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ご案内 など
一時預かり事業
就労形態の多様化や保護者の傷病などにより、一時的に保育が困難となっ
たお子さんを保育所でお預かりします。
こんな時にご利用ください
①保護者の就労・就学で一時的に保育が困難な場合
②通院や介護、冠婚葬祭など、子どもを連れて行くことが難しい場合
③保護者の育児負担を軽減したい場合
実施施設および対象年齢
実施施設
場 所
対象年齢
電話番号
峰山保育所
峰山町長岡1677番地の2
69-1155
大宮南保育所
大宮町周枳167番地
68-3005
大宮北保育所
大宮町河辺4713番地の8
68-1471
網野みなみ保育所 網野町小浜133番地
満6カ月以上
72-4422
丹後保育所
丹後町間人300番地
75-8030
弥栄保育所
弥栄町木橋551番地
65-0121
かぶと山保育所
久美浜町浦明570番地の1
83-2177
※ゆうかり子ども園、あみの夢保育園、こうりゅう虹保育園でも一時預かり事
業を実施しています。詳しくは、直接問い合わせてください。
問 ゆうかり子ども園
（☎62-0343）
、あみの夢保育園
（☎72-0619）
、こうりゅう
虹保育園
（☎84-0221）
対 市内に居住する就学前児童
利用できる期間：原則として週2日以内
利用できる時間：月〜金曜日･･･8時30分〜16時30分
土曜日･･･8時30分〜11時30分
（祝日・年末年始を除く）
※事情により保育時間の延長も可能です。
延長時間：月〜金曜日･･･7時30分〜8時30分、16時30分〜19時00分
土曜日･･･7時30分〜8時30分、11時30分〜12時30分
利用料
年齢区分
1日
半日
土曜日 延長
（1ｈ） 給食費 おやつ代
3歳未満児 2,200円 1,100円
800円
300円
300円
100円
3歳以上児 1,300円 650円
500円
200円
200円
100円
※年齢は利用年度の4月1日の年齢で区分します
時間：1日･･･8時30分〜16時30分 半日･･･4時間未満
土曜日･･･8時30分〜11時30分
申 利用したい日の5日前
（緊急の場合は2日前）までに、申請書
（実施保育所、
市民局、子ども未来課にあります）に必要事項を記入の上、実施保育所、子
ども未来課または最寄りの市民局へ申し込んでください。
※利用に当たり簡単な面接を実施します。
問 子ども未来課
（大宮庁舎内☎69-0340）

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者の傷病などにより、家族で
の養育が一時的に困難な場合に、峰
山乳児院
（または付設幼児寮）で一定
期間養育します。
こんな時にご利用ください
○保護者の疾病・出産・看護・事故・
冠婚葬祭
○保護者の育児疲れや育児不安の解消
○保護者の出張や学校などの公的行
事への参加
実施施設および対象年齢
実施施設：峰山乳児院または付設幼
児寮
（峰山町室27番地の2☎62-1251）
対 市内在住の小学校4年生までのお
子さん
利用できる期間：原則としてひと月
のうち7日以内
料 0歳児および1歳児は1日5,350円、
2歳以上児は1日2,750円※生活保護
世帯、母子・父子家庭および市町村
民税非課税世帯は低額になります
（別途規定による）
。
申 申請書
（市民局および子ども未来
課にあります）
に必要事項を記入の
上、子ども未来課または最寄りの市
民局へ申し込んでください。緊急の
場合は電話で相談してください。
※利
用に当たり簡単な面接を実施します。
問 子ども未来課
（大宮庁舎内☎69-0340）

ごみの分別ルールについて
説明にうかがいます

市では、職員による
「まちづくり出
前講座」を実施しています。地域の集
まりなどおおむね10人程度の方を対
象に、職員が訪問し、質疑応答を交
えながら説明します。
詳しくは以下へ問い合
わせてください。
問 市民環境課
（峰山庁舎内☎69-0210）
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ご案内 など
市税などの納付

〜市民税府民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税〜

市税などの納付方法には、指定預貯金口座から振り替
える口座振替と、納付書による窓口納付があります。ま
た、全国のコンビニエンスストアでも市税などの納付が
できます。
口座振替
金融機関の預貯金口座から自動的に振り替えて納付す
ることができます。口座振替納税は、一度申し込むと翌
年度以降も継続されます。安心で便利な口座振替納税を
ご利用ください。
口座振替ができる金融機関：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、ゆうちょ銀行の各支店
市税などの納付場所
◇峰山庁舎および各市民局窓口
◇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）の各支店
◇取り扱いコンビニエンスストア：コミュニティ・ストア、
ＭＭＫ設置店（※）
、スリーエフ、セイコーマート、ハ
マナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、セーブオン、
セブン−イレブン、ファミリーマート、サークルＫ、
サンクス、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生
活彩家、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ニューヤ
マザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、
ローソンストア100（平成28年11月1日現在）
※ＭＭＫ設置店とは、㈱しんきん情報サービス端末を利
用している店舗です。
◇コンビニエンスストアで納付できる市税など：軽自動
車税、固定資産税、市民税府民税（特別徴収を除く）
および国民健康保険税
※次の場合は、コンビニエンスストアで納付することが
できません。金融機関、峰山庁舎または各市民局窓口で
納付してください。
▶納期限を過ぎた納付書▶納付書1枚
当たりの金額が30万円を超える納付書▶バーコードの印
字がない納付書▶破損や汚損などにより、バーコードが
読み取れない納付書▶金額を訂正した納付書

納期限および口座振替日
＜平成29年度軽自動車税＞

口座振替の方
振替日
再振替日
全期（4月） 5月1日（月） 5月1日（月） 5月15日（月）
期別

納期限

＜平成29年度固定資産税＞

口座振替の方
振替日
再振替日
1期（ 5月） 5月31日（水） 5月31日（水） 6月13日（火）
2期（ 7月） 7月31日（月） 7月31日（月） 8月14日（月）
3期（ 9月）10月 2日（月）10月 2日（月）10月13日（金）
4期（12月）12月27日（水）12月27日（水） 1月15日（月）
期別

納期限

＜平成29年度市民税府民税（普通徴収）
＞
口座振替の方
期別
納期限
振替日
再振替日
1期（ 6月） 6月30日（金） 6月30日（金） 7月13日（木）
2期（ 8月） 8月31日（木） 8月31日（木） 9月13日（水）
3期（10月）10月31日（火）10月31日（火）11月13日（月）
4期（ 1月） 1月31日（水） 1月31日（水） 2月13日（火）
＜平成29年度国民健康保険税（普通徴収）
＞
口座振替の方
期別
納期限
振替日
再振替日
1期（ 6月） 6月30日（金） 6月30日（金） 7月13日（木）
2期（ 7月） 7月31日（月） 7月31日（月） 8月14日（月）
3期（ 8月） 8月31日（木） 8月31日（木） 9月13日（水）
4期（ 9月）10月 2日（月）10月 2日（月）10月13日（金）
5期（10月）10月31日（火）10月31日（火）11月13日（月）
6期（11月）11月30日（木）11月30日（木）12月13日（水）
7期（12月）12月27日（水）12月27日（水） 1月15日（月）
8期（ 1月） 1月31日（水） 1月31日（水） 2月13日（火）
9期（ 2月） 2月28日（水） 2月28日（水） 3月13日（火）
10期（ 3月） 4月 2日（月） 4月 2日（月） 4月13日（金）
問 税務課
（峰山庁舎内☎69-0180）

平成29年度固定資産税納税通知書を発送
平成29年度固定資産税の納税通知書を4月下旬に郵
送します。納税通知書記載の納付額、納付方法などを
確認の上、納期限までに納付してください。また、固
定資産税の対象となる物件の明細書も同封しますので、
課税内容に誤りがないか確認してください。なお、納
付書納付の方には、1年分（4期分）の納付書をまとめて
送付します。
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全期前納について
口座振替の方：全期前納を申し込んでいる方は、5月31
日（水）に指定の口座から年税額を振り替えます。
納付書納付の方：4期分の納付書全てを最寄りの市民局
窓口、金融機関またはコンビニエンスストアに持参し、
まとめて納付してください。
問 税務課（峰山庁舎内☎69-0180）

