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●申請様式・要綱等設置場所は担当課以外の場所を記載しています。
●概略をお知らせしていますので、詳しくはお問い合わせください。

【記号の意味】
時 所 内 対 要 定 先
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〒 窓

持 問主

　市では、普段からパトロールを行
い、道路補修箇所の早期発見、早期
修繕を行っています。市道の穴ぼこ、
グレーチングがずれている、カーブ
ミラーの根元が錆び付いているなど
の破損箇所を見つけたときは、管理
課または最寄りの市民局へ連絡して
ください。その際は、目標物（建築
物など）も併せてお知らせください。
また、市道上の事故で標識やガード
レールなどの道路施設が損壊した際
には、警察に連絡してください。
　管理課（☎69-0510）

水洗化推進支援事業補助金

　市のHPにおいて「ごみ分別辞典サ
イト」を開設しました。50音順での検
索のほか、調べたい品目やキーワー
ドを入力することでごみの“分け方”・
“出し方”が簡単に検索できます。
　分別に迷った時などにご利用くだ
さい。

　市民環境課（☎69-0210）

　市役所では、5月15日（月）から
10月31日（火）までの期間、「軽装
（ノーネクタイなど）での執務」に取
り組んでいます。趣旨をご理解の上、
ご協力をお願いします。
　人事課（☎69-0150）

寝室に、火災警報器を！！
※寝室が2階の場合は「階段」にも
設置を！
　市内の約6
割の世帯で、
住宅用火災警
報器が寝室に
設置されてい
ません。逃げ
遅れを防ぐた
めに設置してください。
　消防本部予防課（☎62-5119）ま
たは消防分署所

ごみの分別に迷った時のために
「ごみの分別辞典サイト」を開設

クールビズ
軽装（ノーネクタイなど）で執務

　納期を過ぎると督促状が送付されることがありますので、納期限までに納
付をお願いします。※納税は便利で納め忘れのない口座振替をご利用くださ
い。　　税務課（☎69-0180）

5月31日（水）は、固定資産税（1期）の納期限です

まさかの火事
火災警報器があなたの命を守ります
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問
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下水道の供用開始

　峰山町長岡地区の一部で下水道の
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。
【峰山町長岡地区の一部】

　下水道整備課（☎69-0550）

　次の業者を京丹後市下水道排水設
備指定工事業者に指定しました。
指定番号：第180号
商号：株式会社アート
営業所所在地：京都府舞鶴市字小倉
67番地の1
電話番号：0773-62-1579
代表者氏名：松本芳弘
　下水道整備課（☎69-0550）

下水道排水設備
指定工事業者の指定 道路の穴ぼこなどを発見した際は

通報にご協力ください
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平成29年5月10日号 No.314　おしらせ版

　中小企業者等　　【対象事業】▶
施設看板・案内表示等多言語化事
業：外国語による施設看板、案内表
示、パンフレット、ホームページ等
を作成する事業▶クレジットカード
決済機器導入事業：国際的に利用可
能なクレジット
カード決済機器
を導入する事業
▶Wi-Fi等 無 線
LAN整備事業：不特定かつ多数の
者が無料で利用できるWi-Fi規格等
の無線LANを整備する事業④免税
店開設事業：免税販売に対応するた
めの整備を行う事業
　【補助率】2分の1以内（上限20万
円）※複数事業を申請する場合は、
その対象経費の合計額の2分の1以内
の額とし、20万円を限度とします。　
【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」を提出し
てください。
　6月1日（木）～30日（金）まで（土・
日曜日、祝日を除く）
　商工振興課（☎69-0440）

　以下のいずれかの該当者▶市内に
住所を有する認定農業者で営農規模
の拡大に取り組む方▶市内に住所を
有する農業団体で、作業の省力化に
取り組む方▶市内に住所を有する3
戸以上の農業団体または同種の作物
を生産する団体で、永年性作物の導
入に取り組む方　　【補助対象】機
械設備の整備、永年性作物　　【補
助率】事業費の2分の1（上限50万
円）【注意事項】申請時に数値目標を
設定していただき、事業完了後3年
間、目標数値の推移を報告していた
だくことが必要です。▶申請件数が
多い場合は、事業内容を審査の上事
業効果の大きい新規事業を優先して
採択し、補助率を3分の1程度まで引
き下げる場合があります。また申請

　平成28年度分の住民税が課税さ
れていない方。ただし、課税されて
いる方から扶養を受けている場合や
生活保護の受給者である場合などは
除く。　【支給額】1人当たり15,000
円（支給は1回限り）　　2月1日（水）
～7月31日（月）までに　　 ※申請書
は、1月末に対象となる可能性のあ
る方に送付済。　
　生活福祉課（☎69-0310）
≪ご注意ください！給付金を装っ
た事案が発生しています！！≫

≪給付奨学金≫※所得要件あり。
　①高等学校、高等専門学校（1～3
年）、専修学校（高等課程）、中等教
育学校後期課程、特別支援学校高等
部の生徒
②大学、短期大学、大学院、専修学
校（専門課程および一般課程）、高等
専門学校（4、5年）の生徒　
　【支給額】①1人当たり5,000円／
月②1人当たり10,000円／月
≪貸付奨学金（無利子）≫※所得要件・
成績要件あり。
▶修学支援金：　平成30年度に大
学、短期大学、専修学校（専門課程お
よび一般課程）、高等専門学校（4、
5年）に進学を希望する方　　【支給
額】1人当たり年額100万円以内
▶入学支度金：　平成30年度に大学、
短期大学、専修学校（専門課程およ
び一般課程）に進学を希望する方　
　【支給額】1人当たり70万円以内
　6月9日（金）～30日（金）詳しくは、
教育委員会、地域公民館、市民局、
　にある募集要項をご覧ください。
　教育総務課（☎69-0610）

【申込期間】5月26日（金）13時～6月
12日（月）23時【申込方法】「京都地
方税機構」のホームページから申し
込みの上、京都地方税機構丹後地方
事務所へ連絡してください。※公売
を中止することもあります。【申込
に必要なもの】公売保証金（見積価
格の1割）、農地については市農業
委員会が交付する買受適格証明書が
必要です。
【公売予定物件（地目・地積等は公
簿上のもの）】
①（建物）網野町浜詰小字牛揚44番、
木造2階建〈居宅・物置〉計467.84㎡、
見積価格1,600,000円
②（土地）網野町網野783番､784番､
785番〈宅 地〉計679.62㎡/（建 物）
木造2階建〈居宅・工場〉延546.25㎡
/鉄骨･木造3階建〈共同住宅・倉庫〉
延706.54㎡、見積価格3,990,000円
③（土地）大宮町奥大野小字平家谷
1712番〈田〉2,127㎡、見積価格
570,000円
④（土地）久美浜町神谷小字二反田
485番1、486番〈宅地〉計257.84㎡
/（建物） 土蔵造2階建〈物置〉延24.14
㎡、見積価格530,000円
⑤（土地）峰山町石丸小字間持541
番、542番、543番〈田（耕作放棄地）〉
計1,976㎡、見積価格250,000円
⑥（土地）大宮町善王寺723番、740
番〈宅地〉計859.5㎡/（723番建物）
木・鉄骨造セメント瓦葺平家建〈居宅・
倉庫・車庫〉41.80㎡/（740番建物）
木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺平家建
〈居宅兼工場〉213.72㎡、見積価格
5,540,000円
【入札日】6月19日（月）13時～6月26
日（月）13時【買受代金納付期限】7月
3日（月）14時
　京都地方税機構 丹後地方事務所
（☎68-1041）
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 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
新山橋補修工事 峰山町荒山 林建設㈱ 36,070,920 H29.3.31
鳥取橋補修工事 弥栄町鳥取　 丹後北都不動産㈱ 30,080,160 H29.3.31
大畑橋・畷橋橋梁補修工事 網野町切畑　 羽賀工業 6,342,840 H29.3.31
消防ヘリポート電気設備工事 弥栄町溝谷他 藤村電業㈱ 11,340,000 H29.6.30
ヘリポート整備工事 弥栄町溝谷　 西角建設㈱ 25,180,200 H29.6.30
※公共工事の入札・契約に関する情報は、入札契約課または市ホームペー
ジ「入札・契約情報」コーナーで閲覧できます。　入札契約課（☎69-0170）

