生活保護世帯および生活保護世帯に
準じる世帯）の児童を対象に、こども園・保育所におけ
る日用品、文房具の購入等に対する費用の一部を補助
します。

子育て環境支援設備整備事業補助金
問合せ

子ども未来課 ☎69-0340

子育て世帯が利用される事業所や店舗に対し、新た
に授乳やおむつ替えの出来る設備等を整備した経費を
補助します。

補助上限額
1施設20万円

問合せ

子ども未来課 ☎69-0340

■保育所・こども園保育料の減免など
保育児童世帯が災害による損害や生計主の収入が減少した場合、母子・父子世帯などを対象に、次のとおり保育料
の減免などを行っています。
内容

保育料の徴収猶予または減免

対象要件
保育児童の世帯の
◎生計主が災害などにより住宅、家財などについ
て著しい損害を受けたとき
◎生計主の収入が、疾病・失職などにより著しく減
少したとき
◎生計主または生計同一者の疾病などによりやむ
を得ない多額の支出が必要となったとき

複数の児童が同時に入所している場合に保育料を減額
◎第1子と第2子が同時に入所している場合、3歳未満児の
第2子は半額
第1子と第2子を同時に入所させている保護者また
◎18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある
は、第3子以降を入所させている保護者
者から順に数えて第3子以降は無料
◎所得割課税額が57,700円未満の場合、年齢制限はなく
第3子以降は無料
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保育所・こども園（3号認定）保育料徴収金基準額表【ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯（注）等】
徴収金基準額

【階層区分】
各月初日の在籍入所（園）児童の属する世帯の階層区分

3歳未満児
標準時間

短時間

第1階層
（※1）

◎生活保護法による被保護世帯
◎中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人
等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層
（※2）

第1階層を除く、市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税課税世帯（所得割非課税世帯）

5,500円

5,500円

第4階層

所得割課税額

7,500円

7,500円

第5階層

所得割課税額
48,600円以上77,101円未満

8,000円

8,000円

48,600円未満

※第3・4・5階層（所得割課税額77,101円未満）
に属する世帯の第2子は無料になります。
◎保育所・こども園（2号認定）保育料（主食・副食費）5,000円
※所得割課税額が57,700円未満（ひとり親世帯等は77,101円
未満）の場合は免除
◎こども園（1号認定）保育料（主食・副食費）4,000円
※所得割課税額が77,101円未満の場合は免除
ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯（注）、生活保護法に
定める被保護世帯（※1）と第2階層（※2）に属する世帯及び市町
村民税所得割額が77,101円未満の場合は、
無料です。

（注）在宅障害児（者）のいる世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の支給対象児、
国民年金の障害基礎年金等の受給者

■児童クラブ利用料の減免
利用児童世帯が災害等の理由により利用料を納入することが困難と認められる場合や生活保護法による被保護世
帯の場合、利用料の減免を行っています。

特定不妊治療費助成事業
問合せ

風疹予防接種の助成

府丹後保健所 ☎62-4312

夫婦のいずれかが府内（京都市を除く）に住所を有す
る夫婦（事実婚含む）が体外受精、顕微授精、男性不妊治
療を受けた場合、その治療費の一部を助成します。
助成費は1回の治療につき、30万円（6回まで。治療に
よっては10万円まで。男性不妊治療は初回30万円ま
で。以降は20万円まで）です。
※所得制限はありません。
※通院交通費の一部助成があります。
※指定医療機関で治療した場合に限ります。
※対象者の年齢、助成回数に制限があります。

不妊・不育症治療費助成事業
問合せ

健康推進課 ☎69-0350

府内に1年以上居住し、京丹後市に住所がある不妊・
不育等治療中の夫婦（事実婚含む）に、治療費の一部（自
己負担額の2分の1：上限あり）
を助成します。
※所得制限および医療機関の指定はありません。

問合せ

健康推進課 ☎69-0350

妊娠を希望する女性およびその同居者で、抗体検査
等により抗体価の低い方を対象に接種費用の3分の2以
内の額を助成します。

妊娠出産・不妊ほっとコール
問合せ

きょうと子育てピアサポートセンター

☎075-692-3449
専任の助産師が不妊（不育含む）や妊娠・出産、育児に
関する相談に応じます。
月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時15分〜午後1時15分、
午後2時〜午後4時

妊婦健康診査
問合せ

健康推進課 ☎69-0350

妊婦の健康を維持し、妊婦の経済的負担を軽減する
ため、健康診査受診券を交付します。

妊婦歯科健康診査
妊婦の歯科健康診査にかかる費用の一部を助成する
ため、妊婦歯科健康受診券（1回分）を交付します。

59

産婦健康診査

未熟児養育医療助成制度

産婦の心身の健康管理の充実と経済的負担を軽減す
るため、健康診査受診券を交付します。

きょうと子育て応援パスポート
問合せ

府健康福祉部こども総合対策課

☎075-414-4602
妊娠中の方および18歳未満のお子さんがいる家庭が
府内の協賛店舗でサービス（特典）を受けられます。パ
スポートは市町村の窓口、スマートフォンアプリ、ウエ
ブサイト「まもっぷ」から入手できます。

子育て支援医療費助成制度
問合せ

保険事業課 ☎69-0220

子どもの健康の保持・増進を図り、安心して産み育て
られる環境を整備するため、市内在住の0歳から18歳
年度末までの子ども、および住民税非課税世帯の22歳
年度末までの大学生等の病気、けが（学校の授業等によ
る負傷を除く）などで医療機関にかかった場合の医療
費について、その一部を保護者の方へ助成します。1医
療機関当たり1カ月200円の負担となります。
（食事代・
個室使用料・健康診査料などを除く保険診療分が助成
対象となります）
【中学校卒業まで】
受給者証を交付しますので、健康保険証と一緒に医
療機関等へ提示してください。
※京都府外の医療機関等では受給者証が使用できませ
んので、一旦、医療機関等で自己負担額をお支払いい
ただき、後日、領収書を添付して払い戻し申請をして
ください。
【中学校卒業後】
受給者証の交付はありませんので、一旦、医療機関等
で自己負担額をお支払いいただき、後日、領収書を添付
して払い戻し申請をしてください。

問合せ

保険事業課 ☎69-0220

市内に住所を有し、出生体重が2,000㌘以下、または
医師が入院養育を必要と認めた未熟児の入院費の一部
を助成します。
※指定養育医療機関へ入院した場合に限ります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度
問合せ

府丹後保健所 ☎62-4312

国が定めた小児の対象疾病（下記参照）の治療につい
て、医療費の一部を助成します。
※自己負担額は、医療保険における同一世帯の所得に
応じて決定します。
※給付対象は、京都府指定の医療機関で治療した場合
に限ります。
＜対象疾病群＞
悪性新生物群、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心
疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血
液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色
体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患で治療
中の18歳未満の方
（継続の場合は、20歳未満の方）

交通遺児奨学金等支給事業
問合せ

府安心・安全まちづくり推進課

☎075-414-5076
府内に居住し、交通事故により親等を失った乳幼児、
児童または生徒の健全な育成を図るため、奨学金を支
給します。
※母子家庭奨学金との併給はできません。高校生等は、
高校生等修学支援事業、高校生給付型奨学金との併
給はできません。

教育
就学援助制度
問合せ

学校教育課 ☎69-0620

経済的な理由によって就学困難な児童・生徒の保護
者を対象に就学に必要な学用品費、給食費などを支給
します。申請は随時受け付けていますので、学校または
学校教育課にご相談ください。

給付内容
就学に必要な学用品費、給食費、修学旅行費、校外活
動費、クラブ活動費、PTA会費、医療費など

生活福祉資金貸付金「教育支援資金」
問合せ

京丹後市社会福祉協議会 ☎65-2100

低所得世帯（生活保護基準の1.8倍以内の所得水準の
世帯）のお子さんを対象に、就学に必要な教育支援金と
就学支度金を貸し付けます。
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奨学のための給付金

京丹後市奨学金（給付奨学金）
問合せ

各高等学校

高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専
修学校高等課程等に在学している低所得世帯の生徒が
安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費
負担を軽減するため、奨学金を支給します。

問合せ

市内に住所を有し、経済的に困窮している世帯（家
庭）の勉学意欲のある大学生、短期大学生、専修学校生
（専門課程および一般課程）、高等専門学校生（4、5年）、
大学院生に奨学金を給付します。

支給額

世帯区分

支給額等の詳細については、各高等学校にお問い合
わせください。
※他奨学金制度と併給調整される場合があります。
※23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で第2
子以降の高校生等がいる世帯には、金額が増額され
る場合があります。

高校生等修学支援事業
問合せ

給付内容（月額）

市民税非課税世帯

12,000円

市民税所得割非課税世帯

10,000円

※京丹後市奨学金の修学支援金（貸付）との同年併用は
できません。
※国の給付型奨学金との併用はできません。

京丹後市定住促進奨学金返還支援事業
問合せ

各学校または府教育庁指導部高校教育課

奨学金返還支援のイメージ
①学生時に
奨学金を貸与
日本学生支援機構
地方公共団体など

【新卒者】 ③卒業等後に
【既卒者】 京丹後市に定住

④卒業後に奨学金返済
②募集要項により
京丹後市に申請

市役所

貸付内容（年額）

100万円以内（授業料その他修
◎大学
学に要する資金）
◎短期大学
※日本学生支援機構の第一種奨
学金の貸与を受ける場合は、貸
◎専修学校（専門
付上限の減額調整を行います。
課程および一般
※貸付時期は進学後の4〜5月
課程）
と10月の年2回です。
◎高 等 専 門 学 校
※京丹後市の給付奨学金との
（4、5年生）
併用はできません。
70万円以内（入学金その他入
◎大学
学に要する資金）
◎短期大学
※京丹後市の修学支援金、給付
◎専修学校（専門
奨学金との併用は可能です。
課程および一般 ※貸付時期は、進学先が確定し
課程）
たとき（入学前）に一括で貸
し付けます。

返還支援

修学支援金︵無利子︶ 入学支度金︵無利子︶

学校種別

市に定住し就職

奨学金を返還

教育総務課 ☎69-0610

勉学に意欲がありながら、経済的理由により修学困
難な学生に対し奨学金を貸し付けます。
（ 申請期間は、
進学する前年度の6月です。）

●●会社

奨学金を貸与

京丹後市奨学金（貸付奨学金）
問合せ

教育総務課 ☎69-0610

奨学金を活用した若者の地方定住促進のため、大学
等を卒業して、市内で居住および就業し、奨学金を返還
している方を支援します。

認定申請

☎075-574-7518
勉強意欲がありながら、経済的な理由によって修学
が困難な高校生等に、修学金の貸与（貸付）または金融
機関からの融資（借入）について利子の補助を行いま
す。ただし、同種の資金（※）の貸与または給付を受ける
場合は、この制度は受けられません。
※「同種の資金」とは、①母子父子寡婦福祉資金貸付金
②定時制課程および通信制課程修学奨励金③高校生
給付型奨学金④交通遺児奨学金等⑤母子家庭奨学金
等⑥就学奨励費（特別支援学校）⑦看護師等修学資金
⑧独立行政法人日本学生支援機構奨学金⑨府・公共
的団体が貸与または給付する奨学金です。