平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

軽自動車税の減免申請
減免の対象となる軽自動車使用状況
〈表1〉
①障害者本人が所有し、運転している原動機付自転車お
身体障害者手帳に記載 戦傷病者手帳に記載
障害の区分
よび軽自動車
された障害の程度
された障害の程度
②もっぱら重度の障害者の方のために、生計を共にして
視覚障害
1〜4級
特別〜第6項症
いる方が所有および運転する軽自動車
聴覚障害
2〜4級
特別〜第4項症
※
「もっぱら」とは7割以上が目安となります。生計を共
平衡機能障害
3・5級
にする方とは、一般に生活を共にする方を言います。
音声機能障害
3級
特別〜第2項症
（喉頭摘出によるものに限ります）
③障害者の方のみで構成される世帯の障害者を常時介護す
上肢不自由
る方が、もっぱら障害者の方のために運転する軽自動車
1〜3級
特別〜第6項症
※減免を受けることができる車両は、障害者の方1人につ
下肢不自由
1〜6級
特別〜第6項症
き1台に限ります（普通自動車を含む）
。
体幹不自由
1〜3・5級
第1〜第3款症
乳幼児期以前の非進行性の 上肢機能
申請期限：4月24日（月）
（申請期限厳守）
1〜3級
脳病変による運動機能障害 移動機能
受付場所：税務課または最寄りの市民局
1〜6級
心臓機能障害
持参物：
【身体障害】身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療
じん臓機能障害
育手帳▶
【精神障害】精神障害者保健福祉手帳または年
呼吸器機能障害
金証書（いずれの場合も自立支援医療費受給者証が必
特別〜第3項症
1・3・4級
ぼうこうまたは直腸機能障害
要）
▶運転者の運転免許証▶印鑑▶自動車検査証（車検
小腸機能障害
証のない車種は必要ありません）
▶社会保障・税番号制
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
度の導入に伴い、減免を受ける方の個人番号の確認およ
1〜4級
肝臓機能障害
び身元確認が必要です。個人番号カードを持っている場
特別〜第3項症
1〜4級
合：個人番号カードで番号確認と身元確認が可能です。 ※身体障害者手帳の重度の障害は、1級または2級です。
※戦傷病者手帳の重度の障害は、特別項症〜第3項症です。
個人番号カードを持っていない場合：番号確認
（通知カー
ドまたはマイナンバー付き住民票）
＋身元確認（運転免許 〈表2〉
知的障害 療育手帳に記載された障害の程度が「Ａ」
証またはパスポートなど）
精神障害者福祉手帳「1級」または国民年金施
※減免を受けるには、毎年度申請が必要です（前年度に
精神障害
行令別表に定める「1級」の精神状態の方
減免を受けた方には申請書を送付しています）
。
減免を受けることができる方
障害者の方の状況・
軽自動車の所有者
軽自動車の運転者
障害の程度など
（納税義務者）
表1、表2のいずれか
（本人）
○障害者の方（本人）○障害者の方
に該当する方
表1の 重 度（※参 照）の
○障害者の方
（本人）障害に該当する方
生計を共にする方
○生計を共にする方 表2のいずれかに該当す
る方（18歳未満の場合）
表1、表2のいずれか
障害者のみで構成され
常時介護する方
に該当する方
る世帯の障害者の方

軽自動車税の納期限は5月1日です
軽自動車税は、毎年4月1日にミニバイクや軽自動車な
どを所有している方に課税されます。平成29年度の軽自
動車税の納期限は、5月1日（月）です。納付書は4月15日
頃に発送しますので、納期限までに忘れずに納付してく
ださい。また、口座振替の方は、5月1日（月）に引き落と
しを行います。
問 税務課
（峰山庁舎内☎69-0180）

国民年金保険料学生納付特例制度
学生でも、20歳以上の方は国民年金に加入しなければ
なりません。所得が一定額以下の場合に、国民年金保険
料の納付が猶予される「学生納付特例制度」をご利用く
ださい。
対 学校教育法で規定されている大学
（大学院）
、
短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業
年限1年以上である課程）に在学する学生など※学生納
時 ＝日時

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

定 ＝定員

料 ＝料金

付特例の承認を受けた次の年度も在学予定の方へ、基礎
年金番号などが印字されたハガキ形式の申請書を３月下
旬に送付します。同一の学校に在学し、引き続き学生納
付特例制度を希望する場合は、必要事項を記入の上、返
送してください。
問 日本年金機構 舞鶴年金事務所
（☎0773-76-8826）
保険事業課（福祉事務所内☎69-0220）

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル
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ご案内 など
京丹後市国民健康保険の加入者の方へお知らせ
学生の方へ
入学・修学(学生)のため京丹後市を転出する方・転出
している方の国民健康保険証は、1年ごとに申請が必要
です。
①4月以降に学生となり、交付を希望する方（転出の方の
み）
②3月までマル学の国民健康保険証を交付されていた方
で、4月以降も学生である方（転出の方のみ）
申請に必要なもの：入学の学校より交付される学生証ま
たは在学証明書（4月以降の証明）
・現在お持ちの国民健
康保険証・印鑑（認印）
③4月以降学生でない方は、国民健康保険の喪失手続き
をしてください。
申請に必要なもの：現在お持ちの国民健康保険証・就職
等で社会保険等に加入した方は社会保険証等または加
入証明書・印鑑（認印）

就職・退職の方へ
①社会保険等に加入した方
申請に必要なもの：加入した社会保険証等または加入証
明書・現在お持ちの国民健康保険証・印鑑（認印）
②社会保険等を脱退した方
申請に必要なもの：資格喪失証明書(脱退証明書)・印鑑
（認印）
注意事項：国民健康保険に加入中の方で各届出(転出・
住所変更など）が必要なときは、必ずお持ちの国民健康
保険証を持参してください。また社会保険等に加入した
場合は、交付された社会保険証等をあわせて持参してく
ださい。
※各申請には申請者および世帯主の個人番号の
記載が必要となります。通知カードもしくは個人番号
カード等、個人番号の分かるものをお持ちください。
問 保険事業課
（福祉事務所内☎69-0220）

倒産・解雇などによる離職 （特定受給資格者）や
雇い止めなどによる離職 （特定理由離職者）の場合は
国民健康保険税が軽減されます

5月5日〜11日は
「児童福祉週間」です

児童福祉週間とは、毎年5月5日の
軽減を受けるには申し出が必要です
「こどもの日」を中心に、国、地方公
対象者：離職の翌日から翌年度末までの期間に、以下のいずれかの失業等給
共団体、家庭、学校、福祉関係機関・
付を受ける方
団体など、社会全体が一体となり、
○雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職）
子どもを取り巻くさまざまな問題へ
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11.12.21.22.31.32の方
の関心を高めることを目的に制定さ
○雇用保険の特定理由離職者（例：雇い止めなどによる離職）
れました。取り組み行事などは厚生
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、23.33.34の方
労働省ホームページで紹介されてい
対象期間
ます。次代を担う子どもたちの健や
○平成24年3月31日以降に離職した方は離職の翌日から翌年度末までの期間
かな成長や、家庭や地域社会の子育
（平成29年5月末までの申請分まで適用）
てについて考えるきっかけとしてく
○平成25年3月31日以降に離職した方は離職の翌日から翌年度末までの期間
ださい。
※国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減は前年の
問 子ども未来課
給与所得を100分の30とみなして行います。
（大宮庁舎内☎69-0340）
※雇用保険の失業等給付を受けられる期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職されても引き続き対象となりますが、
会社の健康保険に加入されるなど国民健康保険を脱退した場合は、軽減は終
了します（軽減終了後、再離職により国民健康保険に加入する場合の軽減適
舞鶴海上保安部管内では、近年レ
用は、再度申し出が必要）
。
ジャー中の海での事故が多発してい
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は、軽減の対象外です。
ます。万が一の事故に備えて、ボー
※平成23年3月31日から平成24年3月30日の間に離職した方は、平成24年度
トなどで遊ばれる方は、ライフジャ
に限り、国民健康保険税が軽減されます。対象となる方でまだ申し出ていな
ケットの着用・防水パックに入れた
い場合は、申し出てください（対象期間の雇用保険受給資格者証が必要。平
携帯電話の携行を心掛けましょう。
成29年5月末までの申請分まで適用）
。
そして、事故が発生した時や事故を
手続方法：
「特例対象被保険者等申出書」
（市民局にあります）に必要事項を記
目 撃 し た と き は、迷 わ ず・素 早 く
入の上、雇用保険受給資格者証を添えて税務課または市民局窓口へ申し出て
「118番」
へ。
ください。
問
舞鶴海上保安部
問 税務課
（峰山庁舎内☎69-0180）
（☎0773-76-4120） ＜総務課＞