3月公共工事発注状況

問

　お近くの銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア、
府の納税窓口で納期限までに忘れずに納付してください。
　府丹後広域振興局企画総務部税務室（☎62-4303）

平成29年度自動車税の納期限は5月31日です

問

　コイにとって非常に恐ろしい病気
である「コイヘルペスウイルス（KHV）
病」は、死亡率が高く、感染魚との
接触や飼育水を介して広がります。
病気のまん延を防
止するため、次の
ことについてご協
力をお願いします。  
なお、「コイヘルペ
スウイルス病」は、
マゴイとニシキゴイに特有の病気
で、他の魚種には感染しません。ま
た感染したコイを食べても人には感
染しません。 【お願い】▶コイを飼っ
ている方は、コイを川や池などに移
したり、捨てたりしないでくださ
い。死んだコイは、可燃ごみとして
市の指定袋に入れて処分してくだ
さい。▶コイ釣りをされる方は、
釣ったコイを他の川や池などに移
さないでください。▶川や池で、コ
イの大量死を発見された場合や飼育
池で続けてコイが死ぬことがあれ
ば、以下へご連絡ください。 
　府丹後広域振興局農林商工部（☎
62-4315） 、海業水産課（☎69-0460）

コイヘルペスウイルス（KHV）病の
まん延防止にご協力を

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用は、再
度申し出が必要）。▶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。▶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。平成29年5月末までの申請
分まで適用）。　　　　雇用保険受
給資格者証、印鑑　　　市民局
　税務課（☎69-0180）

　丹後織物工業組合が推薦する事
業者が、市内で行う生産設備の新
設、更新、改良に対し、その経費の
一部を補助します。　　市内で織物
製造等の事業活動を行い、かつ市内
に住所または所在地を有する法人お
よび個人事業者で、市税等の滞納の
ない方。※「京都府伝統産業生産基
盤支援事業費補助金」に申請した方
も申請可。※丹後織物工業組合の推
薦書が必要。　　【補助対象経費】
生産設備の新設、更新、改良に要す
る経費（機械装置購入費、備品購入
費、外注加工費、運搬費、設置費、
消耗品購入費等）。※対象経費の合
計が30万円に満たない場合は、対
象外。　　【補助金額】対象経費の3
分の1以内（上限250万円、下限10
万円）　　5月31日（水）までに
　　
　商工振興課（☎69-0440）

京丹後市奨学金

平成29年度
地域農業振興事業補助金

商工業支援補助金
（外国人観光客等受入れ環境整備事業）

に当たっては「農業経営改善計画認
定申請書」の計画内容との整合性も
ご確認ください（今回申請する機械
の導入予定がない場合は 、計画変
更協議および手続きが別途必要にな
ります）。▶平成26年度以前に、前事
業である認定農業者支援事業・農業
団体等育成強化事業、平成27年度
以降に当該事業の採択を受けた認定
農業者・農業団体については、事業
採択の優先順位が下がる場合があり
ますので、ご了承ください。　
　6月30日（金）まで
　農政課（☎69-0410）

“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
《軽減を受けるには申し出が必要です》
　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
付を受ける方。▶雇用保険の特定受
給資格者（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▶雇用保険の特定理由
離職者（雇用保険受給資格者証の離
職理由コードが、23.33.34）の方
　【対象期間】▶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（平成29年5月末
までの申請分まで適用）▶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【注意
事項】▶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
減は前年の給与所得を100分の30と
みなして行います。▶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
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　6月1日を基準日として、全国一
斉に｢工業統計調査｣が実施されま
す。各事業所の活動実態を明らかに
することを目的とした、国による重
要な調査です。調査員証を携帯した
調査員がお伺いしますので、ご協力
ください。　　5月下旬頃～　　従
業者４人以上の製造業を営む全て
の事業所※今回の調査から一部の
事業所において、インターネット回
答が可能となっています。
　総務課（☎69-0140）

時

「工業統計調査」の実施
回答にご協力を

対
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織物業生産基盤支援事業
補助金

国民健康保険税を軽減
ー特定受給資格者・特定理由離職者ー
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平成29年5月10日号 No.314　おしらせ版

　中小企業者等　　【対象事業】▶
施設看板・案内表示等多言語化事
業：外国語による施設看板、案内表
示、パンフレット、ホームページ等
を作成する事業▶クレジットカード
決済機器導入事業：国際的に利用可
能なクレジット
カード決済機器
を導入する事業
▶Wi-Fi等 無 線
LAN整備事業：不特定かつ多数の
者が無料で利用できるWi-Fi規格等
の無線LANを整備する事業④免税
店開設事業：免税販売に対応するた
めの整備を行う事業
　【補助率】2分の1以内（上限20万
円）※複数事業を申請する場合は、
その対象経費の合計額の2分の1以内
の額とし、20万円を限度とします。　
【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」を提出し
てください。
　6月1日（木）～30日（金）まで（土・
日曜日、祝日を除く）
　商工振興課（☎69-0440）

　以下のいずれかの該当者▶市内に
住所を有する認定農業者で営農規模
の拡大に取り組む方▶市内に住所を
有する農業団体で、作業の省力化に
取り組む方▶市内に住所を有する3
戸以上の農業団体または同種の作物
を生産する団体で、永年性作物の導
入に取り組む方　　【補助対象】機
械設備の整備、永年性作物　　【補
助率】事業費の2分の1（上限50万
円）【注意事項】申請時に数値目標を
設定していただき、事業完了後3年
間、目標数値の推移を報告していた
だくことが必要です。▶申請件数が
多い場合は、事業内容を審査の上事
業効果の大きい新規事業を優先して
採択し、補助率を3分の1程度まで引
き下げる場合があります。また申請

　平成28年度分の住民税が課税さ
れていない方。ただし、課税されて
いる方から扶養を受けている場合や
生活保護の受給者である場合などは
除く。　【支給額】1人当たり15,000
円（支給は1回限り）　　2月1日（水）
～7月31日（月）までに　　 ※申請書
は、1月末に対象となる可能性のあ
る方に送付済。　
　生活福祉課（☎69-0310）
≪ご注意ください！給付金を装っ
た事案が発生しています！！≫

≪給付奨学金≫※所得要件あり。
　①高等学校、高等専門学校（1～3
年）、専修学校（高等課程）、中等教
育学校後期課程、特別支援学校高等
部の生徒
②大学、短期大学、大学院、専修学
校（専門課程および一般課程）、高等
専門学校（4、5年）の生徒　
　【支給額】①1人当たり5,000円／
月②1人当たり10,000円／月
≪貸付奨学金（無利子）≫※所得要件・
成績要件あり。
▶修学支援金：　平成30年度に大
学、短期大学、専修学校（専門課程お
よび一般課程）、高等専門学校（4、
5年）に進学を希望する方　　【支給
額】1人当たり年額100万円以内
▶入学支度金：　平成30年度に大学、
短期大学、専修学校（専門課程およ
び一般課程）に進学を希望する方　
　【支給額】1人当たり70万円以内
　6月9日（金）～30日（金）詳しくは、
教育委員会、地域公民館、市民局、
　にある募集要項をご覧ください。
　教育総務課（☎69-0610）