区分

教育総務課 ☎69-0610

⑤就職後2年目から11年目
（最大10年）に奨学金返
還支援補助金を交付

対象者（主な認定対象者の条件）
・大学、短期大学、大学院、高等専門学校(第4学年また
は第5学年に限る)、専修学校(専門課程または一般
課程に限る)のいずれかを卒業した方
・大学等の在学期間に奨学金の貸与を受け、卒業後に
奨学金の返還を開始し、滞納していない方
・初回の認定申請をする年度の4月1日において、満
30歳未満の方
・正規雇用等により就業（公務員を除く）後、京丹後市
に継続して10年以上定住する意思のある方 など
対象奨学金（申請者本人が貸付を受けた奨学金が対象）
・
（独）日本学生支援機構（第1種、第2種）
に係る元利金
・京丹後市奨学金 ほか

返還支援金（補助金額）
・補助対象期間に返還した奨学金相当額で月額3万円
以内（上限36万円／年間）を実績により翌年度に交
付（繰上償還・滞納繰越分は含まない）。

手続きについて
・募集要項をご覧いただくか、お問い合わせください。
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高校生給付型奨学金
問合せ

府丹後保健所 ☎62-4302

生活保護を受給されている世帯又は市町村民税が非
課税世帯のお子さんが、高等学校等へ進学される場合
に、入学支度金や奨学金等を支給します。

対象者
府内に居住し、以下のいずれかに該当する方
①生活保護法による被保護世帯の子（私立高等学校（通
信制を除く）又は外国人学校に修学する方に限る）
②市町村民税非課税世帯の子で、以下の世帯に属する方
（1）母子世帯（世帯員の年齢要件有）
（2）父子世帯（世帯員の年齢要件有）
（3）児童世帯（世帯員の年齢要件有）
（4）障害者世帯
（障害の程度要件有）
（5）長期療養者世帯
（6）知事が特別に認めた（1）〜（5）に準ずる世帯
※専修学校の高等課程に在籍する者は対象外
※母子家庭奨学金、交通遺児奨学金、定時制課程及び
通信制課程修学奨励金、高校生等修学支援事業（修
学金、修学支度金）、奨学のための給付金等を受ける
場合は、支給額を調整（減額）することがあります。

独立行政法人日本学生支援機構奨学金
問合せ

※収入基準に基づく区分については、日本学生支援機
構ホームページにある「進学資金シミュレーター」に
よりご確認ください。
＜高等教育の修学支援新制度＞※令和2年4月創設
経済的に修学が困難な学生を支援するために、授業
料および入学金を減免する制度です。

対象者
①支援対象となる学校に進学予定の高校生等
②支援対象となる学校に在学中の学生

対象となる学校種
国または自治体による要件確認を受けた大学・短期
大学・高等専門学校・専門学校
※減免額や対象校など詳しくは、文部科学省ホームペー
ジ、日本学生支援機構ホームページをご確認ください。

京丹後市介護福祉士養成奨学金
（貸付奨学金）

各学校・日本学生支援機構

＜貸与型＞
優秀な学生で経済的理由により修学が困難である方に対し、
学資の貸与等を行うことにより優位な人材の育成に資すると
ともに、教育の機会均等に寄与するため、奨学金を貸与します。

対象者
①高等専門学校に在学する生徒、または進学を希望
している中学校3年生で、日本学生支援機構の選考
により採用された方
②大学（学部）
・短期大学・専修学校（専門課程）などに在
籍する学生、または進学を希望している高校等3年
生で、日本学生支援機構の選考により採用された方
※学力・家計等の基準があります。
※大学院については別途基準があります。
※予約申請をされた方は、進学先の学校でも手続き
が必要です。手続きをされない場合は予約無効と
なりますので注意してください。
※一部の専修学校では本奨学金を取り扱っていない
場合がありますので、取り扱いをされているか必
ず進学を希望する学校にお問い合わせください。
＜給付型＞
優秀な学生で経済的に修学困難な学生に対し、奨学
金を給付します。

対象者
大学等への進学を希望する方で、日本学生支援機構
の定める学力基準や家計基準を満たす方。
大学・短期大学・専門学校
月額
国公立
私立
自宅通学
自宅外通学
自宅通学
自宅外通学
区分
第1区分 29,200円 66,700円 38,300円 75,800円
第2区分 19,500円 44,500円 25,600円 50,600円
第3区分 9,800円 22,300円 12,800円 25,300円
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高等専門学校
国公立
私立
自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学
区分
第1区分 17,500円 34,200円 26,700円 43,300円
第2区分 11,700円 22,800円 17,800円 28,900円
第3区分 5,900円 11,400円 8,900円 14,500円
月額

問合せ

長寿福祉課 ☎69-0330

学校または養成施設等に入学し、卒業後市内の福祉
施設で介護福祉士として業務に従事しようとする方に
奨学金を貸し付けます。
内容

貸付上限額

月額5万円以内（無利子）

貸付期間

学校等に在学する期間（最大2年間）

※市内の福祉施設（医療施設は対象外）に就職し、介護福祉士
として3年間勤務した場合は、返還免除制度があります。

医療確保奨学金
問合せ

医療政策課 ☎69-0360

市立病院及び市国民健康保険直営診療所で勤務する
意思を有する医師または医師を目指す大学生の方に、
研修又は修学に要する資金を貸与します。

対象者
①専門研修を受けている医師
②臨床研修を受けている医師
③大学院の医学の履修する課程に在学する医師
④大学の医学を履修する課程に在学する者

貸与額
区分

貸与額

小児科、産婦人科

月額25万円以内

小児科、産婦人科以外

月額20万円以内

※貸与を受けた期間と同期間、市立病院及び市国民健
康保険直営診療所において従事された場合は奨学金
の返還を免除します。

薬剤師を目指す方への修学資金
問合せ

看護師・助産師を目指す方への修学資金

医療政策課 ☎69-0360

大学の薬剤師養成課程で修学し、薬剤師の免許取得
後、直ちに市立病院で薬剤師の業務に従事する意思の
ある方に、修学資金を貸与します。
貸与額 月額10万円以内
※貸与を受けた期間と同期間、市立病院で勤務
された場合は、修学資金の返還を免除します。

問合せ

医療政策課 ☎69-0360

看護系大学や専門学校などの看護師等の養成施設で
修学し、看護師などの免許取得後、直ちに市立病院で看
護師または助産師の業務に従事する意思のある方に、
修学資金を貸与します。
貸与額 月額5万円
※貸与を受けた期間と同期間、市立病院で
勤務された場合は、修学資金の返還を免
除します。

母子、父子
ひとり親家庭医療費助成制度
問合せ

保険事業課 ☎69-0220

ひとり親家庭の親子の健康の保持と福祉の増進を図
るために、健康保険適用の医療費の自己負担金を全額
助成します（所得制限あり）。
【18歳年度末までのお子さんおよびその子を扶養する親】
◎京都府内の医療機関：受給者証の提示により自己負
担なし
◎京都府外の医療機関：一旦自己負担し、領収書を添え
て市に申請することにより後日支給
【22歳年度末までの大学生等およびその子を扶養する親】
◎京都府内外問わず、一旦自己負担し、領収書等を添え
て市に申請することにより後日支給

母子家庭奨学金等支給
問合せ

※他の給付制度との併給はできません。
※申請前に必ず事前相談が必要です。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援給付金
問合せ

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親および
児童が、高卒認定試験の合格を目指して受講する講座
に要する経費の一部を対象講座の受講修了時に支給し
ます。また、受講修了日から起算して2年以内に高卒認
定試験の全科目に合格した場合は、合格時給付金を支
給します。
※申請前に必ず事前相談が必要です。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

府丹後保健所 ☎62-4302

母子家庭の福祉を推進するため、教育または養育に
要する経費を支給します。所得制限はありません。
区分

給付内容（年額）

11,000円
乳幼児
21,500円
小学生
43,000円
中学生
64,000円
高校生
64,000円
専修学校生（高等課程に在籍）
1人当たり35,000円
高等学校入学支度金

※交通遺児奨学金や高校生給付型奨学金等との併給は
できません。
※同種の奨学金等を受ける場合は、支給額を調整（減
額）することがあります。
※申請月により支給額が違います。入学支度金は、4月1
日における支給対象者で、4月〜5月に申請した方に
限ります。入学前に入学支度金の支給を希望する場
合は2月に申請が必要です。

問合せ

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
生活福祉課 ☎69-0310

ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発の
取り組みを支援するもので、自立支援に係る指定教育
訓練講座を受講し、修了した場合、経費の60％を支給
（12,000円以上で20万円を上限）します。

生活福祉課 ☎69-0310

ひとり親家庭の父または母が「看護師」
「介護福祉士」
などの資格を取得するための養成機関において1年以
上修業し、資格取得が見込まれる場合、高等職業訓練促
進給付金を支給するとともに、養成機関での修業修了
後、修了支度金を支給します。
※他の給付制度との併給はできません。
※申請前に必ず事前相談が必要です。
市民税非課税世帯

市民税課税世帯

訓練促進費
月額100,000円
月額70,500円
（修業する期間
（月額140,000円）（月額110,500円）
の最後の12月）
修了支援金

50,000円

25,000円

※給付金について、養成機関における課程の修了まで
の期間の最後の12箇月については40,000円を加算

母子父子寡婦福祉資金
問合せ

問合せ

生活福祉課 ☎69-0310

府丹後保健所 ☎62-4302

ひとり親家庭の父または母およびその児童、寡婦の
方の暮らしを支援するため、修学資金や生活資金など
各種貸し付けを行っています。
※制度の種類により、貸付可能金額、貸付対象者などの
条件があります。
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介護・福祉

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

高齢者
地域包括支援センター・介護保険サービス
介護や福祉、健康などについて「どこに聞いたらいいかわからない」
「どのようなサービスが利用できるかわからな
い」という場合は、まずはお近くの地域包括支援センター等へご相談ください。状況に応じて、事業対象者、要支援ま
たは要介護認定を行い、必要なサービスの提供を行います。