海のもしもは118番
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平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

臨時福祉給付金（経済対策分）
申請はお済みですか

災害時要配慮者

消費税率の引上げ
（5％→8％）
による影響を緩和するため、
所得の低い方へ、
臨時福祉給付金（経済対策分）を支給します。この給付金は、消費税率引上げ
（8%→10%）が2年半延期されたことを踏まえ、国の経済対策の一環として、
平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給するものです。
給付金を受け取るには申請が必要です。平成28年1月1日（基
準日）に住民票のあった市区町村への申請となります。
※申請受付後、2カ月後をめどに支給する予定です。
対 平成28年度分の住民税が課税されていない方
（課税されて
いる方から扶養を受けている場合、生活保護の受給者である場合などを除く）
支給額：1人当たり15,000円（支給は1回限り）
申請受付期間：7月31日（月）まで
申 市民局窓口もしくは生活福祉課
（郵送での申請もできます）
ご注意ください！給付金を装った事案が発生しています！！
厚生労働省をかたる者から不審な電話がかかってきて、口座情報を登録
するように促されたり、給付金の支給が決まったなどのメールが送られて
きたりする事案が発生しています。申請内容に不明な点があった場合、市
から電話等で問い合わせを行うことはありますが、Eメールなどで連絡する
ことや、ATM（現金自動預払機）の操作をお願いすることはありません。も
し、不審な電話やメールがあった場合は、生活福祉課または京丹後警察署
（☎62-0110）へ連絡してください。
問 生活福祉課
（福祉事務所内☎69-0310）

「避難行動要支援者台帳」の見直し

市では台風や豪雨、地震・津波な
どの災害が発生した場合、自力で安
全な場所へ避難することが困難な在
宅の高齢者や障害者を支援するた
め、避難行動要支援者登録制度を設
けています。
この制度では、毎年3月1日を基準
日として、登録台帳の見直しを行っ
ています。区長さんをはじめ民生児
童委員さんなどにより、聞き取り調
査などを行いますので、協力をお願
いします。
問 生活福祉課
（福祉事務所内☎69-0310）

創業等支援補助金・商工業支援補助金
市では、商工業者の方などが次の事業を実施する場合、その経費の一部を補助します。今年度中にこれらの事業を予
定しており、補助金の交付を希望する方は、申請期間内に申請してください。対象経費など詳しくは、市ホームページ
をご覧いただくか、以下へ問い合わせてください。
申請期間：5月19日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く）
申請方法：申請書に必要書類を添えて、商工振興課へ提出してください。 対 中小企業者等
創業等支援補助金対象事業
事業名
事業内容
補助率等
①創業支援事業
市内で創業を行う事業
補助率1/4以内、上限100万円
②空き店舗・空き工場等活用促進事業 市内の空き店舗等を利用して開業する事業
補助率1/4以内、上限100万円
商工業支援補助金対象事業
補助率1/3以内、上限30万円
オリジナルの新商品などを開発する事業
③新商品・新製品開発事業
補助率1/4以内、上限100万円
新分野への事業転換を行う事業
④事業転換支援事業
補助率1/2以内、上限 国内20
自ら開発した製品等の販路開拓のために行う事業
⑤国内外販路開拓促進事業
万円 国外40万円
自ら開発した製品などの知的財産権取得に関する事業 補助率1/2以内、上限20万円
⑥知的財産権取得支援事業
市内産業の高度化等を目的に大学等研究機関と
補助率1/2以内、上限100万円
⑦産学連携研究等促進事業
の共同研究を行う事業
※外国人観光客等受入れ環境整備事業は別途募集予定です。
※①②は予算の範囲内で随時募集します。
注意事項：市税（延滞金、督促手数料を含む）を滞納している方は、交付を受けることができません。
▶交付決定を受け
る前に事業に着手する場合は、必ず「事前着手届」も提出してください。
▶補助金は予算の範囲内での交付となります。
▶補助金の交付は、事業完了後に「実績報告書」を提出した後になります。
問 商工振興課
（網野庁舎内☎69-0440）
時 ＝日時

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

定 ＝定員

料 ＝料金

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル
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ご案内 など
「下水道排水設備指定工事業者」の
変更について

「指定給水装置工事事業者」の
指定について

以下のとおり京丹後市下水道排水設備指定工事業者
の変更がありましたのでお知らせします。
変更前
変更後
指定番号
第235号
商号
池田電気株式会社
営業所所在地
京都府宮津市字滝馬705番地
電話番号
0772-22-1312
代表者氏名
代表取締役
代表取締役
池田 豊
池田 憲治
問 下水道整備課
（網野庁舎内☎69-0550）

次の業者を京丹後市給水装置工事事業者に指定しま
したのでお知らせします。
指定工事事業者：オオエデンキ
電話番号：75-1280
事業所所在地：京丹後市丹後町成願寺1486番地
※全事業者の一覧表は、市ホームページ
に掲載しています。
問 水道整備課
（網野庁舎内☎69-0580）

下水道の供用開始
峰山町長岡地区の一部

網野町網野・小浜の一部
京都府立網野高等学校

国道312号

峰山町長岡

線
野
大
口
岡
長
道・
市

峰山町長岡地区およ
び網野町網野・小浜の
一部で下水道の使用
が可能となりました。
海や川など公共用水域
の水質保全、トイレの
水洗化による生活環境
の向 上 などを図るた
め、早期に下水道への
接続をお願いします。
問 下水道整備課
（網野
庁舎内☎69-0550）

関西電力㈱
峰山変電所

北大路公民館

京丹後市立網野中学校

有害鳥獣の捕獲活動

電気柵にご注意を

捕獲檻、くくりわなによる捕獲活動
イノシシやシカなどを捕獲するため、山林、田畑など
で捕獲檻やくくりわな、銃器による捕獲活動を次の通り
行っています。
捕獲対象
捕獲期間
イノシシ、シカ、 4月〜11月※狩猟期間は11月15日
（水）
サルなど
〜2月15日（木）
。イノシシ、シカにつ
いては3月15日（木）まで
カラス、
5月〜9月※愛鳥週間5月10日（水）
〜
アオサギなど
16日（火）を除く
※被害状況に応じ、活動期間を変更する場合があります。
◆おねがい
○事故防止のため不用意に捕獲檻やくくりわなに近付か
ないでください。
○サルやカラス、アオサギなどの捕獲には銃器を使用し
ています。捕獲班員はオレンジ色のベストと帽子を着
用していますので、捕獲班員を見掛けたら声を掛け、
自分の存在を捕獲班員に伝え、班員の指示があれば安
全な場所へ移動してください。
○捕獲依頼は各集落、農会で取りまとめて農林整備課へ
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依頼してください。
○鳥獣被害を防止するためには捕獲だけでなく、防除施設
の設置が必要です。効果的に施設を設置するために各
集落で広域的な防除施設の設置を検討してください。
電気柵による被害防止
イノシシやシカなどによる鳥獣被害を防止するため、
田畑などに電気柵が設置されています。
◆おねがい
○電気柵には電気が流れていますので不用意に近付いた
り、触れたりしないでください。
○農業者の方は、公道（国府道、市道等）付近に電気柵
を設置する場合、道路通行者の妨げとならないように
してください。また、公道法面に電気柵を設置する場
合、道路管理者と協議してください。
○農業者の方は、事故防止のため、注意看板などを設置
してください。特に保育所、小中学校等教育施設付近
で設置する場合は、あらかじめ学校関係者に連絡する
とともに、児童が目に付く場所に看板を設置するよう
にしてください。
問 農林整備課
（大宮庁舎内☎39-0430）