【申込期間】5月26日（金）13時～6月
12日（月）23時【申込方法】「京都地
方税機構」のホームページから申し
込みの上、京都地方税機構丹後地方
事務所へ連絡してください。※公売
を中止することもあります。【申込
に必要なもの】公売保証金（見積価
格の1割）、農地については市農業
委員会が交付する買受適格証明書が
必要です。
【公売予定物件（地目・地積等は公
簿上のもの）】
①（建物）網野町浜詰小字牛揚44番、
木造2階建〈居宅・物置〉計467.84㎡、
見積価格1,600,000円
②（土地）網野町網野783番､784番､
785番〈宅 地〉計679.62㎡/（建 物）
木造2階建〈居宅・工場〉延546.25㎡
/鉄骨･木造3階建〈共同住宅・倉庫〉
延706.54㎡、見積価格3,990,000円
③（土地）大宮町奥大野小字平家谷
1712番〈田〉2,127㎡、見積価格
570,000円
④（土地）久美浜町神谷小字二反田
485番1、486番〈宅地〉計257.84㎡
/（建物） 土蔵造2階建〈物置〉延24.14
㎡、見積価格530,000円
⑤（土地）峰山町石丸小字間持541
番、542番、543番〈田（耕作放棄地）〉
計1,976㎡、見積価格250,000円
⑥（土地）大宮町善王寺723番、740
番〈宅地〉計859.5㎡/（723番建物）
木・鉄骨造セメント瓦葺平家建〈居宅・
倉庫・車庫〉41.80㎡/（740番建物）
木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺平家建
〈居宅兼工場〉213.72㎡、見積価格
5,540,000円
【入札日】6月19日（月）13時～6月26
日（月）13時【買受代金納付期限】7月
3日（月）14時
　京都地方税機構 丹後地方事務所
（☎68-1041）
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 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
新山橋補修工事 峰山町荒山 林建設㈱ 36,070,920 H29.3.31
鳥取橋補修工事 弥栄町鳥取　 丹後北都不動産㈱ 30,080,160 H29.3.31
大畑橋・畷橋橋梁補修工事 網野町切畑　 羽賀工業 6,342,840 H29.3.31
消防ヘリポート電気設備工事 弥栄町溝谷他 藤村電業㈱ 11,340,000 H29.6.30
ヘリポート整備工事 弥栄町溝谷　 西角建設㈱ 25,180,200 H29.6.30
※公共工事の入札・契約に関する情報は、入札契約課または市ホームペー
ジ「入札・契約情報」コーナーで閲覧できます。　入札契約課（☎69-0170）

3月公共工事発注状況

問

　お近くの銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア、
府の納税窓口で納期限までに忘れずに納付してください。
　府丹後広域振興局企画総務部税務室（☎62-4303）

平成29年度自動車税の納期限は5月31日です

問

　コイにとって非常に恐ろしい病気
である「コイヘルペスウイルス（KHV）
病」は、死亡率が高く、感染魚との
接触や飼育水を介して広がります。
病気のまん延を防
止するため、次の
ことについてご協
力をお願いします。  
なお、「コイヘルペ
スウイルス病」は、
マゴイとニシキゴイに特有の病気
で、他の魚種には感染しません。ま
た感染したコイを食べても人には感
染しません。 【お願い】▶コイを飼っ
ている方は、コイを川や池などに移
したり、捨てたりしないでくださ
い。死んだコイは、可燃ごみとして
市の指定袋に入れて処分してくだ
さい。▶コイ釣りをされる方は、
釣ったコイを他の川や池などに移
さないでください。▶川や池で、コ
イの大量死を発見された場合や飼育
池で続けてコイが死ぬことがあれ
ば、以下へご連絡ください。 
　府丹後広域振興局農林商工部（☎
62-4315） 、海業水産課（☎69-0460）

コイヘルペスウイルス（KHV）病の
まん延防止にご協力を

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用は、再
度申し出が必要）。▶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。▶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。平成29年5月末までの申請
分まで適用）。　　　　雇用保険受
給資格者証、印鑑　　　市民局
　税務課（☎69-0180）

　丹後織物工業組合が推薦する事
業者が、市内で行う生産設備の新
設、更新、改良に対し、その経費の
一部を補助します。　　市内で織物
製造等の事業活動を行い、かつ市内
に住所または所在地を有する法人お
よび個人事業者で、市税等の滞納の
ない方。※「京都府伝統産業生産基
盤支援事業費補助金」に申請した方
も申請可。※丹後織物工業組合の推
薦書が必要。　　【補助対象経費】
生産設備の新設、更新、改良に要す
る経費（機械装置購入費、備品購入
費、外注加工費、運搬費、設置費、
消耗品購入費等）。※対象経費の合
計が30万円に満たない場合は、対
象外。　　【補助金額】対象経費の3
分の1以内（上限250万円、下限10
万円）　　5月31日（水）までに
　　
　商工振興課（☎69-0440）

京丹後市奨学金

平成29年度
地域農業振興事業補助金

商工業支援補助金
（外国人観光客等受入れ環境整備事業）

に当たっては「農業経営改善計画認
定申請書」の計画内容との整合性も
ご確認ください（今回申請する機械
の導入予定がない場合は 、計画変
更協議および手続きが別途必要にな
ります）。▶平成26年度以前に、前事
業である認定農業者支援事業・農業
団体等育成強化事業、平成27年度
以降に当該事業の採択を受けた認定
農業者・農業団体については、事業
採択の優先順位が下がる場合があり
ますので、ご了承ください。　
　6月30日（金）まで
　農政課（☎69-0410）

“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
《軽減を受けるには申し出が必要です》
　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
付を受ける方。▶雇用保険の特定受
給資格者（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▶雇用保険の特定理由
離職者（雇用保険受給資格者証の離
職理由コードが、23.33.34）の方
　【対象期間】▶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（平成29年5月末
までの申請分まで適用）▶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【注意
事項】▶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
減は前年の給与所得を100分の30と
みなして行います。▶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
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　6月1日を基準日として、全国一
斉に｢工業統計調査｣が実施されま
す。各事業所の活動実態を明らかに
することを目的とした、国による重
要な調査です。調査員証を携帯した
調査員がお伺いしますので、ご協力
ください。　　5月下旬頃～　　従
業者４人以上の製造業を営む全て
の事業所※今回の調査から一部の
事業所において、インターネット回
答が可能となっています。
　総務課（☎69-0140）

時

「工業統計調査」の実施
回答にご協力を
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写体となった人物や建物の管理者な
どに応募の許可を得たもの。　　【応
募作品の活用方法】健康づくり講演
会等の会場への展示や広報活動に
使用し、撮影者氏名、撮影場所、撮
影年月日、コメント等を掲載する。
【注意事項】応募写真・データは返
却しません。また、掲載しない場合
や加工を行う場合があります。応募
作品の著作権・使用権は京丹後市に
帰属するものとし、使用は無償で行
います。市では、肖像権侵害等の責
任は一切負わないものとします。
　市内在住の方　　9月29日（金）ま
でに　　　　　現像した写真（デジ
タルデータも可）
　健康推進課（☎69-0350）