◆地域包括支援センター
保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心になって、介護予防に関するマネジメントをはじめ、高齢者
に総合的な支援を行います。
名称

住所

問い合わせ

地域包括支援センター（峰山総合福祉センター内）

峰山町杉谷691

☎69-0330

地域包括支援センターあみの（ら・ぽーと内）

網野町網野385-1

☎69-0343

住所

問い合わせ

◆高齢者介護相談窓口
地域の身近な窓口として相談・支援を行います。
名称

在宅介護支援センターはごろも苑

峰山町長岡2093

☎62-1182

おおみや苑在宅介護支援センター

大宮町口大野295

☎68-1530

丹後園デイサービスセンター

網野町木津225-2

☎74-0174

介護ステーションふるさと

網野町小浜613-2

☎79-3399

いちがお園在宅介護支援センター

丹後町岩木487

☎75-2500

弥栄はごろも苑

弥栄町溝谷3524

☎65-0131

特別養護老人ホーム満寿園

弥栄町溝谷39-6

☎65-0222

久美浜苑「介護よろず相談所」

久美浜町栃谷2375

☎82-1108

海山園

久美浜町湊宮467-60

☎83-2111

◆認知症初期集中支援チーム
チーム員（認知症サポート医、保健師、作業療法士等の医療保健福祉の専門職で構成）がサポート医の指導の下、家
族等の訴え等により、認知症の方または認知症が疑われる方およびその家族を訪問し、初期の支援を包括的、集中的
に行います。
対象
40歳以上で、在宅で生活をしている認知症の方また
は認知症が疑われる方で、以下のいずれかに当てはま
る方
◎認知症の診断を受けていない・治療を中断している
◎医療サービスや介護サービスを利用していない
◎認知症による症状が強くどう対応すべきか困ってい
るなど

ご相談・ご連絡は
地域包括支援センター（峰山総合福祉センター内）
☎69-0330
地域包括支援センターあみの（ら・ぽーと内）
☎69-0343
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◆初期認知症対応型カフェ
物忘れなどが原因で生活に不安のある方あるいはその家族が、気軽に訪れることができる場所です。
名称

開催場所

問い合わせ

いきいきカフェ

峰山町室19-1

☎62-5353（はごろも苑さかいの家）

ほっとカフェ小町

大宮町三坂132-3

☎68-1530（おおみや苑）

陽だまりカフェ

網野町網野3060

☎72-1515（ふれあいホーム桃山）

カフェよっとくれぇなあ

弥栄町溝谷4206

☎65-0222（特別養護老人ホーム満寿園）

ほっとカフェ咲來楽（さくら）

弥栄町溝谷39-6

☎65-0222（特別養護老人ホーム満寿園）

コミュニティカフェともに

久美浜町栃谷2375

☎82-1108（久美浜居宅介護支援事業所）

気まぐれカフェ

丹後町久僧1070

☎75-2496（いちがお園）

※送迎が可能なカフェもあります。
※開催日・送迎の可否等詳しくは各カフェにお問い合わせください。

◆介護保険サービス
名称
訪問介護
（ホームヘルプサービス）

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体介護や、炊事、掃除など
の生活援助を行います。

在宅サービス

訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、
入浴の介助を行います。

訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病
状観察や床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

通所介護（デイサ−ビス）

デイサ−ビスセンタ−（通所介護施設）で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行
為向上のための支援を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション
（デイケア）
居宅療養管理指導
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内容

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
テーションが受けられます。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

短期入所生活介護
（ショ−トステイ）

特別養護老人ホ−ムなどに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常の世話や機能
訓練が受けられます。

短期入所療養介護
（ショ−トステイ）

老人保健施設などを利用し、看護、医学的管理での介護や機能訓練、そのほか必要な医
療や日常生活上の介護が受けられます。

在宅サービス

名称

内容

福祉用具貸与（レンタル）

身体の残存能力を活用、維持し、また、家族が介護しやすいように必要な福祉用具を借
りることができます。

福祉用具購入費の支給

レンタルになじまない排せつや入浴に使われる用具の購入費が支給されます。

住宅改修費の支給

在宅での生活が、より快適に支障なく過ごすことができるよう、手すりの取り付けや段
差解消などの住宅改修に対し、20万円を上限に改修費が支給されます。

地域密着型サービス

認知症の状態にある高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、身
認知症対応型共同生活介護
体などの介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けることができます。
（グループホーム）
※要支援1の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護

施設サービス

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

住み慣れた地域で生活を続けるため、通所サービスを中心に訪問サービスや泊りサー
ビスを総合的に組み合わせたサービスを受けることができます。
常時介護が必要で在宅介護が困難な方を対象として、特別養護老人ホームで日常生活
や機能訓練、健康管理や療養上の介護を受ける施設です。
※利用できるのは、原則として要介護3以上の方です。
医療と福祉の両方を併せた施設で、家庭での生活復帰を目指し、必要な医療やリハビリ
テーションを受けることにより、
疾病後の患者の自立への援助を行う施設です。
※要支援1・2の方は利用できません。

※サービスを利用した場合は費用の1割の自己負担が必要です。
（一定の所得のある方は2割〜3割負担）
※食事代や日常生活費などは自己負担になります。

◆介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
総合事業とは、地域の実情に応じ、生活支援や介護予防のためのサービスを総合的に実施する事業です。総合事業
のサービスは、要支援1・2の方と基本チェックリスト（日常生活や心身の状態を確認する25項目の質問）で事業対象
者と判定された方が利用できます。
利用を希望する方は地域包括支援センターにご相談ください。
総合事業のサービス
名称

内容

在宅サービス

訪問介護相当サービス

ホームヘルパーが家庭を訪問し、
炊事、掃除などの生活援助を行います。

健やか訪問支援

ホームヘルパーに準ずる者が家庭を訪問し、炊事、掃除などの生活援助を行います。

通所介護相当サービス

デイサービスセンター（通所介護施設）で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活機
能向上のための支援を日帰りで受けられます。

健やか生きがい教室

集会施設等で、生活機能向上のための運動・体操・趣味活動を中心とした支援を日帰り
で受けられます。
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各種制度減免・負担軽減・助成
■介護保険料の減免
災害や世帯の生計を担っている方が死亡や失業など
により、保険料の納付が困難と認められる場合は、減免
を受けられることがあります。
■特定入所者介護サービス費の負担軽減（負担限度
額認定）
要支援・要介護認定者で、所得などの軽減要件を満た
す方が、介護保険施設に入所（短期・長期入所）した場
合、食費・居住費を軽減します。
■社会福祉法人などによる利用者負担軽減
収入・預金などの軽減要件をすべて満たす方が、社会
福祉法人が提供するサービスを利用した場合の介護
サービス費等一部費用を軽減します。
■介護サービス費の払い戻し
要支援・要介護認定者で、所得などに応じて決められ
た利用者負担段階の上限額を超えて利用料を支払った
方の1カ月間の介護サービス利用料が一定基準額以上
となった場合に、超過分を払い戻します。
■介護用品券を交付
要介護4または5に認定されている方を在宅で介護
している方（要介護者、介護をしている家族などがい
ずれも市民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯の
方）に対し、要介護高齢者1人当たり年額75,000円以
内で紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ド
ライシャンプー、防水・吸水シーツ、おむつカバー、パッ
ド固定用パンツ、失禁パンツ、消臭剤、尿器、介護用ねま
き、介護用肌着、とろみ調整剤、食事用エプロン、介護用
口腔ケア用品（スポンジブラシ、口腔ケア用ウェット
ティッシュ）の購入に利用できる介護用品引換券を交
付します。
■安心生活のため見守りを実施（緊急通報装置の設置）
心身の状況等により、日常生活に不安があるおおむ
ね65歳以上の独居世帯や高齢者世帯、重度身体障害の
ある方などを対象に、家庭内での事故などによる相談
や通報に常時（24時間、365日）
対応します。
※近隣協力員（2人）と民生委員の登録が必要です。
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問合せ

長寿福祉課 ☎69-0330

■食の自立を支援
食事の支度が困難で日常生活に支障のあるおおむね
65歳以上の独居世帯や高齢者世帯、身体障害者などの
世帯で、
「 特別食」および「治療食」が必要な方に利用者
の安否確認を兼ねて、食事を自宅まで配達します。
（1食
当たり400円。
2食目以降は別途基準あり）
■認知症高齢者等の事前登録制度
認知症等で外出中に道に迷い、行方不明になるおそ
れのある高齢者の氏名、生年月日、身体的特徴や顔写真
等の情報を、あらかじめ市に登録する制度です。
■認知症あんしん補償事業
認知症の方が日常生活で他人にけがを負わせたり、
財物を壊したりして法律上の損害賠償補償責任を負っ
た場合、被害者に支払う損害金額を補償するため、認知
症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険
契約者として加入します。
※「認知症高齢者等の事前登録」
を行った方が対象
■位置探索サービス（GPS）利用補助金
認知症高齢者等の事前登録をした方が、位置探索
サービスを利用した際の初期費用を助成します。
※購入・レンタルのどちらも補助対象
※1万円を限度に1人につき1回限り助成
■老人医療費助成制度
問合せ 保険事業課 ☎69-0220
満65歳以上70歳未満の方の健康の保持と福祉の増
進を図るために、医療費の一部を助成します（所得制限
あり）。
【健康保険適用の医療費の自己負担金（3割）が2割とな
るように、その差額を助成】
◎京都府内の医療機関：受給者証の提示により2割負担
◎京都府外の医療機関：一旦自己負担し、領収書を添え
て市に申請することにより後日支給
【医療費が高額になったとき】
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合
は、申請により、自己負担限度額を超えた分を支給しま
す。自己負担限度額は区分により異なります。
【限度額適用認定証の交付】
自己負担限度額を超える高額な医療費の支払いにつ
いて、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請し、
認定証を医療機関（京都府内に限る）に提示すれば、窓
口での負担は自己負担限度額までとなります（交付を
受けられるのは、住民税非課税世帯の方のみ）。