平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

行
月日 曜

行

事

名

時

間

場

事

予

所

4/15 土 夜桜ウォーキング
19:00〜21:00 網野町小浜離湖駐車場
読み聞かせ
16 日
14:00〜14:30 久美浜図書室
「おはなしの花束」
17 月 2歳6カ月児歯科健診 受付13:00〜 峰山総合福祉センター
受付
18 火 1歳8カ月児健診
峰山総合福祉センター
13:00〜13:10
マタニティクラス
9:30〜11:30 峰山総合福祉センター
19 水 えほんのへや
10:30〜10:50 丹後図書室
（乳幼児対象）
えほんのへや
10:00〜10:20 あみの図書館
（乳幼児対象）
おはなし会
10:30〜10:50 弥栄図書室
20 木 （乳幼児対象）
受付
10カ月児健診
峰山総合福祉センター
13:00〜13:10
両親学級
19:00〜21:00 峰山総合福祉センター
えほんのじかん
21 金
10:30〜10:45 峰山図書館
（乳幼児対象）
10:30〜11:00 あみの図書館
読み聞かせ
あみの図書館
22 土 （3歳〜小学生対象） 14:00〜14:30 たちばな会館
おはなしひろば
14:00〜14:30 峰山図書館
（3歳〜小学生対象）
24 月 2歳6カ月児歯科健診 受付13:00〜 大宮保健センター
25 火 3歳児健診
受付12:45〜 大宮保健センター
えほんのへや
26 水
10:30〜10:50 丹後図書室
（乳幼児対象）
えほんのへや
10:00〜10:20 あみの図書館
27 木 （乳幼児対象）
10:30〜10:45 久美浜図書室
4カ月児健診
受付13:15〜 峰山総合福祉センター
臨床心理士による
10:00〜16:50 峰山総合福祉センター
こころの健康相談
28 金
えほんのじかん
10:30〜10:45 峰山図書館
（乳幼児対象）
土
10:30〜11:00 あみの図書館
読み聞かせ
29 ・
あみの図書館
（3歳〜小学生対象） 14:00〜14:30
祝
たちばな会館

定

月日 曜
4/29
30
5/3
4
5
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行

事

おはなしひろば
（３歳〜小学生対象）
9 火 １０カ月児健診
臨床心理士による
こころの健康相談
えほんのへや
10 水
（乳幼児対象）
7 土

離乳食教室
11 木

えほんのへや
（乳幼児対象）
３歳児健診

４カ月児健診
12 金 えほんのじかん
（乳幼児対象）

23日（日）丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）

当番医

時

間

場

所

10:30〜11:30 峰山地域公民館
14:00〜14:30 峰山図書館
10:00〜11:00 あみの図書館
10:30〜11:30 丹後地域公民館
10:00〜10:20 あみの図書館
10:30〜10:45 峰山図書館
10:30〜11:00 大宮図書室
10:30〜11:00 あみの図書館
あみの図書館
14:00〜14:30
たちばな会館
14:00〜14:30 峰山図書館
受付12:45〜

峰山総合福祉センター

10:00〜16:50 峰山総合福祉センター
10:30〜10:50 丹後図書室
受付
峰山総合福祉センター
13:00〜13:15
10:00〜10:20 あみの図書館
受付
弥栄保健センター
13:00〜13:10
受付13:15〜 峰山総合福祉センター
10:30〜10:45 峰山図書館

10:30〜11:00 あみの図書館
読み聞かせ
あみの図書館
13 土 （3歳〜小学生対象） 14:00〜14:30 たちばな会館
おはなしひろば
14:00〜14:30 峰山図書館
（３歳〜小学生対象）

4月16日（日）丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
休日応急診療

名

子ども読書の日記念
土
おはなし会
・
おはなしひろば
祝
（3歳〜小学生対象）
子ども読書の日記念
日
ミニおはなし会
水祝 春のおはなし会
えほんのへや
木祝
（乳幼児対象）
えほんのじかん
金祝
（乳幼児対象）
おはなしランド
（3歳〜小学生対象）
土
読み聞かせ
（3歳〜小学生対象）

29日（土・祝） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
30日（日）久美浜病院（久美浜町161☎82-1500）
5月 3日（水・祝） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
5月 4日（木・祝） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
5月 5日（金・祝） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
5月 7日（日）丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
※診療時間 午前9時〜正午・午後2時〜5時
※診療科目 内科
※小児科受診については、
あらかじめ当番医へお電話ください。
※京丹後市内の救急病院は、丹後中央病院、市立弥栄病院
および市立久美浜病院の3病院です。

ノルディックウォーキング用ポール
1カ月間お貸しします

初めての方でも、公認指導員が指
導します（ミニ講習会付き）
。その後
は各自でお楽しみください。
料 1カ月無料
問 峰山地区河川整備等まちづくり促
進 協 議 会 事 務 局（峰 山 市 民 局内☎
69-0711）

住宅用火災警報器

半年に一度は作動点検を！

設置済みの住宅用火災警報器について、正常に作動するか定期的に点検を行ってください。電
池切れや機器に異常などあった場合は、速やかに交換修理を行い、住宅火災からあなたと家族の
「命」と「財産」を守るため、適正な設置を心掛けてください。点検方法は、取扱説明書を確認して
ください。 問 消防分署所または消防本部予防課（☎62-5119）
時 ＝日時

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

定 ＝定員

料 ＝料金

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル
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募

集
京丹後市高齢者大学の受講生を募集

対 おおむね60歳以上の市民の方

料 1,000円
（一般講座・趣味講座が何度でも受講できます）

※網野学園のみ別途学園運営費500円が必要です。
申 最寄りの地域公民館へ参加費を添えて申し込んでください。
一般講座（初回）の内容 時間：13時30分〜15時30分
学園名

日程と場所

主な内容
①マリンバ演奏（谷口理恵さん）
②講演「市
（京丹後市観光振
4月27日（木） 政：山陰海岸ジオパーク」
峰山学園
峰山地域公民館 興課職員）
③講座運営（一般講座・趣味講
座）の説明
①太極拳（大宮太極拳サークルの皆さん）
4月26日（水） ②講演「市政：高齢者が元気なまちづくり」
大宮学園
アグリセンター大宮 （京丹後市長 三崎政直）
③講座運営（一般
講座・趣味講座）の説明
①ギター演奏（山崎昭典さん）
②講演「おか
げさま」
「もったいない」
「ありがたい」
（万福
5月9日（火）
網野学園
アミティ丹後
寺住職 村上正宏さん）
③講座運営（一般
講座・趣味講座）の説明
①フラメンコ舞踊（華夢幻ダンスファンタ
ジーの皆さん）
②紙芝居「小野小町」
（森山
5月2日（火）
丹後学園
丹後地域公民館 道子さん）
③講座運営
（一般講座・趣味講座）
の説明
①フラメンコ舞踊
（華夢幻ダンスファンタ
②講演「市政：食の達人は健
5月11日（木） ジーの皆さん）
弥栄学園
弥栄地域公民館 康づくりの達人」
（市健康推進課職員）
③講座
運営
（一般講座・趣味講座）
の説明
①琴演奏（琴アンサンブルdolceの皆さん）
5月10日（水） ②講座運営（一般講座・趣味講座）の説明
久美浜学園
久美浜市民局
③講演「久美浜城主 松井康之」
（古城山物
語 著者 増馬広之さん）
※内容は変更する場合があります。詳しくは地域公民館の広報紙などでお
知らせします。

趣味講座の内容
峰山学園：ちぎり絵、陶芸、民踊、歌謡、
写真、絵画、書道、コーラス、俳句、健
康ボーリング、楽しみの花○大宮学園：
庭木剪定、男の料理教室、パソコン（初
級）
、書道、水墨画、男の太極拳、ノル
ディックウォーキング、自然歴史探訪○
網野学園：陶芸、水彩画、習字、料理、
スマホ・タブレット、パソコン、古典文学、
グラウンド・ゴルフ、俳句、唱歌、水墨画、
絵手紙○丹後学園：生花、詩吟、書道、
俳句、カラオケ、絵手紙、パソコン、歴史、
健康（歩こう会）
○弥栄学園：実用筆ペ
ン、絵手紙、歴史、料理、健康太極拳、
童謡唱歌、グラウンド・ゴルフ、エコク
ラフト○久美浜学園：囲碁、古典文学、
パソコン、料理、スケッチ絵画、ピラティ
ス、絵手紙、健康（歩こう会）
注意事項：①趣味講座は、受講申込者が
少人数のときは、開講しない場合があり
ます。
②各講座。5〜6月からスタートし
ます。講座回数は、6回程度から、講座
によっては年間6〜28回程度実施する講
座もあります。
③複数の講座に申し込み
できますが、定員を超えた場合は、ひと
つの講座だけ申し込んだ方を優先しま
す。また、抽選などにより受講できない
場合があります。
④受講料等が必要な講
座は、それぞれの講座で受講料を決め
て徴収します。
（参加人数、講座回数に
よって受講料の金額が変わります）
問 社会教育課
（大宮庁舎内☎69-0630）