　地球温暖化防止や生物多様性保
全等の環境保全効果の高い営農活
動に対して支援を行います。　　構
成員が農業振興地域内においてエコ
ファーマーを取得した作物において
対象の取り組みを行う農業者グルー
プ（2戸以上の任意組合、集落営農
組織など）　　【対象活動と交付額】
▶特別栽培（5割低減）と併せて①カ
バークロップ：10㌃当たり8,000
円（ヒエの種子を使用する場合、10
㌃当たり7,000円）②堆肥の使用：
10㌃当たり4,400円③リビングマル
チ：10㌃当たり8,000円（小麦・大麦・
イタリアンライグラスの種子を使用
する場合、10㌃当たり5,000円）④
草生栽培：10㌃当たり5,000円⑤冬
季湛水管理：10㌃当たり8,000円
（a：畦の補強等を行わない場合、10
㌃当たり7,000円）（b：有機質肥料の
購入・投入実態が無い場合、10㌃当
たり5,000円）（c：上記a、bの両方に
該当する場合、10㌃当たり4,000円）
⑥緩効性肥料の利用および長期中干
し：10㌃当たり4,000円⑦炭の投入：
10㌃当たり5,000円⑧バンカープラ
ンツの植栽：10㌃当たり8,000円▶
単独活動⑨有機農業：10㌃当たり
8,000円（そば等雑穀・飼料作物は、
10㌃当たり3,000円）【注意事項】本
事業は国の予算の範囲内で交付金を
交付するため、申請額が予算額を上
回った場合は、交付金が減額される
ことがあります。　　6月2日（金）
までに
　農政課（☎69-0410）

≪水田ビオトープ推進事業≫
　コウノトリを
はじめ多様な生
物が息づく自然
環境整備などに
要する費用の一部を助成します。①
生物多様性のための水田ビオトープ
の設置・管理②生物多様性のための
研修・生き物調査、その他推進活動
※①は必ず実施すること。　市内の
農業者を含む3戸以上の団体など　
　【補助額】①▶新規筆：10㌃当た
り定額17,000円以内▶継続筆：10
㌃当たり定額8,000円以内②必要経
費の3分の2以内を補助【補助期間】
取組開始から3年度以内　　事業下
限額1万円以上、上限10万円（①、
②の合計額）※①については、年1回
以上の荒起こし・年1回以上の代か
き・年3回以上のあぜ草刈り・管理
作業日誌と生き物目録を記載する
こと・水田ビオトープ実施箇所に看
板を設置することなど。
≪地域資源循環型農業推進事業≫
　市内販売農家の方が4月1日以降
に購入および使用した対象の肥料
に要する経費の一部を助成します。
　①牛ふん堆肥等の特殊肥料②メ
タン発酵消化液（液肥）※肥料取締
法登録済肥料で市内生産のものに限
る。　【対象作物】販売を目的とし、
市内で生産されたものであって次の
いずれかに該当する作物▶有機農産
物（有機JAS）、特別栽培農産物（特
別栽培米など）、エコファーマーの
方が導入計画に沿って生産する作
物▶「京のブランド産品」として生
産される作物▶地域循環型農業生
産方式の対象作物として特に認め
る作物【栽培規模下限】施設栽培3㌃
以上、露地栽培10㌃以上　　【補助
額】資材購入金額の4分の1以内（限
度額5万円・農業法人および市長が
認定した集落組織などは10万円）
≪共通事項≫
　6月2日（金）までに　　　　
　農政課（☎69-0410）

要

　市内に居住、本社または生産など
の拠点を有する個人（個人事業主含
む）・法人・管理者・自治団体で、
補助対象システムを自ら使用する
方（市税等の滞納がないこと）　　
　【補助金交付の対象】次のシステ
ムの市内拠点（住宅など）への設置・
施工に要する費用①自家消費発電シ
ステム②太陽熱利用システム③木質
燃料利用システム④蓄電池システム
　【補助金額】①2万円/kW（上限額
20万円）②～④5万円/定額（取得費
50万円以上）【追加支援】個人宅へ
太陽光発電と蓄電池システムを
セットで新規同時導入する場合に
限り、上記①と④の補助金額に加
え、「京都府家庭向け自立型再生可
能エネルギー導入事業費補助金」に
よる以下の追加支援が活用可能。①
1万円/kW（上限額4万円）④5万円
/kWh（上限額30万円）
　7月14日（金）までに　、　（必着）
　市民環境課（☎69-0210）

　大雨やゲリラ豪雨による浸水被
害の軽減を図るため、雨水貯留槽
（建物の屋根に降った雨水を雨どい
から分岐して貯留するタンク）の、
購入費用の一部を補助します。　　
　対象区域（網野町網野、浅茂川お
よび下岡のそれぞれ一部の区域）に
建物を所有または使用している方
　貯留量が100㍑以上の市販されて
いるもので、市内の業者から購入す
るもの。※1建物につき1基とし、同
一申請者につき1年度当たり1基ま
で。　　【補助上限額】45,000円（雨
水タンク購入費の4分の3）　　随時
　土木課（☎69-0520）

雨水貯留槽設置補助金

環境保全型農業
直接支払交付金事業

地産地消型エネルギー
導入促進支援補助金

平成29年度コウノトリと
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　市では、京丹後市美しいふるさと
づくり条例を制定しました。この条
例に基づき、保全主体が作成する環
境共生自主計画を募集します。計画
が承認された地域は、環境共生活動
推進地域・特別保護区域の指定を受
けることができます。同区域の告示
を受けた地域は、京丹後市美しいふ
るさとづくり推進事業費補助金を申
請することができます。　　保全、
啓発および体験等の社会的活用を通
した環境共生推進活動を行おうとす
る方であって、当該地域内での活動
実績を有し、当該地域の属する自治
会の同意を得た方（任意の団体でも可
能）。　　【対象地域】次の①～③の
いずれかに該当する市内地域。①地
質もしくは地形が特異であり、また
は特異な自然の現象が生じている
状態を含み、これと一体となって自
然環境を形成している地域。②保全
すべきと認められる天然植生の状
態を含み、これと一体になって自然
環境を形成している地域③生存す
る希少動植物を良好に育む環境を
維持している状態を含み、これと一
体になって自然環境を形成してい
る地域。　
　市民環境課（☎69-0210）

　市では、自殺のないまちづくりを
進める一環として、ひまわりの種を
笑顔の種と名付け、「ひまわりの花
いっぱい運動」に取り組んでいます。
皆さんが撮ったひまわりの写真を募
集します。　　▶撮影者に著作権の
ある未発表・未公開のオリジナル作
品で他に応募していないもの。▶被

「京丹後市美しいふるさとづくり条例
環境共生自主計画」を募集 
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ひまわりの写真を募集

要

　5月21日（日）4時30分～11時00分
　三津漁港　　朝市と定置網体験
（4時集合）　　　20人　　中学生以
上1,000円、小人500円※小学生は
保護者同伴▶鮮魚販売（8時～9時）
▶露店（9時～11時）　　定置網体験
のみ要予約　
　明日の三津と海を考える会　西村
さん（☎090-2282-6544）
　http://jf-mitsu.com/

　5月21日（日）9時※雨天中止
　小町公園駐車場集合（その後、小
町公園周辺を散策）
　小学生以上（小学生は保護者同
伴、中高生は必ず保護者の承諾を得
てください）　　タオル、飲み物※
ノルディックウォーキングのポー
ルは貸し出します。
　社会教育課（☎69-0630）

　6月18日（日）7時　　【集合】豊栄
小学校付近 　　【コース概要】丹後
町成願寺スタート：7時）→等楽寺（弥
栄）→味土野（弥栄）→野中（弥栄）→
是安（丹後）→丹後町成願寺（ゴール：
16時）丹後の山野や廃村跡地を訪ね、
28.0㌔の距離を楽しみながら歩きま
す※走行困難な箇所を除いてサポー
ト車両が同行。　　ハイキングの装
備、弁当・飲み物など。　　京丹後
市在住の社会人　　　20人　　5月
29日（月）～6月8日（木）地域公民館
　丹後地域公民館（☎69-0664）