■後期高齢者医療保険料の軽減対策
問合せ 保険事業課 ☎69-0220
【所得の低い方に対する均等割額の軽減措置】
所得の低い方は、世帯（被保険者全員と世帯主）の所
得に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されま
す。
【被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減】
会社の健康保険、協会けんぽ、公務員の共済組合など
被用者保険の被扶養者として加入されていて、これま
で保険料を負担していなかった方については、当分の
間、所得割はかかりません。また、均等割については後
期高齢者医療加入時から2年間は5割軽減となります。
（国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた方
は該当しません）
■高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成
問合せ 健康推進課 ☎69-0350
65歳以上および60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎
臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害がある方が、ワクチン接種を
希望される場合、自己負担1,500円で受けることがで
きます（期間限定）。
■成人用肺炎球菌予防接種費用の助成
問合せ 健康推進課 ☎69-0350
定期接種である「成人用肺炎球菌予防接種」につい
て、実施年度の基準日において、65・70・75・80・85・
90・95・100歳となられる方、平成30年度末に100歳
以上の方、平成31年度において60〜64歳で障害を有
する方（高齢者インフルエンザ予防接種と同様）は、自
己負担2,000円で予防接種を受けることができます。
また、後期高齢者医療受給者の方は、無料で接種が受け
られるよう助成します。
さらに、定期接種対象者以外の66歳以上の方も、同様の
助成を受けることができます（ただし、申請が必要です）。
※過去に同予防接種を受けられたことのある方は、助
成対象外となります。
※令和6年度以降は制度の見直しにより、内容が変更と
なる場合があります。

■高齢者などドライバーの運転免許証自主返納を支援
問合せ 市民課 ☎69-0210
市内在住の65歳以上、身体障害者手帳、療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、
運転免許証を自主返納（※）された場合は、公共交通機
関の乗車券（定期券、回数券）、またはタクシークーポン
券等を支給します。
（返納後1回に限る。）
※平成22年4月1日以降に自主返納された方が対象
内容
（1）
「京都丹後鉄道安心おでかけ定期券」
（6カ月間有
効）、
（2）
「丹海バス運転免許証返納支援乗車証」
（6カ月
間有効）、
（ 3）
「 丹海バス回数券」
（ 200円回数券11枚綴
り×5組）、
（4）
「市営バス回数券」
（100円回数券20枚綴
り×6組）、
（5）
「タクシークーポン券」
（500円券20枚綴
り×1組）、
（6）
「ささえ合い交通クーポン券」
（400円券
25枚綴り×1組）
の中から選択
※1：
（1）〜（2）の中からいずれか1種類または（3）〜
（6）を選択される場合は、いずれか1種類を2セッ
トもしくは2種類を選択
※2：
（5）は峰山、網野、久美浜の各タクシー会社の中か
ら1社を選択
※3：
（6）での乗車は丹後町域のみで、
降車は市内全域

■雪下ろし・雪すかし費用を助成
問合せ 京丹後市社会福祉協議会 ☎65-2100
高齢者世帯や障害者世帯など除雪作業が困難な世帯
を対象に、地域（区）での屋根の雪下ろしおよび生活道
路の雪すかし作業に対し助成を行います。
■認知症高齢者などの日常生活を支援
問合せ 京丹後市社会福祉協議会 ☎65-2100
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力
が十分でない方が、自立した地域生活を送れるよう専
門員や生活支援員を配置し、福祉サービスの利用に関
する相談、援助や日常的金銭管理などの支援を行いま
す。
（自己負担必要）
■福祉有償運送事業
問合せ 京丹後市社会福祉協議会 ☎65-2100
高齢者や障害のある方で、一人で公共交通機関を利
用することができない方、家族による送迎ができない
方を対象に、福祉車両を使用し医療機関や公共機関な
どへの外出を支援します。
（自己負担必要）
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障害者
問合せ

障害者福祉課 ☎69-0320

■手帳の交付について
手帳には次の3種類があります。これらの手帳を所持することにより様々な援助を受けたり、税の減免などの制度
を利用することができます。手帳の交付には申請が必要です。
身体障害者手帳

身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。

療育手帳

知的障害者と判定された方に交付され、障害の程度によりA、Bの区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。

各種支援センター・障害福祉サービス
■障害者生活支援センター
障害者生活支援センターでは、障害の種別（身体・知的・精神）にかかわらず、障害のある方とそのご家族に地域での
生活を支援するために相談窓口を設け、さまざまな支援を行います。
◆障害のある方の相談支援窓口
施設名

内容

障害者生活支援センター
結（ゆい）

住所・問い合わせ
峰山町杉谷770
（☎69-1040）

障害のある方とその家族の総合的な相談支援を行います。

障害者地域生活支援センター
もみの木
障害者就業・生活支援センター
こまち

峰山町新町2015-2
（☎69-5059）
就職希望や在職中の障害のある方へ、抱える課題に応じて、
大宮町周枳1-1
雇用および福祉の関係機関と連携を図りながら就業面およ
（☎68-0005）
び生活面の一体的な支援を行います。

■そのほかの福祉サービスセンター（外部団体）
◆視覚・聴覚・言語障害のある方の支援センター
施設名

70

内容

住所・問い合わせ
網野町網野3081
（☎72-0609）

丹後視力障害者福祉センター

点字図書や録音図書、テープ雑誌を無料で貸し出します。

京丹後市聴覚言語障害センター

難聴・補聴器等の聞こえに関する相談、手話通訳者や要約筆 峰山町荒山328
記者の派遣、手話教室・要約筆記教室などを行います。
（☎62-5529）

■障害福祉サービス
障害福祉サービスや地域生活支援事業を受けるには、原則「身体障害者手帳」
「療育手帳」
「精神障害者保健福祉手
帳」のいずれかの手帳または「自立支援医療（精神通院）受給者証」を所持している、もしくは難病等である事が前提と
なります。詳しくは、障害者福祉課（☎69-0320）
へお問い合わせください。
障害福祉サービス

居宅介護（ホームヘルプ）

居宅において入浴や排せつ、食事などの介護や、調理洗濯などの家事などの援助
をします。

重度訪問介護

重度の障害があり常に介護が必要な方に、居宅において入浴や排せつ、食事など
の介護や家事援助、外出時の移動中の介護をします。

同行援護

重度の視覚障害により外出時の移動が困難な方に、外出時に同行し、移動に必要
な情報の提供や移動の援助などを行います。

行動援護

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき
必要な援護や外出時の移動中の介護などをします。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方で、特に必要な介護の程度が高いと認められる方に、居宅介
護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

生活介護

常に介護が必要な方に、主に昼間において、施設で入浴や排せつ、食事などの介
護や創作的活動などの機会を提供します。

自立訓練〔機能訓練・生活訓練〕

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生
活能力向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やそのほかの活動の機会の
提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

就労継続支援（A型）

適切な支援により雇用契約等に基づき就労できる方に、生産活動その他の活動
の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

就労継続支援（B型）

一般企業での就労が困難な方に、生産活動その他の活動の機会の提供や就労に
必要な知識や能力の向上のための訓練をします。

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の
管理、看護、介護などを行います。

短期入所（ショートステイ）

介護者の病気などの理由で適切な介護を受けられない方に、短期間、施設におい
て入浴や排せつ、食事などの支援を行います。

共同生活援助（グループホーム） 共同生活住居で入浴や排せつ、食事の介護などをします。
施設入所支援

施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

自立生活援助

1人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な訪問や随時の対応によ
り、各般の問題解決のための相談支援を行います。
単身生活者または施設入所や精神科病院に入院している方などに、地域で安定

地域相談支援〔地域移行・地域定着〕 して生活を営んだり、地域へ生活を移行したりするために必要な相談や支援を
行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用後、通常の事業所に新たに雇用された方で、就労を継続し
ている期間が６月を経過した方へ相談、指導および助言等の必要な支援を行い
ます。
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障害児通所サービス

児童発達支援

就学前の児童を対象に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓
練などの支援が受けられます。

放課後等デイサービス

就学している児童を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交
流の促進などの支援が受けられます。

保育所等訪問支援

対象となる児童が通う保育所等で、集団生活適応のための専門的な支援が受け
られます。

地域生活支援事業
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意思疎通支援事業

手話通訳者などを派遣し、聴覚障害者の家庭生活および社会生活における意思
の疎通を図ります。

重度障害児者入院時
コミュニケーション支援事業

重度障害児者の入院時に医療従事者との意思疎通を図るため、指定障害福祉
サービス事業者の従業員をコミュニケーション支援員として派遣します。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある方に、ガイドヘルパーを派遣し外出のための
支援を行います（対象者は障害福祉サービスの同行援護や行動援護および重度
訪問介護の対象とならない方）

障害者日中一時支援

日中に介護者が不在、または介護者の休息のために見守りが必要な障害のある
方を一時的に預かり、社会に適応するための日常的な訓練などを行います。

児童日中一時支援

日中に介護者が不在、または介護者の休息のために見守りが必要な障害のある
児童を一時的に預かり、下校後や長期休暇中の活動の場の確保を行います。

訪問入浴サービス事業

移動入浴車などで訪問し入浴の介護を行います。対象者は在宅の身体障害者手
帳1・2級で障害のため、
訪問入浴によらなければ入浴が困難な方です。

地域活動支援センター事業

創作的活動、生産活動の機会の提供などの事業を行います。

障害者共同生活支援事業

グループホームの空室を利用して、一定期間入居し、日常生活上必要な訓練およ
び指導を行います。

生活サポート事業

介護給付の支給決定を受けた方以外（障害支援区分が非該当の場合）の在宅障害
者にホームヘルパーなどを派遣し、家事のお手伝いなどを行います。

重症心身障害児（者）
ショートステイ

医療的ケアが必要な在宅重症心身障害児（者）の方を対象に医療機関での短期入
所ができます。

交付・助成・給付
■難聴児の補聴器購入等費用の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽
度・中度の難聴児で、医師が補聴器の必要性を認めた場
合、その購入等費用の一部を助成します。
■補装具費（交付・借受け・修理）の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方、難病の診断
を受けている方等（補装具に応じて対象者に制限あり）
に補聴器や義肢、車いすなどの補装具費を支給します。
利用者負担は、原則1割です。
（市民税非課税世帯の方お
よび児童については負担なし）
■福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券の
交付
視覚障害1・2級、下肢または移動機能障害1・2級（上
肢または上肢機能障害1・2級で、下肢または移動機能障
害3級を含む）、体幹機能障害1・2級、内部障害1級、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
に福祉タクシーまたは福祉ガソリン利用券を交付し、
生活行動範囲の拡大および社会参加の促進を図りま
す。
◎福祉タクシー利用券
1カ月につき100円券10枚の利用券を、申請した月
から年度末分までまとめて交付
◎福祉ガソリン利用券
1枚500円券とし、申請した月の区分に応じて、年度
末分までまとめて交付
■自動車改造費の助成
身体障害者手帳の交付を受けている方（障害の部位
や程度の制限あり）が運転しやすいように自動車を改
造した場合、改造に要した経費の一部を助成します。※
限度額：10万円（所得制限あり）
■自動車運転免許の取得費を助成
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの交付を受けている方が自動車運転免許を
取得した場合、教習費等の3分の2を助成します。※限度
額：10万円（所得制限あり）