「第37回京都府女性の船」参加者募集
京都府では、今年7月に北海道へ出航する
「第37回京都
府女性の船」
の参加者を募集します。ぜひご参加ください。
時 7月7日
（金）
〜10日（月）3泊4日
訪問地：北海道・東北※6月24日（土）に事前研修、8月5
日（土）に事後研修の受講が必要です。
内 講義、課題別グループ学習、全体発表、意見交換会、
現地で活躍する方による講演、社会見学など
対 府内在住または在勤の概ね20歳以上の女性で、次の
各項全てに該当する方①地域や職場の課題解決や活性
化のために、さらに能力を発揮して活躍したいという意
欲のある方②健康で、この研修に十分耐え得る体力のあ
る方③団体生活に適応できる方④事前研修から事後研
修まで全てに参加できる方※ 過去の「京都府女性の船」
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参加者については、現在その経験を生かして活動してお
り、今回初めて参加する方をサポートする役割を果たす
意思のある方に限り10人程度参加できます。
（過去2年
以内の参加者は除く）
定 70人 料 35,000円以内
申 4月28日
（金）までに、市民協働課または最寄りの市民
局へ申し込んでください（必着）
。
提出書類：参加申込書、アンケート※参加申込書は市民
局、市民協働課および丹後広域振興局にあります。府の
ホームページからもダウンロードできます。
HP http://www.pref.kyoto.jp/josei/index.html
問 市民協働課
（峰山庁舎内☎69-0240）
府府民生活部男女共同参画課（☎075-414-4291）

平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

募

集
にっぽん丸の船内見学会

参加者募集

時 5月1日
（月）
14時00分頃〜15時00分頃（集合：13時30分）

所 マリンプラザ前
（久美浜町湊宮）
内 通船で沖に停泊中のにっぽん丸へ移動した後、
約1時

間船内の見学を行います
対 市内在住の方※車いすの方は参加できません。
定 40人
（応募者多数の場合は抽選） 料 無料

申 4月21日
（金）までに、電話、ファクシミリまたはEメー
ルで以下へ申し込んでください。2名まで一緒に申し込
みできます。
※氏名、住所、性別、生年月日、連絡先をお伝
えください。幼児は保護者が同伴する場合のみ参加でき
ます。抽選結果は4月2日（月）頃に文書で通知します。
問 観光振興課
（網野庁舎内☎69-0450 FAX 72-2030）
kankoshinko@city.kyotango.lg.jp

講座・教室・催し
絵を描く会

市消費生活セミナーⅡ

時 4月16日
（日）10時00分〜12時00

時 4月17日
（月）13時45分〜15時30分

分（11時30分までにお越しください） 所 アグリセンター大宮（大宮町口大野）
所 峰山地域公民館
内 悪質商法などの被害を未然防止す
（峰山町杉谷）
内 ポスターカラーと太い筆で、
自由
るため、消費生活セミナーを開催し
に絵を描きます。子どもが絵を描い
ます。
○講座：
「社会的責任を果たす
ている間、保 護 者 同 士 で コミュニ
ために」講師：森永製菓株式会社
ケーションの時間をとってもらいま
関西統括支店 吉村真美さん○寸劇
す。持参物：上履き、着替え、タオル 「あなたの口座差押えです」出演：市
※汚れてもいい服でお越しください。 消費生活学習グループの皆さん
対 幼児〜中学生
料 無料
（保護者同伴）
申 4月14日
料 700円
（材料費を含む） 申 不要
（金）
までに、電話で以下へ
問 絵を描く会事務局中西直美さん
申し込んでください。
問 京丹後市消費生活センター（☎62-6768）
（☎62-5303）
＜社会教育課＞

◎シルバー人材センターでは高齢者（概ね60歳以上）の
入会をお待ちしています。
入会説明会を月に3回行いま
す。
（日程などは問い合わせてください）
＜長寿福祉課＞
時 ＝日時

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

定 ＝定員

料 ＝料金

夜間陶芸教室

時 5月〜12月
（冬季中止）毎月2回（第

2・第4火曜日）
19時30分〜21時30分
※都合の悪い場合は欠席可能
所 大宮ふれあい工房
（大宮町三坂）
内 手びねり、
ひも成形、たたら形成、
電動ろくろ等による作陶、釉薬付け
など 定 15人以内
料 作品に応じて1回当たり1,000円〜
2,500円程度
申 5月末までに、
電話で以下へ申し込
んでください。
問 大宮ふれあい工房
（☎64-5558）
※ただし水曜日は休館日＜社会教育課＞

植木剪定講習会

和い輪い楽習館 4月開講講座
開講日
内
容
持参物
4月14日（金）絵手紙教室
はがき、筆、絵の具
15日（土）習字教室
習字道具
18日（火）着物リフォーム教室 着物地（ほどいて）、裁縫道具
着物・袋帯又は名古屋帯・
19日（水）前結び着付け教室
襦袢・着付け用小物
28日（金）絵手紙教室
はがき、筆、絵の具
※年齢に関係なく、どなたでも参加していただけます。
※時間はいずれも9時30分〜2時間程度です。
所 和い輪い楽習館
（峰山町呉服）
※うたごえサロンは調整
中です。
※習字教室「がや我家」の奥の部屋で9時30分か
ら、リズム体操、着付け教室、リフォーム教室は14時00分
からで、どちらも「がや我家」
（楽習館）の奥の部屋です。
料 300円
（材料費は別途）
申 事前に以下へ申し込んでください。
問
（公社）京丹後市シルバー人材センター（☎65-0052）

大宮ふれあい工房

時 5月23日
（火）9時00分〜11時30分

所 植久造園株式会社
（網野町下岡）

内 講義と実習を通して、
松やもちの木などの剪定について
学びます。講師：吉岡隆幸さん 定 15人
（申し込み先着順）
※昨年度受講していない人を優先します。 料 無料
申 5月15日
（月）9時00分以降に、電話で以下へ申し込んで
ください。
※受講決定者にはハガキでお知らせします。
問
問公益財団法人京丹後市公園緑化事業団
（☎62-7470）
＜都市計画・建築住宅課＞

草花園芸講習会
時 5月12日
（金）13時30分〜16時00分

所 峰山途中ケ丘公園
（峰山町長岡）

内 講義や実習で、
土作りや種まきの仕方、緑のカーテン
の苗植えなどを学びます。講師：増馬宗男さん
定 20人
（申し込み先着順） 料 無料
申 5月2日
（火）9時00分以降に、電話で以下へ申し込んで
ください。
※受講決定者にはハガキでお知らせします。
問
（公財）京丹後市公園緑化事業団（☎62-7470）
＜都市計画・建築住宅課＞

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル
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講座・教室・催し
峰山図書館

子ども読書の日記念おはなし会

時 4月29日
（土・祝）

10時30分〜11時30分

所 峰山地域公民館(峰山町杉谷)

内 ○大型絵本
『どうぶつしんちょうそ
くてい』
『だるまちゃんとかみなりちゃ
ん』
○エプロンシアター「花さかじい
さん」
○ちょこっと工作 ほか
対 おおむね3歳から一般の方まで
料 無料 申 不要
問 峰山図書館(☎62-5101)

あみの図書館
子ども読書の日記念「ミニおはなし会」

丹後図書室

春のおはなし会

時 4月30日
（日）10時00分〜11時00分

時 5月3日
（水・祝）

内 〇大型絵本
『おおきなもののすき

所 丹後地域公民館
（丹後町間人）

所 あみの図書館
（網野町網野）

なおうさま』
『はらぺこあおむし』
○
パネルシアター「三びきのやぎとト
ロルのおはなし」
○工 作「パタパタ
ちょうちょ」 ほか
対 おおむね3歳から一般の方まで
料 無料 申 不要
問 あみの図書館
（☎72-4946）