三津漁港朝市

小町の里周辺
ノルディックウォーキング体験会
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問
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講座・催し

　（公財）祇神会では、地域の民俗
芸能、無形文化財や有形民俗文化財
の保存のための活動をしている個人
や団体に対して助成金を支出してい
ます。　　市教育委員会等の推薦書
が必要です。　　6月16日（金）
　文化財保護課（☎69-0640）

（公財）祇神会による
民俗文化財等への助成

ぎしんかい

受
問

要

京都府北部地域の124事業所が参加
　5月25日（木）12時30分～16時　
　京都市勧業館みやこめっせ（京都
市左京区）　　▶説明会事前セミ
ナー（12時30分～12時50分）▶7市
町内の124事業所による企業説明会
（13時～16時）▶ハローワークコー
ナー（13時～16時）▶各種相談コー
ナ ー（13時～16時）就 職 相 談、Ｕ・Ｉ
ターン相談▶情報発信コーナー（13
時～16時）北部7市町、京都府中丹・
丹後広域振興局　　大学等の卒業予
定者、未就職卒業者、U・Iターン希望
者、一般求職者等　　京都府北部地
域連携都市圏形成推進協議会（福知
山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹
後市・伊根町・与謝野町）
　商工振興課
（☎69-0440 　72-2030）

主

対

問

京都府北部7市町
合同企業説明会

時
所

内

注目！

不妊治療費助成・母子家庭奨学金・子育て支援医療費についてはP10をご覧
ください。

要
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写体となった人物や建物の管理者な
どに応募の許可を得たもの。　　【応
募作品の活用方法】健康づくり講演
会等の会場への展示や広報活動に
使用し、撮影者氏名、撮影場所、撮
影年月日、コメント等を掲載する。
【注意事項】応募写真・データは返
却しません。また、掲載しない場合
や加工を行う場合があります。応募
作品の著作権・使用権は京丹後市に
帰属するものとし、使用は無償で行
います。市では、肖像権侵害等の責
任は一切負わないものとします。
　市内在住の方　　9月29日（金）ま
でに　　　　　現像した写真（デジ
タルデータも可）
　健康推進課（☎69-0350）

　地球温暖化防止や生物多様性保
全等の環境保全効果の高い営農活
動に対して支援を行います。　　構
成員が農業振興地域内においてエコ
ファーマーを取得した作物において
対象の取り組みを行う農業者グルー
プ（2戸以上の任意組合、集落営農
組織など）　　【対象活動と交付額】
▶特別栽培（5割低減）と併せて①カ
バークロップ：10㌃当たり8,000
円（ヒエの種子を使用する場合、10
㌃当たり7,000円）②堆肥の使用：
10㌃当たり4,400円③リビングマル
チ：10㌃当たり8,000円（小麦・大麦・
イタリアンライグラスの種子を使用
する場合、10㌃当たり5,000円）④
草生栽培：10㌃当たり5,000円⑤冬
季湛水管理：10㌃当たり8,000円
（a：畦の補強等を行わない場合、10
㌃当たり7,000円）（b：有機質肥料の
購入・投入実態が無い場合、10㌃当
たり5,000円）（c：上記a、bの両方に
該当する場合、10㌃当たり4,000円）
⑥緩効性肥料の利用および長期中干
し：10㌃当たり4,000円⑦炭の投入：
10㌃当たり5,000円⑧バンカープラ
ンツの植栽：10㌃当たり8,000円▶
単独活動⑨有機農業：10㌃当たり
8,000円（そば等雑穀・飼料作物は、
10㌃当たり3,000円）【注意事項】本
事業は国の予算の範囲内で交付金を
交付するため、申請額が予算額を上
回った場合は、交付金が減額される
ことがあります。　　6月2日（金）
までに
　農政課（☎69-0410）

≪水田ビオトープ推進事業≫
　コウノトリを
はじめ多様な生
物が息づく自然
環境整備などに
要する費用の一部を助成します。①
生物多様性のための水田ビオトープ
の設置・管理②生物多様性のための
研修・生き物調査、その他推進活動
※①は必ず実施すること。　市内の
農業者を含む3戸以上の団体など　
　【補助額】①▶新規筆：10㌃当た
り定額17,000円以内▶継続筆：10
㌃当たり定額8,000円以内②必要経
費の3分の2以内を補助【補助期間】
取組開始から3年度以内　　事業下
限額1万円以上、上限10万円（①、
②の合計額）※①については、年1回
以上の荒起こし・年1回以上の代か
き・年3回以上のあぜ草刈り・管理
作業日誌と生き物目録を記載する
こと・水田ビオトープ実施箇所に看
板を設置することなど。
≪地域資源循環型農業推進事業≫
　市内販売農家の方が4月1日以降
に購入および使用した対象の肥料
に要する経費の一部を助成します。
　①牛ふん堆肥等の特殊肥料②メ
タン発酵消化液（液肥）※肥料取締
法登録済肥料で市内生産のものに限
る。　【対象作物】販売を目的とし、
市内で生産されたものであって次の
いずれかに該当する作物▶有機農産
物（有機JAS）、特別栽培農産物（特
別栽培米など）、エコファーマーの
方が導入計画に沿って生産する作
物▶「京のブランド産品」として生
産される作物▶地域循環型農業生
産方式の対象作物として特に認め
る作物【栽培規模下限】施設栽培3㌃
以上、露地栽培10㌃以上　　【補助
額】資材購入金額の4分の1以内（限
度額5万円・農業法人および市長が
認定した集落組織などは10万円）
≪共通事項≫
　6月2日（金）までに　　　　
　農政課（☎69-0410）

要

　市内に居住、本社または生産など
の拠点を有する個人（個人事業主含
む）・法人・管理者・自治団体で、
補助対象システムを自ら使用する
方（市税等の滞納がないこと）　　
　【補助金交付の対象】次のシステ
ムの市内拠点（住宅など）への設置・
施工に要する費用①自家消費発電シ
ステム②太陽熱利用システム③木質
燃料利用システム④蓄電池システム
　【補助金額】①2万円/kW（上限額
20万円）②～④5万円/定額（取得費
50万円以上）【追加支援】個人宅へ
太陽光発電と蓄電池システムを
セットで新規同時導入する場合に
限り、上記①と④の補助金額に加
え、「京都府家庭向け自立型再生可
能エネルギー導入事業費補助金」に
よる以下の追加支援が活用可能。①
1万円/kW（上限額4万円）④5万円
/kWh（上限額30万円）
　7月14日（金）までに　、　（必着）
　市民環境課（☎69-0210）

　大雨やゲリラ豪雨による浸水被
害の軽減を図るため、雨水貯留槽
（建物の屋根に降った雨水を雨どい
から分岐して貯留するタンク）の、
購入費用の一部を補助します。　　
　対象区域（網野町網野、浅茂川お
よび下岡のそれぞれ一部の区域）に
建物を所有または使用している方
　貯留量が100㍑以上の市販されて
いるもので、市内の業者から購入す
るもの。※1建物につき1基とし、同
一申請者につき1年度当たり1基ま
で。　　【補助上限額】45,000円（雨
水タンク購入費の4分の3）　　随時
　土木課（☎69-0520）