■住宅改修費の助成
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている
方、難病の診断を受けている方等（障害の程度に応じて
対象者に制限あり）が居住している住宅を生活しやす
いように改修（手すりの取り付けや床段差の解消など）
した場合、改修費用の一部を助成します。限度額は、30
万円です。
（介護保険など、ほかの制度助成額を含む）
■じん臓機能障害者通院交通費の助成
じん臓機能障害のある方が、透析療法を受けるため
に公共交通機関などを利用して医療機関に通院した場
合の通院費の一部を助成します。
■共同作業所などへの通所費の助成
障害のある方が、公共交通機関などを利用して共同
作業所などに通所した場合の交通費を助成します。
■日常生活用具の給付
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている
方、難病・小児慢性特定疾患の診断を受けている方等
（用具に応じて対象者に制限あり）に、ストマ装具やた
ん吸引器、手すり、ファックスなどの日常生活用具を給
付します。
※市民税課税状況に応じた自己負担が必要（市民税非
課税世帯は自己負担なし）
■自立支援医療費支給制度（更生医療）
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方（所得
により負担軽減が異なります）の身体障害を軽減し、日
常生活能力を回復するため、心臓や股関節、ひざ関節の
手術、血液透析などに必要な医療費の一部を給付しま
す。
（指定医療機関の意見書が必要）
■自立支援医療費支給制度（育成医療）
肢体不自由、視覚障害など障害があり、手術などの治
療を行わなければ、将来において、障害を残すと認めら
れる18歳未満の児童の当該手術などに係る医療費の一
部を給付します。
（指定医療機関の意見書が必要）
■自立支援医療（精神通院医療）
精神障害（てんかんを含む）の症状により、通院によ
る継続的な治療が必要と認められた方の通院医療費の
自己負担が1割に軽減されます。
（ 指定医療機関の診断
書が必要）
※本人または家族の所得に応じて、自己負担上限月額
の設定があります。
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重度心身障害老人健康管理事業
（医療費助成制度）
問合せ

保険事業課 ☎69-0220

後期高齢者医療に加入し、一定以上の重度な障害者
手帳の交付を受けている方が医療機関を受診した場
合、必要な自己負担額を助成します。
※一定の所得基準以下の方に限ります。

重度心身障害（児）者医療費助成制度
問合せ

保険事業課 ☎69-0220

健康保険に加入し、一定以上の重度な障害者手帳の
交付を受けている方が医療機関を受診した場合、必要
な自己負担額を助成します。

手当
問合せ

障害者福祉課 ☎69-0320

■特別障害者手当
重度の障害が2つ以上重複するなど、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に
手当を支給します。
（ 所得、障害の程度により支給でき
ない場合があります）
◎月額27,350円
※手当額は年度ごとに変更される場合があります。
■障害児福祉手当
重度の障害があるため、日常生活において常時介護
を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給しま
す。
（ 所得、障害の程度により支給できない場合があり
ます）
◎月額14,880円
※手当額は年度ごとに変更される場合があります。

その他の助成
問合せ

健康推進課 ☎69-0350

■骨髄ドナーに係る助成
公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク
事業に骨髄等を提供した場合に助成金を交付します。
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減免や割引き制度
障害の程度によって次のとおり減免や割引き制度があります。詳しくは担当の窓口へお問い合わせください。
種類

内容

問い合わせ
税務課
（☎69-0180）

54㌻「税の減免など」
参照

市の施設利用料

琴引浜鳴き砂文化館（☎72-5511）
京丹後市の施設（公共）の利用料等について障害者減免や割 郷土資料館
（☎72-4600）
引制度を受けることができます。対象者の範囲、料金等詳し 丹後古代の里資料館（☎75-2431）
い内容は、各施設へお問い合わせください。
浅茂川温泉静の里［プール施設］
（☎72-4126）

市役所

軽自動車税

有料道路を利用する障害者に対して、有料道路料金を半額
割引き（障害の種類や程度、利用目的や対象となる自動車の
有料道路ETC割引登録係
有料道路の通行料 範囲など一定の要件を満たす必要があります）を受けるこ
（☎045-477-1233）
とができます。
※利用されるまでに登録が必要です。

交通機関の運賃

ほかの団体など

第1種身体障害者・知的障害者または第2種身体障害者・知
的障害者の方が単独で乗車し、JR線および丹鉄線の各駅相
互間の片道の営業距離が片道100㌔を超える場合、また、第
1種身体障害者・知的障害者の方が介護者の方とともに乗車
する場合（乗車する距離に制限はありません）に、運賃5割引
（特急券、寝台券、グリーン券の割引はありません）を受ける それぞれの利用会社
ことができます。バスは半額、タクシーは1割引き
※丹海バスは精神障害者保健福祉手帳所持者も対象（高速
バスは除く）
※乗車券販売窓口、または運転手に手帳を提示してくださ
い。

NHK受信料
（問い合わせ先）

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいず
NHKふれあいセンター
れかの交付を受けている方がいる世帯の場合、障害の種類
☎0570-077077（ナビダイヤル）
や等級、世帯の市民税の課税状況等により受信料を減免

郵便
（問い合わせ先）

身体障害者手帳1・2級および療育手帳Ａ判定の方
◎青い鳥はがき（1人20枚）を無料配布
（4月〜5月・若干の変更あり）

郵便事業株式会社
峰山郵便局
（☎62-0200）

NTT

身体障害者手帳の視覚障害1〜6級または肢体不自由（上
肢・体幹・運動機能）の障害1・2級の方。療育手帳、または精
NTTふれあい案内
神障害者保健福祉手帳を所持する方
（ 0120-104174）
◎104
（番号案内サービス）
が無料
◎福祉用電話機器のレンタル料の割引き（要件あり）

携帯電話

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
所持者は、携帯電話の基本料金の割引きなどを受けられる それぞれの契約会社
場合があります。

自動車取得税
自動車税

主に障害者のために使用する自家用車の自動車取得税およ
京都府自動車税管理事務所
び自動車税の減免（障害の程度や利用目的、対象となる自動
（☎075-672-6155）
車の範囲など一定の要件を満たす必要があります）
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しごと・産業

主なものや概要のみ記載しています。
詳しくはお問い合わせください。

雇用・就職
職業訓練事業（人材育成）
■職業訓練講座
丹後地域職業訓練協会 ☎68-0365
◎「丹後地域職業訓練センター」では、資格取得やスキ
ルアップを目指す方を対象に、以下のような講座を
開催しています。
＜コンピュータ関係講座＞
パソコン入門、ワード、エクセル、建築CAD、ホーム
ページ作成・SNS活用など
＜資格取得＆スキルアップ講座＞
医療事務、調剤薬局事務、
簿記、電気工事士、和裁など
◎「京都府立丹後勤労者福祉会館」では、勤労者をはじ
め地域住民の方々のために、文化・スポーツ教室の開
催、貸会議室事業を行っています。
※詳しくは、協会ホームページをご覧ください。
http://wakuwakukan.jimdofree.com/
問合せ

■ものづくり技術研修等
問合せ（公財）
京都産業21北部支援センター ☎69-3675
機械金属業への就職を目指す方を対象に「ものづく
り基礎技術習得研修」
（ 製図から加工技術まで）を開講
予定としています。また、ものづくりの技能や資格取得
を支援する講座、経営管理に関する講座など、多くの人
材育成事業を実施しています。
※詳しくは、センターホームページをご覧ください。
http://www.ki21.jp/hokubu/
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職業訓練受講への支援など
■京丹後市職業能力向上支援補助金
問合せ 商工振興課 ☎69-0440
自費で受講料を負担して以下の研修に参加された場
合に、負担した受講料の一部を補助します。
＜補助対象となる研修＞
①職業訓練法人丹後地域職業訓練協会の実施する研修
②京丹後市商工会が実施する研修（京丹後市職業訓練
校の研修は除く）
③公益財団法人丹後地域地場産業振興センターが実施
する研修
④中小企業大学校、京都府中小企業技術センターなど
が実施する研修
＜対象者＞以下の全てに該当する方
①市内に住所があること
②受講する年度の年度末（受講終了後の3月末）時点で
満60歳以下であること
③受講費用を自費で負担すること（勤務先負担の場合
は対象外）
④在職者または求職者（公共職業安定所への求職手続
き中の方に限る）であること
⑤市税等を滞納していないこと

■一般教育訓練給付制度
問合せ ハローワーク峰山 ☎62-8609
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大
臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本
人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給し
ます。
＜対象者＞
雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上（初回は1年以上）ある等の条
件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請
が必要です。
■専門実践教育訓練給付金
問合せ ハローワーク峰山 ☎62-8609
働く方の主体的で中長期的なキャリア形成を支援す
るため、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を
受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の一定の割合額（上限あり）を支給する制
度です。
（対象者要件あり）
■教育訓練支援給付金
ハローワーク峰山 ☎62-8609
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方
のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講してい
るなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場
合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本
手当の80㌫に相当する額を支給する制度です。
（対象者
要件あり）
問合せ

■求職者支援制度
ハローワーク峰山 ☎62-8609
雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練に
よるスキルアップを通じて早期の就職につなげるため
の支援を行います。
＜支援内容＞
①「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料
で受講できます。
②訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極
的な就職支援を行います。
③収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中
「職業訓練受講給付金」を支給します（月額10万円）
。
＜対象者要件＞
以下の全ての要件を満たす方（＝特定求職者）
①ハローワークに求職の申し込みをしていること
②雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
③労働の意思と能力があること
④職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワー
クが認めたこと
※特定求職者であるだけでは、職業訓練受講給付金は
支給されません（別途、職業訓練受講給付金の支給要
件を満たす必要があります）。
問合せ
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雇用継続給付など
■高年齢雇用継続給付
賃金が60歳時点に比べて、75㌫未満に低下した状態
で働き続ける（雇用継続または再就職）方に、
「高年齢雇
用継続基本給付金」または「高年齢再就職給付金」を支
給します。
＜対象要件＞
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60
歳以上65歳未満の一般被保険者（再就職給付金は、雇用
保険失業給付受給者で、残日数が100日以上あること
が必要です）
■育児休業給付
1歳または1歳2カ月（支給対象期間の延長に該当す
る場合は1歳6カ月または2歳）未満の子を養育するた
めに育児休業を取得し、休業開始前の2年間に賃金支払
基礎日数が11日以上ある月（基本手当の受給資格決定
を受けたことがある場合は、その後のものに限る）が12
カ月以上ある場合に育児休業給付金を支給します。
＜対象要件＞
雇用保険の一般被保険者で、以下の全ての要件を満
たす方
①育児休業期間中の各月に、休業開始前の1カ月当たり
賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
②就業している日数が各支給単位期間（1カ月）ごとに
10日（10日を超える場合は、就業している時間が80
時間）以下であること。
（ 休業終了日が含まれる場合
は、就業日数が10日（10日を超える場合は、就業して
いる時間が80時間）以下であり、かつ休業日が1日以
上あること）
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問合せ