2017年 押し花アート展
＆押し花無料体験会
時 4月30日
（日）
〜5月7日（日）9時30分〜17時00分（最終日は16時00分まで）

所 アミティ丹後
（網野町網野）

内 ふしぎな花倶楽部押し花サークル
「和（なごみ）
」
（代表

笠次和子さん）に
よる押し花アート展です。
※5月3日（水・祝）には、押し花で小物作りの無料
体験会を開催します。
（午前の部10時00分〜12時00分、午後の部13時00分
〜15時00分 ）
問
（公財）丹後地域地場産業振興センター
（☎72-5261）
＜商工振興課＞

10時30分〜11時30分

内 ○絵本
『そうべえふしぎなりゅう
ぐうじょう』
○パネルシアター「いば
らなくなった魚」
○折り紙 ほか
料 無料 申 不要
問 丹後図書室
（☎69-0664）

在日米陸軍軍楽隊演奏会
時 4月19日
（水）18時00分〜18時30分

所 袖志農民研修所
（丹後町袖志）

内 行進曲、ブロードウェ

イのヒット曲、ポップス、
クラシックなどを演奏し
ます。 料 無料
問 近畿中部防衛局地方調整課地方
協力確保室（☎06-6945-4956）
＜総務課＞

丹後地域職業訓練センター職業訓練講座
（夜間）

市民の皆さんの職業能力向上を図るため、各種講座を次のとおり開講します。
開催場所 申込締切
講座名
内容
実施期間 時間 回数 曜日 定員 受講料
計算書類の作成・印刷・関
（火）
5月12日
4月28日
エクセル入門講座
数の利用・グラフ作成など、
・
〜
エクセル
（Excel2013）
の基礎
（金・祝）
Aコース
（金）
6月9日
スキルの修得を目指します。
ビジネス文書の作成・印刷・
（月）
表の作成・図表のレイアウ 5月18日
ワード入門講座
5月4日
・
〜
トなど、
ワード
（Word
2013）
Aコース
（木
・祝）
9回（木）
の基礎スキルの修得を目指 6月19日
18：30
します。
9,000円 丹後勤労者
20人
〜
ビジネス文書の作成・印刷・
（別途教材費要） 福祉会館
21：30
表の作成・図表のレイアウ
5月20日
（水）
ワード入門講座
5月6日
トなど、ワード
（Word 2013） 〜
・
Ｂコース
（土）
の基礎スキルの修得を目指 6月17日
（土）
します。

2級建築施工管理技士の資
19,000円
格取得を目指し、学科及び 5月30日
5月16日
〜
21回（火）
実務試験の全般を学習し
（別途教材費要）
（火）
10月24日
ます。
申 府立丹後勤労者福祉会館にある願書に必要事項を記入の上、申し込み締切日までに受講料
（中小企業にお勤めの方
は、必ず『雇用保険被保険者証の写し』
）を添えて下記へ提出してください。なお、定員に達した時点で締め切りとなり
ますのでご了承ください。このほかにも職業訓練のためのさまざまな講座を実施しています。丹後地域職業訓練協会
に問い合わせいただくか、同協会ホームページをご覧ください。
問 職業訓練法人丹後地域職業訓練協会
（☎68-0365） HP http://wakuwakukan.jimdo.com
※上記のほか、京丹後市内の公的機関等が主催する職業訓練に関する各種講座について、ホームページ「産業人材育
成ポータルサイト『京丹後市産業人材育成大学』（http://kyotango-ic.jimdo.com/）
」でも紹介していますのでご覧
ください。 ＜商工振興課＞

2級建築施工管理技士
受験講座
（学科・実地試験対策）
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平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

パン教室

はじめてのパン教室

つき

『お家でパン屋さん〜月イチ・ぱん工房』

時 5月〜11月①5月19日
（金）
、
②6月16日
（金）
※③以降は、

相談の上決定します。毎月1回（全7回）10時00分〜14時
00分※試食時間含む
所 峰山地域公民館
（峰山町杉谷）
内 初心者を対象にしたパン教室です。メニュー：いちご
クリームパン、抹茶メロンパン、たこ焼き風ちぎりパン、
和風ピザなど
講師：松本美香さん
対 市内在住または在勤の成人で全回を通して参加できる
方
定 10人
（申し込み多数の場合は抽選）
料 計10,500円(受講料・材料費、
全7回分) ※参加費は前
納とし、欠席しても返金しません。人数により金額を変
更する場合があります。
申 5月2日
（火）までに、電話またはハガキで以下へ申し込
んでください（当日消印有効）
。
※①住所②氏名③電話番
号をお伝えください。結果は申込者全員に通知します。
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷1030番地
峰山地域公民館「パン講座」係（☎69-0661）

ちぎりパン

時 5月13日、
6月3日、24日いずれも土 曜日（全3回）10時

00分〜14時00分※試食時間含む
所 弥栄地域公民館
（弥栄町溝谷）
内 手ごね、
機械ごねによる生地から成型までのパン作り
を学ぶ教室です。
メニュー：ちぎりあんパン、おかずちぎりパン、ちぎりメ
ロンパン（予定） 講師：松本美香さん
対 市内在住または在勤の成人
定 10人
（申し込み多数の場合は抽選）
料 各回1,400円
（受講料600円・材料費800円）
の計4,200
円※参加費は一括前納とし、欠席しても返金しません。
人数により金額を変更する場合があります。
申 4月28日
（金）までに、電話または
ハガキで以下へ申し込んでくださ
い（当日消印有効）
。
※①住所②氏名
③電話番号をお伝えください。結
果は申込者全員に通知します。
問 〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3443-2
弥栄地域公民館「はじめてのパン教室」係（☎69-0665）

ビタミン講座「ハーブ講座」
時 ①5月21日②6月18日③7月9日④9月10日⑤10月15日

⑥12月3日いずれも日曜日（全6回）
①③④⑥は13時30分〜16時00分、
②は7時00分〜19時
00分、
⑤11時00分〜14時00分
所 網野社会参加交流ハウスいっぷく亭
（網野町網野）
※②は視察研修、
⑤は網野保健センター
内 ハーブの育て方や楽しみ方を学ぶ講座です。畑作業や
小物作り、料理作りなど。
講師：ハーブ・コミュニケイタ― 井上宏子さん
対 市内在住または在勤の成人の方※ハーブを基礎から学
びたい方 定 25人（申し込み多数の場合は抽選）
料 500円
（教材費別途）
※第1回受付時に徴収します
申 4月24日
（月）
までに、
電話で以下へ申し込んでください。
問 網野地域公民館
（☎69-0663）

保健・福祉

大宮ふれあい工房

陶芸・染色体験の親子行事・公民館事業を受付中

時 5月〜10月の土・日曜日9時00分〜16時00分
（2時間程度）

所 大宮ふれあい工房
（大宮町三坂）

内 陶芸体験：コーヒーカップ、
お皿など（粘土500㌘の場合）

染色体験：Ｔシャツ（型染め、浸染め）
、ハンカチ、エコ
バックなど
料 陶芸体験：粘土500㌘当たり900円
染色体験：500円〜
※染めるものによって値段が変動します
申 電話で以下へ申し込んでください。
問 大宮ふれあい工房
※ただし水曜日は休館日
（☎64-5558）
＜社会教育課＞

後期離乳食教室

「離乳食キッチン」

お子さんは、もぐもぐカミカミ、離乳食を食べてくれま
すか？「離乳食を食べなくなった」
「少し粒があるとえず
く」
「口を動かさずに丸飲みする」など順調に離乳食が進
みにくい方のための離乳食教室です。
時 4月28日
（金）9時30分〜12時00分
所 峰山総合福祉センター
「健幸館」
（峰山町杉谷）
時 ＝日時

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

定 ＝定員

料 ＝料金

内 調理実習、
試食、個別相談など。

持参物：母子健康手帳、問診票、エプロン、
三角巾、おんぶひも、お子さんに必要なもの
対 10〜12カ月頃のお子さんと保護者 料 無料
申 4月21日
（金）
までに電話で以下へ申し込んでください。
問 健康推進課
（福祉事務所内☎69-0350）