雨水貯留槽設置補助金

環境保全型農業
直接支払交付金事業

地産地消型エネルギー
導入促進支援補助金
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　市では、京丹後市美しいふるさと
づくり条例を制定しました。この条
例に基づき、保全主体が作成する環
境共生自主計画を募集します。計画
が承認された地域は、環境共生活動
推進地域・特別保護区域の指定を受
けることができます。同区域の告示
を受けた地域は、京丹後市美しいふ
るさとづくり推進事業費補助金を申
請することができます。　　保全、
啓発および体験等の社会的活用を通
した環境共生推進活動を行おうとす
る方であって、当該地域内での活動
実績を有し、当該地域の属する自治
会の同意を得た方（任意の団体でも可
能）。　　【対象地域】次の①～③の
いずれかに該当する市内地域。①地
質もしくは地形が特異であり、また
は特異な自然の現象が生じている
状態を含み、これと一体となって自
然環境を形成している地域。②保全
すべきと認められる天然植生の状
態を含み、これと一体になって自然
環境を形成している地域③生存す
る希少動植物を良好に育む環境を
維持している状態を含み、これと一
体になって自然環境を形成してい
る地域。　
　市民環境課（☎69-0210）

　市では、自殺のないまちづくりを
進める一環として、ひまわりの種を
笑顔の種と名付け、「ひまわりの花
いっぱい運動」に取り組んでいます。
皆さんが撮ったひまわりの写真を募
集します。　　▶撮影者に著作権の
ある未発表・未公開のオリジナル作
品で他に応募していないもの。▶被

「京丹後市美しいふるさとづくり条例
環境共生自主計画」を募集 
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　5月21日（日）4時30分～11時00分
　三津漁港　　朝市と定置網体験
（4時集合）　　　20人　　中学生以
上1,000円、小人500円※小学生は
保護者同伴▶鮮魚販売（8時～9時）
▶露店（9時～11時）　　定置網体験
のみ要予約　
　明日の三津と海を考える会　西村
さん（☎090-2282-6544）
　http://jf-mitsu.com/

　5月21日（日）9時※雨天中止
　小町公園駐車場集合（その後、小
町公園周辺を散策）
　小学生以上（小学生は保護者同
伴、中高生は必ず保護者の承諾を得
てください）　　タオル、飲み物※
ノルディックウォーキングのポー
ルは貸し出します。
　社会教育課（☎69-0630）

　6月18日（日）7時　　【集合】豊栄
小学校付近 　　【コース概要】丹後
町成願寺スタート：7時）→等楽寺（弥
栄）→味土野（弥栄）→野中（弥栄）→
是安（丹後）→丹後町成願寺（ゴール：
16時）丹後の山野や廃村跡地を訪ね、
28.0㌔の距離を楽しみながら歩きま
す※走行困難な箇所を除いてサポー
ト車両が同行。　　ハイキングの装
備、弁当・飲み物など。　　京丹後
市在住の社会人　　　20人　　5月
29日（月）～6月8日（木）地域公民館
　丹後地域公民館（☎69-0664）

三津漁港朝市

小町の里周辺
ノルディックウォーキング体験会
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講座・催し

　（公財）祇神会では、地域の民俗
芸能、無形文化財や有形民俗文化財
の保存のための活動をしている個人
や団体に対して助成金を支出してい
ます。　　市教育委員会等の推薦書
が必要です。　　6月16日（金）
　文化財保護課（☎69-0640）

（公財）祇神会による
民俗文化財等への助成

ぎしんかい

受
問

要

京都府北部地域の124事業所が参加
　5月25日（木）12時30分～16時　
　京都市勧業館みやこめっせ（京都
市左京区）　　▶説明会事前セミ
ナー（12時30分～12時50分）▶7市
町内の124事業所による企業説明会
（13時～16時）▶ハローワークコー
ナー（13時～16時）▶各種相談コー
ナ ー（13時～16時）就 職 相 談、Ｕ・Ｉ
ターン相談▶情報発信コーナー（13
時～16時）北部7市町、京都府中丹・
丹後広域振興局　　大学等の卒業予
定者、未就職卒業者、U・Iターン希望
者、一般求職者等　　京都府北部地
域連携都市圏形成推進協議会（福知
山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹
後市・伊根町・与謝野町）
　商工振興課
（☎69-0440 　72-2030）
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京都府北部7市町
合同企業説明会
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不妊治療費助成・母子家庭奨学金・子育て支援医療費についてはP10をご覧
ください。

要
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30分まで　　峰山総合福祉セン
ター　　講義と演習①日本の「自殺
の現状」と誰にでもある「こころの
病」②私たちに求められていること
～ゲートキーパーへの誘い～　講
師：京都文教大学臨床心理学部教育
福祉心理学科講師　松田美枝さん
≪傾聴講座 －こころに寄り添って
聴く－≫　6月15日（木）13時30分
～16時30分まで　　峰山総合福祉セ
ンター　　講義と演習①話を聴くと
いうこと～その援助的意味～②人の
感情を理解するために　講師：（福）
京都いのちの電話　事務局長　中
瀬真弓さん
　「こころ・いのち・つなぐ手講座」
は5月16日（火）、「傾聴講座」は6月
12日（月）までに　　 ※氏名、生年
月日、年齢、住所、電話番号をお知
らせください。
　健康推進課
　（☎69-0350　 62-1156）

　　6月1日（木）リズム体操（サザ
エさん体操等）、絵手紙教室▶6月6
日（火）着物リフォーム教室▶6月10
日（土）習字教室▶6月12日（月）う
た声サロン▶6月16日（金）絵手紙
教室▶6月20日（火）着物リフォー
ム教室▶6月21日（水）前結び着付
け教室▶6月24日（土）習字教室▶6
月26日（月）うた声サロン※時間は
いずれも9時30分～2時間程度。　
　和い輪い楽習館※うたごえサロン
はいきいきセンター。リズム体操、
着付け、リフォーム教室は「がや我家」
（楽習室）で14時～。習字教室「がや
我家」（楽習室）で9時30分～。　　
　要問い合わせ　
　300円※材料費は別途　　事前
　（公社）京丹後市シルバー人材セン
ター（☎65-0052）
◎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
行っています。（日程等は問い合わ
せてください）

　6月5日（月）13時30分～15時30
分　　特別養護老人ホームふるさと
（網野町小浜）　　施設見学・体験
　介護・福祉事業所への就職を考え
ている方　　事前　～6月2日（金）
　北京都ジョブパーク 福祉人材
コーナー（☎0773-22-3878）

　

　6月17日（土）12時～17時　　み
やこめっせ（京都市勧業館）　　法
人ＰＲタイム等（12時～）▶合同就
職説明会（13時～）【出展法人】京都
府内の介護・福祉事業所 約140法
人※本フェアは京都府補助事業で、
出展法人は全て「きょうと福祉人材
育成認証制度」の上位認証・認証・
宣言事業所　　平成30年3月卒業予
定者（大学4回生、短大2回生等）、一
般求職者等、医療系有資格者等※一
般の学部学科の方、一般求職者の
方を広く募集。　
　福祉職場就職フェア実行委員会
（社会福祉法人 京都府社会福祉協議
会☎075-252-6297）

い工房（大宮町三坂☎64-5558）　
　結成18年目を迎える会員9人の写
真展示（40点～）　
　かぶと山写楽会　代表　城下　勝
（☎83-1548）

　6月2日（金）～4日（日）9時～17
時※4日は16時まで　　大宮ふれあ

　6月11日（日）10時～15時　
　網野体育センター・多目的広場（雨天時は体育館）　
　ステージ 地域団体や障害者関係団体、桃山の里利用者の発表など
　模擬店 協力団体、ボランティアによる模擬店、桃山の里の製品販売、
 フリーマーケット
　同実行委員会（事務局：社会福祉法人あみの福祉会　四つ葉ハウス内☎79-2525）

桃山の里ふれあいフェスタ2017

　5月20日（土）14時～15時　　弥
栄地域公民館　　手あそび、絵本
『はっぱのおうち』、大型絵本『おか
しなかくれんぼ』『きょうはなんて
うんがいいんだろう』、大型紙芝居
『くれよんさんのけんか』、ペープ
サート「ふしぎな部屋」、工作「おり
がみかざぐるま」
　弥栄図書室（☎65-2101）