ハローワーク峰山 ☎62-8609

■介護休業給付
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開
始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
（基本手当受給資格決定を受けたことがある方は、その
後のものに限る）が12カ月以上ある場合に介護休業給
付金を支給します。
＜対象要件＞
雇用保険の一般被保険者で、以下の全ての要件を満
たす方
①介護休業期間中の各月に、休業開始前の1カ月当たり
賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
②就業している日数が各支給単位期間（1カ月）ごとに
10日以下であること。
（ 休業終了日が含まれる場合
は、就業日数が10日以下であり、かつ休業日が1日以
上あること）

商工業・企業立地等
市では、市内企業の経営安定・成長発展への支援、企業立地の推進など、観光業や農林漁業などほかの産業との連携
も含め、商工業の総合的な振興を推進しています。以下に本市の主な支援制度などを掲載しています。

資金調達への支援
問合せ

商工振興課 ☎69-0440

京丹後市商工業振興融資制度
商工業者等の方が、事業資金（運転資金や設備資金）
が必要になった場合、この制度を利用して取扱金融機
関から融資を受けることができます。※ただし、市・金
融機関・保証協会の審査により、融資が受けられない場
合があります。

京丹後市信用保証料補助金
中小企業者の方が、
「 京都府中小企業融資制度」また
は「京丹後市商工業振興融資制度」に基づき、信用保証
協会の保証を得て事業資金を借り入れた場合、支払っ
た保証料に対し補助金を交付します。

京丹後市経営安定利子補給金
商工業者等の方が「京都府中小企業融資制度」、
「京丹
後市商工業振興融資制度」または「政府系金融機関融資
制度」に基づき、事業資金を借り入れ（平成29年3月31
日以前の借り入れに限る）、利子を支払った場合、負担
された利子に対し補給金を交付します。

京丹後市経営力向上企業支援利子補給金
中小企業者等の方が、
「 経営力向上計画」の認定を受
け、経営力を向上させる取り組みを行うための設備投
資にかかる事業資金を金融機関から借り入れ、利子を
支払った場合、負担された利子に対し補給金を交付し
ます。

新たな事業の取り組み等への支援
問合せ

商工振興課 ☎69-0440

京丹後市商工業支援補助金
事業者の方が以下の補助対象事業を実施する場合、
その経費に対して補助金を交付します。
※いずれの対象経費も返還が見込まれる資金（賃貸借
契約における敷金など）は対象外です。
※市税等を滞納している方は交付を受けることができ
ません。
①ブランド戦略PR事業
【新商品・新製品開発事業】
オリジナルの新商品・新製品などを開発するため、原
則年間2テーマに絞って、開発を行う事業
【国内外販路開拓促進事業】
自ら開発した製品およびサービス等の販路を開拓す
る事業
②知的財産権取得事業
自ら開発した製品等の高付加価値化を目的に行う知
的財産権の取得に関する事業
③産学連携研究等促進事業
市内産業の高度化や新産業の創出等を実現するた
め、原則年間1研究テーマに絞って、大学等研究機関と
連携し研究を行う事業
④事業承継支援事業
事業を親族や第3者に譲渡し、引き続き雇用を維持し
事業を承継していく事業

新型コロナウイルス感染症対策利子補給金
中小企業者等の方が、
「 京都府中小企業融資制度」、
「京丹後市商工業振興融資制度」または「政府系金融機
関融資制度」に基づき、事業資金を借入れ（令和2年1月
29日から令和3年５月31日までに実行された融資に限
る）、利子を支払った場合、負担された利子に対し補給
金を交付します。

京丹後市地域総合整備資金貸付制度
市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事
業活動（起業または事業拡大）を支援するため、一般財
団法人地域総合整備財団の支援を得て、民間事業者に
対して長期の無利子融資を行います。
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京丹後市創業等支援補助金
問合せ

商工振興課 ☎69-0440

市民の方などが市内での創業や空き店舗等を活用し
た開業を実施される場合に、その経費に対して補助金
を交付します。

補助対象事業
①創業支援事業
市内で創業する事業
②空き店舗・空き工場等活用促進事業
市内の空き店舗、空き工場、空き事務所、空き家を利
用して営業（信用保証協会の保証対象となる業種の営
業に限る）を開始される事業
※①②いずれも、補助対象経費が100万円に満たない
場合は、対象となりません。
※①については事前に「創業相談窓口」
（以下）での相談
を行ってください。

京丹後市コミュニティビジネス
応援補助金
問合せ

地域コミュニティ推進課 ☎69-1050

地域の課題をビジネス的手法により解決しようとす
る地域活動団体等の新たな取り組みに対し、補助金を
交付します。

補助率
地域活動団体：補助率3分の2、限度額100万円
個人：補助率4分の1、限度額100万円
※京都府の地域交響プロジェクト交付金との併用が可
能です。

京丹後市観光インフラ整備等
促進事業補助金
問合せ

観光振興課 ☎69-0450

観光インフラ整備等促進実行調整費基金を活用し、
本市の豊かな資源を活かした魅力ある観光地づくりを
推進するため、温泉源、温泉施設等を整備する事業に対
して補助金を交付します。

補助対象事業
温泉源・配湯施設改修、砂浜清掃用機械購入、温泉施設
等整備、修景等景観保全整備、誘客サイン整備等に関す
る事業が対象となります。
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織物事業者への支援
織物指導事業補助金
問合せ

京丹後市商工会 ☎62-0342

織物事業者が織物指導を受けられた際、その経費の
一部に対し、補助金を交付します。

創業希望の皆さんへ
「創業相談窓口」をご利用ください
京丹後市内での創業を目指される方を対象に「創業
相談窓口」を開設しています。
また、創業への支援に関する情報を掲載するイン
ターネットサイト「京丹後市創業支援の窓口」を運営し
ています。
＜創業相談窓口（4カ所）＞
◎京丹後市商工振興課（ら・ぽーと内）
◎京丹後市商工会 本所および各支所
◎（公財）丹後地域地場産業振興センター
◎（公財）京都産業21北部支援センター
京丹後市

創業支援の窓口

検索

企業立地等への支援
企業立地支援事業
問合せ

京都府の支援制度
京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金

商工振興課 ☎69-0440

以下の助成金・奨励金・奨励品・支援金の交付を受け
るためには事前に市から「事業所の指定」を受ける必要
があります。

■京丹後市企業立地助成金
一定規模以上の投資および市民正規雇用者の増加を
伴い京丹後市内に事業所を新設または増設された事業
主に対し、市民の正規雇用増加数に応じて助成金を交
付します。
■京丹後市企業立地奨励金
京丹後市内に事業所を新設または増設された事業主
に対し、
「 企業立地助成金」とは別に「企業立地奨励金」
を交付します。
■京丹後市企業立地奨励品交付制度
一定規模以上の投資および雇用を伴い、市内に新設
または増設された事業所の事業主に対し、営業用自動
車の購入に必要な額を奨励品として交付します。
■京丹後市企業移転移住支援金
市外の企業が代表者や正社員3名以上の移住を伴い、
本社の移転又は支店等を設置した際に支援金を交付し
ます。

問合せ

府観光政策課 ☎075-414-4843

ホテルやオーベルジュなど多様な宿泊施設の立地等
を促進する補助制度です。
※対象地域、対象施設等の要件があるため、担当課へお
問い合わせください。
※年度毎に制度変更等の可能性があるため必ずご確認
ください。

京都府優良住宅宿泊施設認証制度
問合せ

府観光政策課 ☎075-414-4843

地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図るととも
に、地域活性化につながる住宅宿泊事業の増加を促進
するため、一定の推奨基準をクリアした住宅宿泊施設
を、優良な届出住宅として認証してステッカーを交付
します。
※要件等があるので担当課へお問い合わせください。

ご利用ください
『ミラサポ』未来の企業★応援サイト
『ミラサポ』は、中小企業・小規模事業者の未来をサ
ポートするため、中小企業庁が創設したインターネッ
トサイトです。
補助金や助成金、金融や税制のほか、国・府・市の施策
が一覧でわかる「施策マップ」なども掲載されていま
す。
『ミラサポ』で検索！

81

82

各種相談窓口
日常生活のさまざまな相談をお受けしています。相談は無料で秘密は厳守します。
※相談窓口によっては、土・日・祝日は相談を行っていない場合があります。日程や時間などについては、直近の「広報
京丹後おしらせ版」をご確認ください。
相談窓口

内容

問い合わせ

相談用フリーダイヤル 0120-125-294
寄り添い支援総合サ ワンストップで日常の悩みや仕事やお金
代表電話☎62-0032
ポートセンター
などに関する相談や支援を行います
月〜金/9：00〜17：00（祝日、年末年始除く）
消費生活相談

衣・食・住など消費生活全般における商 消費生活センター/☎62-6768
品・サービスのトラブルや架空請求などの 月〜金/9：00〜17：00（祝日、年末年始除く）
悪質商法に関する苦情や相談等
消費者ホットライン☎188

女性相談・面談

夫婦、親子、結婚、離婚、扶養、子育て、セク
シュアルハラスメント、夫・恋人からの
市民課/☎69-0210
暴力、ストーカー、人に話しにくい悩みな
月1〜2回/予約制/13：20〜16：10
ど、フェミニストカウンセラーが女性の悩
みにお答えします

女性の悩み電話相談 担当職員が、女性の悩みをお聴きします

不登校対策支援相談

電話相談専用ダイヤル/☎69-0217
月〜金/9：00〜17：00（祝日、年末年始除く）

京丹後市教育支援センター麦わら/☎69-0625
不登校で悩む児童生徒の学校復帰と社会
月〜金/8：30〜16：30（児童生徒の利用時間9：00
的自立の支援など
〜14：00）

市役所

京丹後市いじめ相談専用フリーダイヤル
ハ ヤ ク ゼロオクイチ

いじめ相談

0120-889-0 61（24時間受付）
いじめなどで悩む方へのサポートと解決 ※フリーダイヤルは、市内からのみつながり無料
に向けた支援など
です。
※市教育委員会の臨床心理士・指導主事が相談に
応じます。