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル

11

保健・福祉
成人用肺炎球菌の予防接種
〈助成制度を実施します〉

総合検診の申し込みはお早めに

平成29年度の成人用肺炎球菌予防接種を次のとおり実施し
ています。肺炎は、日本人の死因の第3位であり、死亡者の95
㌫以上が65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌である肺
炎球菌のワクチンを接種することで、肺炎の予防や肺炎にか
かっても軽い症状で済む効果が期待されています。
定期接種対象者
①29年度末
（平成30年3月31日）
時点で、
65歳、
70歳、
75歳、
80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳の方②60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を有する方
任意接種対象者 66歳以上の定期接種対象者以外の方
接種の方法：定期接種対象者には、4月から5月にかけて順次個
別に通知します。説明書を確認の上、通知に記載の医療機関に
予約をして1回の接種を受けてください。任意での接種を希望
する場合は、電話で健康推進課へ申し込んでください。任意予
防接種の内容を理解し、申請していただいた方に、予診票等必
要な資料を渡します。その予診票を持参して、医療機関で接種
を受けてください。
実施期間：平成30年3月31日まで
自己負担金（医療機関に支払う金額）
：2,000円
※後期高齢者医療制度被保険者の方は無料
その他：過去に1回でも23価成人用肺炎球菌ワクチンを接種し
た方は、助成制度の対象外です。
※本事業は、平成29年度予算の成立が前提であり、今後内容な
どが変更になることがあります。
※本事業は、防衛省の再編交付金を活用し実施しています。
問 健康推進課
（福祉事務所内☎69-0350）

相

談

一人で悩まずにご相談を

いじめ相談専用ダイヤル
市教育委員会では、いじめなどで
悩む方へのサポートと解決に向けた
支援を行うため、いじめ相談専用ダ
イヤルを設置しています。
時 365日・24時間受付
ハ ヤ ク
ゼロロクイチ
0120 - 889 - 061 ※通話料無料
内
「友達にいじめられていて誰にも相
談できない」
「最近、子どもの様子がお
かしい」
など少しでもお悩みの場合は、
すぐにお電話ください。指導主事
（主
に学校における教育に関して専門的
な指導を行う）
が相談に応じます。
対 市内在住の児童生徒・保護者の方
など
問 学校教育課（大宮庁舎内☎69-0620）

12

平成29年度総合検診の申し込みがまだの方は、
早めに申し込んでください。
会場
検診日
丹後町
5月23日（火）〜5月30日（火）
弥栄町
5月31日（水）〜6月 6日（火）
網野町
6月 7日（水）〜6月22日（木）
久美浜町
6月23日（金）〜7月10日（月）
大宮町
7月27日（木）〜8月 8日（火）
峰山町
8月 9日（水）〜9月 8日（金）
日曜検診
6月18日（日）・8月20日（日）
※対象世帯には、申込書（世帯に1枚）を2月中旬
から3月初旬にかけて郵送しています。申し込み
をしない方についても、アンケートを実施します
ので、必ず内容を確認の上、提出してください。
検診項目
○健康診査（計測、血液検査、医師の診察等）
○がん検診（胃がん、大腸がん、前立腺がん、子
宮頸がん、乳がん、肺がん）
○その他（腹部超音波検査、肝炎ウイルス検査）
※年齢や性別、加入の医療保険により、受診制限
があります。詳しくは申込書で確認してください。
※日曜検診は、がん検診(腹部超音
波検査・肝炎ウイルス検査含む)のみ
実施します。
申 健康推進課または最寄りの市民局
へ提出してください。 料 無料
問 健康推進課
（福祉事務所内☎69-0350）

※各種相談は、原則無料。秘密は厳守します。

年金事務所による
「年金相談」
（予約制）

時 5月25日
（木）11時00分〜15時00分
所 峰山総合福祉センター 2階（峰山町杉谷）

申 5月18日
（木）までに、舞鶴年金事

務所へ申し込んでください。
※申し込みの際は、お手元に「年金
手帳」などの基礎年金番号が分かる
ものを準備してください。
※代理の方が相談に来所される場合
は、
「委任状」が必要です。
※相談当日は、予約時間の5分前ま
でにお越しください。
※申し込み後、来所できなくなった
場合は、事前に連絡してください。
問 舞鶴年金事務所
（☎0773-76-5772）
＜保険事業課＞

聞こえの相談会
時 5月11日
（木）13時30分〜15時30分

所 峰山地域公民館
（峰山町杉谷）

内 ○言語聴覚士による聴力測定

○聞こえや補聴器にかかる生活相談
※測定、相談は無料です。補聴器な
どの販売はしません。
※相談会以外の日でも、市聴覚言語
障害センターで相談を受け付けてい
ます。
問 市聴覚言語障害センター
（峰山町荒山☎ FAX 62-5529）
＜障害者福祉課＞

平成29年
（2017年）
4月10日 No.313

相

談

※各種相談は、原則無料。秘密は厳守します。
京都司法書士会による

家庭子ども相談室
時 月〜金曜日
（祝日・閉庁日を除く）

8時30分〜17時15分

所 大宮庁舎子ども未来課内（大宮町口大野）

内 家庭のこと、
お子さんのこと、子

育てのことなどで不安や悩みはあり
ませんか。どんなことでも一人で悩
まずに、ご相談ください。
※相談は電話、来所、訪問
など、希望に応じます。
問 子ども未来課（大宮庁舎内☎69-0340）

就職個別相談会

〜あなたの就職活動を応援します〜

時 所 ①4月20日
（木）
＝峰山総合福祉
セ ン タ ー（峰 山 町 杉 谷）
②5月18日
（木）
＝峰山総合福祉センター（峰山
町 杉 谷）
③6月1日（木）
＝ら・ぽ ー と
（網野町網野）いずれも10時00分〜
16時00分
内 専門のカウンセラーがあなたの就
職についての疑問や不安などの相談
にマンツーマンで応じます。面接が
苦手、どんな仕事が自分に向いてい
るのか？など、どんな相談でも結構
です。一緒に考えていきましょう。
（1人50分）
申 希望日の前日までに電話で以下へ
申し込んでください。
問 北京都ジョブパーク（☎0773-22-3815）
商工振興課（網野庁舎内☎69-0440）

登記・多重債務・法律相談

時 5月11日
（木）13時30分〜16時30分

所 峰山地域公民館（峰山町杉谷）

内 司法書士による登記・多重債務・

女性相談

5月1日〜7日は憲法週間です

法務局
「特設人権相談所」

4月13日（木）13：30〜16：00
峰山庁舎
19日（水）13：30〜16：30
久美浜機業センター 5月2日（火）13：30〜16：00
大宮庁舎
9日（火） 9：00〜12：00
ら・ぽーと
10日（水）13：30〜16：00
丹後庁舎
11日（木）13：30〜16：00
内 総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員による相談。
国などの行政に関する苦情や意見・要望をお聴きし、その
解決や実現の促進を図り、行政運営の改善につなげてい
きます。申 不要
問 総務省京都行政評価事務所行政相談課
（☎075-802-1100）
＜市民協働課＞

内 ＝内容

対 ＝対象者

所 峰山総合福祉センター（峰山町杉谷）

内 建 設 業 許 可、
農地法、相続･遺 言、

悩みを 話す ことは悩みを 離す
臨床心理士
ことにつながります。一人で苦しま
こころの健康相談（予約制） ずに、ご相談ください。
時 5月10日
（水）
、5月26日（金）10時
電話相談（予約不要）
時 4月27日
00分〜16時50分（1人50分）
（木）
所 峰山総合福祉センター「健幸館」
受付時間:9時30分〜11時00分
内 心の相談の専門家である臨床心理
内 女性問題アドバイザー
（女性）によ
士が、
あなたの悩みを整理しながら解
る電話相談。
決の糸口を見つけるお手伝いをしま
☎69-0217※住所・氏名をお聞きす
す。
ご家族の方もぜひご相談ください。 ることはありません。
※会場まで行くことができない方は
面接相談（予約制）
時 月2回 13時30分〜16時30分
ご相談ください。
対 さまざまな要因で精神的な悩み
所 峰山総合福祉センターほか
内 女性専門相談員
を抱えている方
（フェミニスト・
申 事前に電話で以下へ申し込んで
カウンセラー）による面接相談。
ください。
（1人50分程度）
問 健康推進課
定 3人
（申し込み先着順）
（福祉事務所内☎69-0350）
※市ホームページからも申し込み可
※府丹後保健所の相談員（☎62-4302） HP http://www.city.kyotango.lg.jp/
または市保健師による相談を随時行って
kurashi/kankyo/sodan/sodan̲j/
申 問 市民協働課（峰山庁舎内☎69-0240）
います。