　6月11日（日）10時30分～11時
30分　　峰山地域公民館　　ペー
プサート「金のおの銀のおの」 、大
型絵本、パネルシアター、工作ほか
　峰山図書館（☎62-5101）

『20年目のありがとう。～ナホトカ号
重油事故からの歩み～』
あなたの拾ったごみが入場券
　6月4日（日）9時～夕方　　琴引浜
特設会場　　琴引浜の保全・活用の
軌跡を、未来を生きる子どもたちに
伝えるコンサート。▶ビーチクリーン
アップ（9時～）▶漂着ゴミアート
「Art was born!海の落としもの～未
来へつなぐ琴引の想い～」発表（11時
40分）▶オープニングショー（11時
50分～）▶コンサート（13時10分～）
▶重油災害写真展示▶フリーマー
ケット＆フードブース▶エコキャッ
プ収集（緑の募金へ）※当日スタッフ、
フリーマーケット＆フードブース出
店者、協賛企業を募集
≪プレイベント≫　5月28日（日）8
時受付　　琴引浜　　ノルディック
ウォーキング
　琴引浜鳴き砂文化館（☎72-5511）
※火曜日休館

第24回
はだしのコンサート2017

峰山図書館
おはなしひろば夏スペシャル

弥栄図書室
春のお楽しみ会

 場所（主催） 日時  行事名
峰山図書館 5/13（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
 19（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 20（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 26（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 27（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 6/2（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 3（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 9（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 10（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
大宮図書室 5/20（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
　 6/3（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
　　 10（土） 11:00～11:30 おりがみ・工作の日（3歳～）
　 10（土） 14:00～14:30 おりがみ・工作の日（3歳～）
　　 14（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
あみの図書館 5/13（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 13（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 18（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　 20（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 20（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 25（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　　 27（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 27（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 6/3（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 3（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 8（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　 10（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 10（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 15（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
丹後図書室 5/17（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 24（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 31（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 6/7（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 14（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
弥栄図書室 5/18（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
　 6/15（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
久美浜図書室 5/21（日） 14:00～14:30 読み聞かせ「おはなしの花束」
　 25（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象）

図書館（室）読み聞かせ

所

時 所

所

所

所

内

内

内

内

内

問

時

時

時
時

問

問

問

問

ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア

丹後地域職業訓練センター職業訓練講座（夜間）
講座名 実施期間（回数） 受講料 場　所

6/8～7/31

6/16～7/14

6/16～7/18

6/20～7/18
6/24～7/22
6/26～7/31

（14回）

（9回）

（10回）

（9回）
（9回）
（9回）

15,000円

9,000円

12,000円

15,000円
9,000円
9,000円

峰山地域
公民館

丹後勤労者
福祉会館

※受講時間は18時30分～21時30分
　開講日の2週間前までに、申込書に受講料を添えて提出。（定員に達した
時点で締め切り）　　　職業訓練法人丹後地域職業訓練協会（☎68-0365）
　http://wakuwakukan.jimdo.com

グラフィックデザイン
入門講座Ａ
ワード入門講座Ｃ
第二種電気工事士受験
講座（技能試験対策）
調剤薬局事務講座
エクセル入門講座Ｂ
エクセル入門講座Ｃ

時

時

所

所

内

内

対

対

受

受

問

問

問

福祉職場見学・体験会

第8回京丹後市総合文化祭
舞台芸能祭

　5月28日（日）開場：9時30分、開演：
10時　　京都府丹後文化会館
　市文化協会所属団体による舞台
発表（大正琴・箏・三味線・唄・ピ
アノ・ミュージックベル・剣扇詩舞・
社交ダンス・歌謡・サックス・日本
舞踊・民踊・新舞踊・ジャズダンス・
マジック・太極拳・謡曲・仕舞・よ
さこい・モダンバレエダンス・帯前
結び・オカリナ・フラダンスなど）
▶お茶席（9時30分～15時30分）▶手
作りパン・ぼたもち等の販売（10時
～）
　京丹後市文化協会（社会教育課内
☎69-0630）
問

時
所

内

かぶと山写楽会
2017写真展

時
所

内

テーマ：みんなで盛り上がるたのしい
手しごと展にしよう！
　5月28日（日）10時～15時　　社
会福祉法人久美の浜福祉会かがやき
の杜　　さをり製品、紙すき製品、
豆腐、加工品等の自主製品の展示販
売▶さをり織り、紙すきの実演・ワー
クショップ▶仲間の絵画、書道など
の作品展、スタンプラリー、ダンボー
ルアート▶喫茶コーナー▶模擬店
　社会福祉法人久美の浜福祉会かが
やきの杜（☎84-0759）

第13回仲間の手しごと展

時 所

内

問

（別途教材費要）

（別途教材費要）

（別途教材費要）
（別途教材費要）
（別途教材費要）

≪こころ・いのち・つなぐ手講座－
気づき、聴き、つなぎ、見守る－≫
　5月19日（金）13時30分～16時

和い輪い楽習館
6月開講講座

「こころ・いのち・つなぐ手
（ゲートキーパー）講座」

「傾聴講座」

時

時

所

所

内

内

受

時内

持

問

料

所

受
問

☎
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30分まで　　峰山総合福祉セン
ター　　講義と演習①日本の「自殺
の現状」と誰にでもある「こころの
病」②私たちに求められていること
～ゲートキーパーへの誘い～　講
師：京都文教大学臨床心理学部教育
福祉心理学科講師　松田美枝さん
≪傾聴講座 －こころに寄り添って
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いうこと～その援助的意味～②人の
感情を理解するために　講師：（福）
京都いのちの電話　事務局長　中
瀬真弓さん
　「こころ・いのち・つなぐ手講座」
は5月16日（火）、「傾聴講座」は6月
12日（月）までに　　 ※氏名、生年
月日、年齢、住所、電話番号をお知
らせください。
　健康推進課
　（☎69-0350　 62-1156）

　　6月1日（木）リズム体操（サザ
エさん体操等）、絵手紙教室▶6月6
日（火）着物リフォーム教室▶6月10
日（土）習字教室▶6月12日（月）う
た声サロン▶6月16日（金）絵手紙
教室▶6月20日（火）着物リフォー
ム教室▶6月21日（水）前結び着付
け教室▶6月24日（土）習字教室▶6
月26日（月）うた声サロン※時間は
いずれも9時30分～2時間程度。　
　和い輪い楽習館※うたごえサロン
はいきいきセンター。リズム体操、
着付け、リフォーム教室は「がや我家」
（楽習室）で14時～。習字教室「がや
我家」（楽習室）で9時30分～。　　
　要問い合わせ　
　300円※材料費は別途　　事前
　（公社）京丹後市シルバー人材セン
ター（☎65-0052）
◎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
行っています。（日程等は問い合わ
せてください）

　6月5日（月）13時30分～15時30
分　　特別養護老人ホームふるさと
（網野町小浜）　　施設見学・体験
　介護・福祉事業所への就職を考え
ている方　　事前　～6月2日（金）
　北京都ジョブパーク 福祉人材
コーナー（☎0773-22-3878）

　

　6月17日（土）12時～17時　　み
やこめっせ（京都市勧業館）　　法
人ＰＲタイム等（12時～）▶合同就
職説明会（13時～）【出展法人】京都
府内の介護・福祉事業所 約140法
人※本フェアは京都府補助事業で、
出展法人は全て「きょうと福祉人材
育成認証制度」の上位認証・認証・
宣言事業所　　平成30年3月卒業予
定者（大学4回生、短大2回生等）、一
般求職者等、医療系有資格者等※一
般の学部学科の方、一般求職者の
方を広く募集。　
　福祉職場就職フェア実行委員会
（社会福祉法人 京都府社会福祉協議
会☎075-252-6297）