家庭子ども相談

子育てのこと、子どもや家庭の悩みなど

子ども未来課/☎69-0340
月〜金/8：30〜17：15

ひとり親家庭相談

就労・生活上のさまざまな問題など

生活福祉課/☎69-0310
月〜金/8：30〜17：15

こころの健康相談

心の相談の専門家である臨床心理士が相
健康推進課/☎69-0350
談者の悩みを整理しながら解決の糸口を
月3回/予約制/10：00〜16：50
見つけるお手伝いをします

身体障害者巡回相談

整形外科および耳鼻科医師による補装具 障害者福祉課/☎69-0320
交付の相談
整形外科年4回/耳鼻科年1回

聞こえの相談会

センター職員による聴力測定や補聴器等 京丹後市聴覚言語障害センター/☎62-5529
の相談
年7回/市民局、公民館等で開催

ほかの団体

京丹後市成年後見サポートセンター(長寿福祉課
成年後見制度に関す 成年後見制度についての相談や手続き支
内)/☎69-0330
る相談
援等
月〜金/8：30〜17：15

行政相談

京都行政監視行政相談センター
国の行政施策についての苦情や意見、要望
☎075-802-1100
など
毎月2回/日時は、会場毎に異なります。
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相談窓口

内容

問い合わせ

移住相談

京丹後市移住支援センター
「丹後暮らし探求舎」
移住相談員2人を配置。
☎070-1399-5433
来 訪 、電 話 、メ ー ル 等 に よ る I タ ー ン 、U
info@kyotango-iju.com
ターンに関わる相談対応や現地案内など
10：00〜19：00（火曜定休）

人権相談

差別、いじめ、嫌がらせなど人権に関する 京都地方法務局京丹後支局/☎62-0365
相談
平日（年末年始除く）/8：30〜17：15

公証人相談

遺言公正証書、任意後見契約、養育費等の離 舞鶴公証役場
婚給付契約などの各種契約に関する相談
☎0773-75-6520

年2回

建設業許可、農地法、相続・遺言、各種契約 京都府行政書士会第1支部事務局
行政書士会無料相談
書作成などの相談
☎68-0237 月1回
司法書士会登記・
多重債務・法律相談

救急の電話相談

登記、多重債務、法律相談
救急車を呼ぶ？病院に行く？
様子を見る？
「急な病気」や「けが」で迷ったら

京都司法書士会総合相談センター
☎075-255-2566 月1〜3回
救急安心センターきょうと/☎＃7119
24時間365日、看護師等がアドバイスします。全年
令で相談可能。

お子さんの夜間の急な病気（発熱、
打撲、お 小児科担当医師など/☎＃8000
う吐、けいれん）など
日〜金/19：00〜8：00 土/15：00〜8：00
丹後広域振興局
☎62-4301 月1回

ほかの団体

交通事故巡回相談

交通事故についてお困りの方

警察総合相談

ヤミ金融、悪質商法、DV、ストーカー被 警察総合相談室（府警察本部）/
害、子どもの非行、薬物乱用や暴力団がら ☎「#9110」または「075-414-0110」
みの問題など
月〜金/9：00〜17：45

府丹後保健所

食中毒・感染症・難病・精神保健などの相談

こころの相談電話

ストレスなどによる心の不調、
うつなどに こころの電話相談/☎075-645-5155
お悩みの方
月〜金/9：00〜12：00・13：00〜16：00

京都いのちの電話

ストレスなどによる心の不調、
うつなどに 京都いのちの電話/☎075-864-4343
お悩みの方
365日/24時間受け付け

内閣府支援情報
検索サイト

どこに相談したらよいか迷った時の生き 健康推進課/☎69-0350
る支援の総合検索サイト（内閣府）
http：//shienjoho.go.jp/

就職個別相談

◎求職中の方、転職希望の方
京都ジョブパーク北部サテライト
就職についての悩み・不安・疑問などを
☎0773-22-3815
（福知山市）
解決していただくため、専門のカウンセ
◎15歳から40歳までの若年無業者（ニート、引きこもり）
ラーが個別に悩みや不安などをお聞き
北京都若者サポートステーション京丹後サテラ
し、解決へ向けて一緒に考えます
イト/☎050-3559-2804
月・木・土/11：00〜16：00（事前予約）

峰山総合庁舎

府丹後保健所（代表）/☎62-0361
（保健課）/☎62-4312 （福祉課）/☎62-4302

出会いや結婚を希望する独身の男女を応
援します。ホームページ「出会いは京丹
婚活支援センター「出会いは京丹後」
独身男女の出会いや 後」でのイベント・セミナー等の婚活情報
（京丹後市社会福祉協議会/☎65-2100）
結婚を応援
発信、メールマガジンでの情報配信（登
http：//www.deai-tango.com/
録無料）のほか、
「 世話やき隊」や「婚活サ
ポート企業」も出会いを支援します
新型コロナウイルス 新型コロナウイルス感染症についての相 新型コロナウイルス対策室/☎0120-099-552
感染症相談
談
平日（年末年始除く）/8：30〜17：15
ボランティアに関する相談、登録・コー
ディネート、講座や研修、助成金などにつ 京丹後市社会福祉協議会
京丹後市ボランティ
いての情報提供、ネットワークづくり、福 ☎0772-65-2100
アセンター
祉の保険事務等をおこない、ボランティア 8：30〜17：15（土日・祝祭日・年末年始除く）
活動をサポートします。
京丹後市未来チャレ 高校生が地域でやりたいことにチャレンジ 京丹後市未来チャレンジ交流センター
するための方法を一緒に考えたり、地域の方 ☎080-8700-6057
ンジ交流センター
とつないだりしながら伴走支援を行います 火〜土/11：00〜20：00
（愛称：roots）
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市役所案内
部

議会総務課

議事調査係

電話番号

主な業務

☎69-0010

議会、委員会、会議録の調製および保
管など

ふるさと応援推進室
総合政策企画係
移住定住推進係
公共交通係

ふるさと応援寄附
☎69-0120

市政総合企画・調整、広域行政、移住促
進・定住対策、
公共交通など

☎69-1050 区・自治会、NPOなど

峰山市民局

☎69-0711

大宮市民局

☎69-0712

峰

地域コミュニティ 地域コミュニティ
推進課
推進係

峰

政策企画課

峰

議会事務局

課等

庁舎

各部局などの主な業務・連絡先（市役所の代表番号：☎69-0001）

大

☎69-0716

弥

久美浜市民局

地域振興係
丹後市民局

丹

弥栄市民局

戸籍届出・住民異動・印鑑登録・諸証明
☎69-0713 発行、各種業務の申請・受付・相談、災
害時の初動対応、地域協働型小規模公
☎69-0714 共事業、地域づくりなど
※下線は、峰山市民局を除く
☎69-0715

網野市民局

網

市長公室

久

秘書係
広報広聴係

☎69-0110

秘書、交際・渉外、儀式・表彰、広報、広
聴、ホームページなど

人事課

人事給与係
人材育成係

☎69-0150

人事給与、職員団体、職員研修、職員福
利厚生など

峰

秘書広報広聴課

※

基地対策室
総務課

行政係
防災係

☎69-0140

文書・例規、情報公開、危機管理、防災
など

デジタル戦略課

デジタル政策企画係
情報推進係

☎69-0130

デ ジ タ ル 化 推 進 、ブ ロ ー ド バ ン ド 、
CATV、地域公共ネットワークなど

財政課

財政係
行革推進係

☎69-0160

予算編成、財政計画、地方交付税、市
債、行財政改革など

財産活用課

管理・活用係

☎69-0080 市有財産の管理・処分など

［庁舎］峰：峰山庁舎、大：大宮庁舎、網：網野庁舎、丹：丹後庁舎、弥：弥栄庁舎、久：久美浜庁舎
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峰

総務部

☎69-0012 米軍基地との各種調整など

電話番号

主な業務

峰

総務部

課等

戸籍住民係
人権・安全安心係

戸籍、住民基本台帳、人権啓発、男女共
同参画、防犯・交通安全、戸籍届出、住
☎69-0210
民異動届出、印鑑登録、諸証明の発行
など

環境政策係
生活衛生係
衛生センター管理係

ごみ処理、食品ロス、4R推進、公害防
止対策、狂犬病予防、動物愛護、美しい
☎69-0240 ふるさとづくり・自然環境保全、地球
温暖化防止対策、し尿等の収集・処理、
火葬など

網野衛生センター

☎72-1016

竹野川衛生センター

☎65-2836

久美浜衛生センター

☎83-0142

火葬場

☎69-5550

税務課

庶務収納係
市民税係
資産税係

☎69-0180 市税の賦課・徴収など

保険事業課

国保年金係
後期高齢・福祉医療係

国民健康保険、国民年金、老人・ひとり
☎69-0220 親家庭・障害者・子育て支援医療、後期
高齢者医療制度など

医療政策課

医療政策係

☎69-0360

市民課

生活環境課

市民環境部

※

☎69-0170 入札、契約、指名選考委員会など

峰

契約係
入札審査係

入札契約課

庁舎

部

し尿等の収集・処理、火葬

峰
地域医療対策、病院・診療所、医療行政
など

峰

医療部

［庁舎］峰：峰山庁舎、大：大宮庁舎、網：網野庁舎、丹：丹後庁舎、弥：弥栄庁舎、久：久美浜庁舎
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課等
企画民生係
生活支援係
生活福祉課

主な業務

☎69-0310

生活保護・民生委員・児童委員、母子・
父子福祉、児童手当など

総合相談支援係
生活困窮者の就労・生活支援、くらし
（寄り添い支援総合サ ☎62-0032 の資金貸付、消費生活・多重債務・市民
ポートセンター）
の各種相談など
☎69-0320

長寿福祉課

介護保険係
高齢者福祉係
包括ケア推進係

介護認定、介護給付、地域密着型サー
☎69-0330 ビス事業者指定、介護予防、高齢者福
祉サービスなど

健康推進課

保健係
予防係

成老人保健、母子保健、健康相談、栄養
☎69-0350 指導、自殺予防対策、子育て世代包括
支援センター（はぐはぐ）など
新型コロナウイルス感染症に関する
☎69-0135 総合相談、新型コロナワクチンの接
種、対策本部会議事務局

企画調整係
農業振興係
ブランド推進係

農政の企画・調査、農業振興、都市農村
☎69-0410 交流、地産地消、農山漁村活性化、生物
多様性を育む農業、6次産業など

農林整備課

農地整備係
森林保全係
鳥獣対策係

土地改良事業、林業振興、保安林、林
道・治山事業、有害鳥獣対策、農林施設
☎69-0430
災害復旧、農業農村整備事業調査・設
計・施工、多面的機能支払交付金など