時 所 弥栄地域公民館

所 ＝場所

行政書士無料相談

時 5月17日
（水）10時00分〜13時00分

各種契約書作成など。 申 不要
法律相談（1人30分程度）
。
問 京都府行政書士会第1支部事務局
定 6人
（予約者優先）
申 問 事前に電話で京都司法書士会総 （☎68-0237）
<市民協働課>
合相談センターへ申し込んでくださ
一人で苦しまないで
い。
（☎075-255-2566）
＜市民協働課＞

行政相談

時 ＝日時

京都府行政書士会による

定 ＝定員

料 ＝料金

時 5月1日
（月）13時30分〜 16時00分

所 弥栄地域公民館
（弥栄町溝谷）

内 差別、
いやがらせ、名誉・信用の侵害、子ども・高齢者
の虐待、家庭内のもめごとなどについて、人権擁護委員
が相談に応じます。お気軽にご利用ください。 申 不要
問 京都地方法務局京丹後支局
（☎62-0365）
※駐車場は弥栄病院裏をご利用ください＜市民協働課＞

申 ＝申し込み

問 ＝問い合わせ

HP ＝ホームページ

＝Eメール

＝フリーダイヤル
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な
やホット
！
ケーブルテレビ（ACTV京丹後局）
市 政情 報 たっぷりお届け
を
報
4/15〜5/12
情
地域
再 再放送アワー ア アンコール番組
●

11チャンネル番組表

●

4月

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
00 日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組 日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
番組のご案内
6
6 30 番組のご案内
健康体操
45 健康体操
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
7
7 15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
知って語れるマメ知識
00 知って語れるマメ知識
15「京丹後市の大地と歴史」第1回 「京丹後市の大地と歴史」第2回
8
8 30
市内の自然・歴史・伝説などの 市内の自然・歴史・伝説などの
45 魅力をより広く発信できるよう 魅力をより広く発信できるよう開
00 開催の講座
（全3回）
【第1回】魅 催の講座
（全3回）
【第2回】京丹
15
9 30 力あふれる丹後の伝説と歴史 後市の自然の魅力とジオパーク 9
健康体操
45 健康体操
再 アマチュアロックフェスティバル
00 京丹後市成人式
（前半）
15
10 30
丹 後地 域で活 躍中の多世代、多 10
45 3月19日に京 都 府 丹 後 文化 会 ジャンルのアマチュアグループの演
00 館で開催された式典の模様や 奏とダンスパフォーマンス（全2回）
消費生活センター啓発寸劇
15 新成人へのインタビューなど
11
11 30
歴史街道
関西三関王
45
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
12
12 15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
再 アマチュアロックフェスティバル
00 再 地域福祉活動研修会
15 地域での重 層的な見守り、助 （後半）
13
13 30
け合いの仕組みづくりを学ぶ研 丹 後地 域 で活 躍中の多世代、
45 修 会・通報事 例報 告、見守り 多ジャンルのアマチュアグルー
「人・モノ・場」 プの演奏とダンスパフォーマン
00 活動報告・講演
ス
（全２回）
15 でつなぐ地域の絆づくり
14
14 30 歴史街道
歴史街道
関西三関王
45 関西三関王
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
15
15 15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
知って語れるマメ知識
00 知って語れるマメ知識
15「京丹後市の大地と歴史」第1回 「京丹後市の大地と歴史」第2回
16
16 30
市内の自然・歴史・伝説などの 市内の自然・歴 史・伝説など
45 魅力をより広く発信できるよう開 の魅力をより広く発信できるよ
う開催の講座（全3回）
【第2回】
00 催の講座
（全３回）
【第１回】魅力 京丹後市の自然の魅力とジオ
15
あふれる丹後の伝説と歴史
17
17 30
パーク

5月

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
00 日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組 日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
番組のご案内
30 番組のご案内
健康体操
45 健康体操
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
宇宙飛行士山崎直子講演会
00 知って語れるマメ知識
15「京丹後市の大地と歴史」第3回 「夢に向かって」
30 市内の自然・歴史・伝説などの 宇宙飛行士を目指すようになっ
45 魅力をより広く発信できるよう開 たきっかけや、宇宙や宇宙飛行
00 催の講座
（全3回）
【第3回】京丹 士に関する講演
15 後の海岸沿いの見どころと特徴
消費生活センター啓発寸劇
30
健康体操
45 健康体操
「英語講座〜初級から中級編〜」
00 丹後ミュージカル
第1回
15
30 「乙姫ものがたり〜浦島伝説より〜」 前回の講座で学習したことをも
45 京丹後・宮津・与謝野に在住の とに今回はさらに上を目指しま
00 小中高生３５人が、ミュージカル す
（全3回）
15 を通して生きる素晴らしさを伝え
ます
歴史街道
30
関西三関王
45
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
再 手話講習会第１回
00 再 京丹後市成人式
15
あいさつなどのすぐに使える実
30
技の習得、聴覚障害の基礎知
３
月
１
９
日に京都府丹後文化会館で
45
識の理解を目的に市職員を対象
00 開催された式典の模様や新成人
に開催された講習会
（全２回）
15 へのインタビューなど
歴史街道
30
関西三関王
45
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
「英語講座〜初級から中級編〜」
00 知って語れるマメ知識
15「京丹後市の大地と歴史」第3回 第1回
30 市内の自然・歴 史・伝説など 前回の講座で学習したことをも
45 の魅力をより広く発信できるよ
とに今回はさらに上を目指しま
【第3回】
00 う開催の講座（全3回）
す（全3回）
15 京丹後の海岸沿いの見どころ
日本ケーブルテレビ連盟
30 と特徴

加盟局番組
45 消費生活センター啓発寸劇
京丹後おしらせ便
00 京丹後おしらせ便
健康体操
15 健康体操
18 30
歴史街道
歴史街道
関西三関王
45 関西三関王
京都地域ニュース
00 京都地域ニュース
文字お知らせ情報
19 15 文字お知らせ情報
週間！ニュース
30 週間！ニュース
宇宙飛行士山崎直子講演会
00 丹後ミュージカル
「夢に向かって」
15
20 30
「乙姫ものがたり〜浦島伝説
宇宙飛行士を目指すようになっ
純 粋に楽しみ、個の技
より〜」
45
たきっかけや、宇宙や宇宙飛
量を最大限に伸ばす育
京丹後・宮津・与謝野に在
00
住の小中高生35人が、ミュー 行士に関する講演
成方法についての講習
15
21 30 ジカルを通して生きる素晴ら 消費生活センター啓発寸劇
ア ふるさと文化財めぐり
しさを伝えます
第31回・第32回
消防庁火災予防ビデオ
45
歴史街道
歴史街道
00 歴史街道
関西三関王
関西三関王
22 15 関西三関王
再
再
「週間！ニュース」前週分
「週間！ニュース」前週分
30 再「週間！ニュース」前週分
23 00 テレビショッピング
テレビショッピング
テレビショッピング
注

消防庁火災予防ビデオ
京丹後おしらせ便
健康体操
歴史街道
関西三関王
京都地域ニュース
文字お知らせ情報
週間！ニュース
再 丹後スポーツ障害予防
事業指導者講習会

京丹後市議会３月定例会
一般質問録画放送

代表質問・一般質問録画放送

京丹後市議会３月定例会

45 消費生活センター啓発寸劇
00 京丹後おしらせ便
15 健康体操
18 30
歴史街道
45 関西三関王
京都地域ニュース
00
文字お知らせ情報
19 15
週間！ニュース
30
京丹後市成人式
00
15
20 30
3月19日に京 都 府 丹 後
45
文化会 館で開催された
00
式典の模様や新成人へ
15
のインタビューなど
21 30
45
00 歴史街道
22 15 関西三関王
30 再「週間！ニュース」前週分
23 00 テレビショッピング

4月

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（注）京丹後市議会3月定例会 一般質問録画放送

※テレビの電子番組表でもご覧になれます。また、番組内容などは予告なく変更になる場合があります。
問 情報政策課（峰山庁舎内☎69-0130）

ケーブルテレビの受信障害や料金・サービス内容に関するお問い合わせ：全関西ケーブルテレビジョン（☎0120-968-138）
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