海業水産課

海業水産振興係
漁港整備係

☎69-0460

商工振興課

商工係
企業・雇用対策係
絹業係

商工業振興、中小企業経営支援、織物
業振興、商工イベント、産学官連携、企
☎69-0440 業誘致、雇用対策、工業団地、産業人材
育成、産業雇用施策の総合調整、新シ
ルク産業など

観光振興課

観光戦略係
観光まちづくり係

観光振興企画、観光誘客、観光宣伝、海
☎69-0450 の京都推進、ジオパーク推進、インバ
ウンド推進など
山陰近畿自動車道・府事業の調整など
☎69-0510

管理係
用地・地籍調査係

道路認定、用地取得、道路除雪、屋外広
告物、
市道・市管理河川管理など

土木課

計画係
土木係

☎69-0520

都市計画・
建築住宅課

都市計画係
建築・住宅係

都市計画、都市下水路、都市公園、市営
☎69-0530 住宅、建築工事の設計・施工、空家対策
など

道路・河川・整備関係工事の調査・設
計・施工、公共土木施設災害復旧など

網︵別館︶

管理課

福：峰山総合福祉センター、※：所在地はお問い合わせください
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水産振興、水産業関連団体、漁港整備・
管理、海業の推進など

網

国府事業推進室

大

農業振興課

商工観光部

福

障害福祉係

新型コロナウイル
新型コロナ対策係
ス対策室

建設部

障害者手帳、補装具、日常生活用具、障
害福祉サービス、自立支援医療など

障害者福祉課

健康長寿福祉部

農林水産部

電話番号

庁舎

部

課等

☎69-0550

経営・計画、上下水道料金、水洗化推
進、上下水道施設の設計施工など

施設管理課

水道施設係
下水道施設係

☎69-0580

水質管理、上下水道施設の維持管理な
ど

会計課

会計係
審査係

☎69-0020

現金・有価証券の出納・保管、決算、料
金の滞納整理など

教育総務課

庶務係
施設係

☎69-0610

教育委員会会議、総合調整、教育施設
維持管理など

学校教育課

学務・指導係
企画振興係

就学指導、就学援助、教科書採択、教育
☎69-0620 相談、学校給食、教育支援センター（麦
わら）など

子ども未来課

企画児童係
幼保こども園係

☎69-0340

教育委員会
事務局
スポーツ推進室

☎69-0630

保育所、こども園、放課後児童クラブ、
子育て支援センターなど

大

経営企画整備課

経営企画係
お客様サービス係
整備係

峰

主な業務

丹

電話番号

上下水道部

（会計管理者）

庁舎

部

スポーツ振興・スポーツイベント、社
会体育施設維持管理、国際スポーツな
ど
社会教育事業、公民館、図書館、文化芸
術振興など

社会教育・文化振興係

文化財保護課

埋蔵文化財係
管理調査係

☎69-0640 文化財の保護・調査・活用、資料館など

監査委員
事務局

監査委員事務局

監査係

☎69-0030 監査業務、固定資産評価審査業務など

農業委員会
事務局

農業委員会事務局 農業委員会係

☎69-0040

峰山消防署

☎62-0119

網野分署

☎72-0119

峰

生涯学習課

消防本部
久美浜分署
竹野川分遣所

※

警防（火災・救急・救助）、火災予防（査
察・検査・危険物検査・訓練指導）、119
受信・指令、救命講習、防火広報、消防
☎82-0119
団など

大

農業委員会業務、農地法等に基づく許
認可申請・諸証明など

☎75-0119

［庁舎］峰：峰山庁舎、大：大宮庁舎、丹：丹後庁舎、※：所在地はお問い合わせください

その他の連絡先
病院・診療所

弥 栄 病 院
久 美 浜 病 院
大 宮 診 療 所
五十河診療所
間 人 診 療 所
宇 川 診 療 所
野 間 診 療 所
佐 濃 診 療 所

☎65-2003
☎82-1500
☎68-0555
☎64-2066
☎75-0210
☎76-0210
☎66-0006
☎84-0101

市立図書館（室）

峰 山 図 書 館
あみの図書館
大 宮 図 書 室
丹 後 図 書 室
弥 栄 図 書 室
久美浜図書室

☎62-5101
☎72-4946
☎69-0672
☎69-0664
☎65-2101
☎69-0344

可燃ごみ施設

峰山クリーンセンター

☎62-4626

不燃ごみ施設

峰 山 最 終 処 分 場
大 宮 最 終 処 分 場
網 野 最 終 処 分 場
久美浜最終処分場

☎62-3336
☎64-4866
☎72-4755
☎82-0846

上下水道お客様センター
☎69-0540
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各庁舎設置の案内板または市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

峰山庁舎
〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地
☎69-0001（代表） FAX69-0901
入札契約課
市民課
生活環境課
税務課
保険事業課
医療政策課
会計課

至 網野

至 弥栄

小西川

峰山総合福祉センター
京都銀行

プラザホテル
吉翠苑
至 久美浜

議会総務課
政策企画課
地域コミュニティ
推進課
峰山市民局
秘書広報広聴課
人事課
総務課
デジタル戦略課
財政課
財産活用課

峰山簡易裁判所

峰山庁舎
峰山交番
17

至 大宮

階段

3階
エレベーター

議

場

議会
資料室

議会事務局
議会総務課

2階

会議室
302

議員控室

会議室
301

トイレ
階段

会議室
303

正副議長室

副市長室
トイレ

市長公室
政策企画課

エレベーター

会議室
203 202 201

会議室
205

トイレ
階段

階段
抜

市長室

階段

吹

総務部
入札契約課

休憩室

市長公室
人事課
総務部
総務部
財産活用課 財政課

市長公室
総務部 副市長室
秘書広報広聴課 総務課

トイレ

トイレ

市民環境部
生活環境課

階段

1階

総務部
デジタル戦略課
トイレ

会計課

エレベーター

階段

市民環境部
税務課

医務部
医療政策課

階段

正面玄関

休日・夜間出入口

西口

市長公室
市長公室
地域コミュニティ推進課 峰山市民局
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市民環境部
保険事業課

市民環境部
市民課

守衛室

ホール

階段

峰山総合福祉センター
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷691番地
☎69-0300（代表） FAX69-1156
生活福祉課
障害者福祉課

長寿福祉課
健康推進課

寄り添い支援総合サポートセンター
新型コロナウイルス対策室

監査委員事務局
エレベーター

寄り添い支援
総合サポートセンター
健康長寿福祉部
生活福祉課

テラス
はぐはぐ

トイレ

正面玄関
（西館）

玄関ホール

階段
健康長寿福祉部
生活福祉課

トイレ

玄関
ホール
健康長寿福祉部
健康推進課

正面玄関︵東館︶

健康長寿福祉部
障害者福祉課

健康長寿福祉部
長寿福祉課
地域包括支援センター

1階

健康長寿福祉部
新型コロナ
ウイルス対策室
監査委員
事務局

大宮庁舎
〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226番地
☎69-0712（大宮市民局） FAX64-5000
大宮市民局
農業振興課
農林整備課
海業水産課

教育総務課
学校教育課
子ども未来課
生涯学習課

文化財保護課
農業委員会事務局

至 峰山

657

大宮庁舎 大宮図書室

2階

312

大宮中学校

トイレ
市長公室
大宮市民局

エレベーター

階段
▼

教育委員会
子ども未来課

守衛室

正面玄関

3階

休日・夜間出入口

階段

至 与謝野町

4階

トイレ

教育委員会
文化財保護課 第5会議室

トイレ
農林水産部
農林整備課

京都地方税機構
丹後地方事務所

階段

階段
農業委員会
事務局

農林水産部
海業水産課

農林水産部
農業振興課

応接室

エレベーター

書

エレベーター

階段

庫
階段

第２会議室 第３会議室 教育委員会 教育委員会 教育委員会
生涯学習課 学校教育課 教育総務課 教育長室
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網野庁舎（ら・ぽーと）
網野市民局

ら・ぽーと

1階

〒629-3101 京丹後市網野町網野385番地の1
☎69-0713（網野市民局） FAX79-3407

観光振興課
商工振興課

2階

社会福祉協議会
網野支所

デイサービス
センター

665

ら・ぽーと

あみの図書館
京都北都信用金庫
網野支店

178

郵便局

網野庁舎別館
正面玄関

階段

階段

2階

階段

地域包括支援センター
あみの

市長公室
網野市民局

管理課
土木課
都市計画・
建築住宅課

網野庁舎別館

トイレ

商工観光部
観光振興課

商工観光部
商工振興課

トイレ

網野保健
センター

網野保健
センター

建設部
管理課
土木課

守衛室

建設部
都市計画・建築住宅課

休日・夜間出入口

丹後庁舎
〒627-0201 京丹後市丹後町間人1780番地
☎69-0714（丹後市民局） FAX75-2160
丹後市民局
経営企画整備課

施設管理課
上下水道お客様センター

丹後地域公民館
丹後図書室

立岩

トイレ

屋上

行者岩

階段

立岩
キャンプ場
はしうど荘

至 間人

丹後図書室

松風苑

丹後庁舎

会議室
（305） 会議室
（306）

道の駅
てんきてんき丹後

178

至 経ヶ岬

至 網野

階段
屋上

トイレ

階段

会議室
（202）

3階

弥栄病院
訪問看護ステーション
きずな

休日・夜間出入口
トイレ
守衛室

会議室
（204）

JA京都間人支店

上下水道部
施設管理課

上下水道部
経営企画整備課
エレベーター

トイレ
丹後地域公民館

上下水道
お客様センター

2階

西口

市長公室
丹後市民局
ＡＴＭ

階段

92

会議室
（101）

階段

階段

エレベーター
ホール

正面玄関

1階

弥栄庁舎
〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3464番地
☎69-0715（弥栄市民局） FAX65-4912
弥栄市民局

至 丹後

郵便局
53

弥栄病院

エレベーター

1階

弥栄中学校

多目的トイレ

弥栄庁舎
482

階段
シルバー
人材センター

休憩室

正面玄関

市長公室
弥栄市民局
トイレ
▼

休日・夜間出入口

久美浜庁舎
〒629-3405 京丹後市久美浜町814番地
☎69-0716（久美浜市民局） FAX82-1758
久美浜市民局
郵便局

久美浜庁舎
久美浜保育所

1階

670

守衛室

シルバー人材
センター
久美浜
連絡事務所

178

応接室

久美浜
地域公民館

▼

休日・夜間出入口

トイレ

至 峰山

京都丹後鉄道
久美浜駅
久美浜中学校

至 豊岡市

久美浜図書室

社会福祉協議会
久美浜支所

市長公室
久美浜市民局

階段

正面玄関

93

94