い工房（大宮町三坂☎64-5558）　
　結成18年目を迎える会員9人の写
真展示（40点～）　
　かぶと山写楽会　代表　城下　勝
（☎83-1548）

　6月2日（金）～4日（日）9時～17
時※4日は16時まで　　大宮ふれあ

　6月11日（日）10時～15時　
　網野体育センター・多目的広場（雨天時は体育館）　
　ステージ 地域団体や障害者関係団体、桃山の里利用者の発表など
　模擬店 協力団体、ボランティアによる模擬店、桃山の里の製品販売、
 フリーマーケット
　同実行委員会（事務局：社会福祉法人あみの福祉会　四つ葉ハウス内☎79-2525）

桃山の里ふれあいフェスタ2017

　5月20日（土）14時～15時　　弥
栄地域公民館　　手あそび、絵本
『はっぱのおうち』、大型絵本『おか
しなかくれんぼ』『きょうはなんて
うんがいいんだろう』、大型紙芝居
『くれよんさんのけんか』、ペープ
サート「ふしぎな部屋」、工作「おり
がみかざぐるま」
　弥栄図書室（☎65-2101）

　6月11日（日）10時30分～11時
30分　　峰山地域公民館　　ペー
プサート「金のおの銀のおの」 、大
型絵本、パネルシアター、工作ほか
　峰山図書館（☎62-5101）

『20年目のありがとう。～ナホトカ号
重油事故からの歩み～』
あなたの拾ったごみが入場券
　6月4日（日）9時～夕方　　琴引浜
特設会場　　琴引浜の保全・活用の
軌跡を、未来を生きる子どもたちに
伝えるコンサート。▶ビーチクリーン
アップ（9時～）▶漂着ゴミアート
「Art was born!海の落としもの～未
来へつなぐ琴引の想い～」発表（11時
40分）▶オープニングショー（11時
50分～）▶コンサート（13時10分～）
▶重油災害写真展示▶フリーマー
ケット＆フードブース▶エコキャッ
プ収集（緑の募金へ）※当日スタッフ、
フリーマーケット＆フードブース出
店者、協賛企業を募集
≪プレイベント≫　5月28日（日）8
時受付　　琴引浜　　ノルディック
ウォーキング
　琴引浜鳴き砂文化館（☎72-5511）
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峰山図書館 5/13（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
 19（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 20（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 26（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 27（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 6/2（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 3（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
　 9（金） 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
　 10（土） 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
大宮図書室 5/20（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
　 6/3（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
　　 10（土） 11:00～11:30 おりがみ・工作の日（3歳～）
　 10（土） 14:00～14:30 おりがみ・工作の日（3歳～）
　　 14（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
あみの図書館 5/13（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 13（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 18（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　 20（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 20（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 25（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　　 27（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 27（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 6/3（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 3（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 8（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
　 10（土） 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 10（土） 14:00～14:30 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
　 15（木） 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
丹後図書室 5/17（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 24（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 31（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 6/7（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
　 14（水） 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
弥栄図書室 5/18（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
　 6/15（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
久美浜図書室 5/21（日） 14:00～14:30 読み聞かせ「おはなしの花束」
　 25（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象）

図書館（室）読み聞かせ

所

時 所

所

所

所

内

内

内

内

内

問

時

時

時
時

問

問

問

問

ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア

丹後地域職業訓練センター職業訓練講座（夜間）
講座名 実施期間（回数） 受講料 場　所

6/8～7/31

6/16～7/14

6/16～7/18

6/20～7/18
6/24～7/22
6/26～7/31

（14回）

（9回）

（10回）

（9回）
（9回）
（9回）

15,000円

9,000円

12,000円

15,000円
9,000円
9,000円

峰山地域
公民館

丹後勤労者
福祉会館

※受講時間は18時30分～21時30分
　開講日の2週間前までに、申込書に受講料を添えて提出。（定員に達した
時点で締め切り）　　　職業訓練法人丹後地域職業訓練協会（☎68-0365）
　http://wakuwakukan.jimdo.com

グラフィックデザイン
入門講座Ａ
ワード入門講座Ｃ
第二種電気工事士受験
講座（技能試験対策）
調剤薬局事務講座
エクセル入門講座Ｂ
エクセル入門講座Ｃ

時

時

所

所

内

内

対

対

受

受

問

問

問

福祉職場見学・体験会

第8回京丹後市総合文化祭
舞台芸能祭

　5月28日（日）開場：9時30分、開演：
10時　　京都府丹後文化会館
　市文化協会所属団体による舞台
発表（大正琴・箏・三味線・唄・ピ
アノ・ミュージックベル・剣扇詩舞・
社交ダンス・歌謡・サックス・日本
舞踊・民踊・新舞踊・ジャズダンス・
マジック・太極拳・謡曲・仕舞・よ
さこい・モダンバレエダンス・帯前
結び・オカリナ・フラダンスなど）
▶お茶席（9時30分～15時30分）▶手
作りパン・ぼたもち等の販売（10時
～）
　京丹後市文化協会（社会教育課内
☎69-0630）
問

時
所

内

かぶと山写楽会
2017写真展

時
所

内

テーマ：みんなで盛り上がるたのしい
手しごと展にしよう！
　5月28日（日）10時～15時　　社
会福祉法人久美の浜福祉会かがやき
の杜　　さをり製品、紙すき製品、
豆腐、加工品等の自主製品の展示販
売▶さをり織り、紙すきの実演・ワー
クショップ▶仲間の絵画、書道など
の作品展、スタンプラリー、ダンボー
ルアート▶喫茶コーナー▶模擬店
　社会福祉法人久美の浜福祉会かが
やきの杜（☎84-0759）

第13回仲間の手しごと展

時 所

内

問

（別途教材費要）

（別途教材費要）

（別途教材費要）
（別途教材費要）
（別途教材費要）

≪こころ・いのち・つなぐ手講座－
気づき、聴き、つなぎ、見守る－≫
　5月19日（金）13時30分～16時

和い輪い楽習館
6月開講講座

「こころ・いのち・つなぐ手
（ゲートキーパー）講座」

「傾聴講座」

時

時

所

所

内

内

受

時内

持

問

料

所

受
問

☎
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　本格的に農業に取り組もうとす
る方などを対象に「丹後農業の担い
手育成講座」を開講します。本講座
では、水稲、黒大豆枝豆、小ギク、
ミズナの基礎知識、栽培技術、鳥獣
害対策、出荷方法などについて研修
するとともに、実際に栽培している
ほ場での見学、実習を行う予定です。
【講座内容】第1回：　6月21日（水）13
時30分～16時　　丹後農業研究所
全6回を予定しています。第2回以降
は募集チラシ兼申込書（府普及セン
ター、市農政課および各市民局に設
置）をご確認ください。
　市内において本格的に農業に取
り組もうとする方や就農直後の方
で、全ての回を受講できる見込みの
方。　 15人程度（応募者多数の場合、
書類選考等により決定）　    無料
　5月31日（水）までに
　府丹後農業改良普及センター（☎
62-4308）

　　①6月7日（水）19時30分～ア
グリセンター大宮②6月21日（水）19
時30分～アグリセンター大宮③7月 
8日（土）10時～下岡神社（網野町下
岡）見学④7月22日（土）10時～アグ
リセンター大宮⑤8月5日（土）10時
～金刀比羅神社（峰山町泉）見学⑥
8月26日（土）10時～あみの図書館 
⑦9月13日（水）、⑧9月27日（水）あ
みの図書館⑨10月11日（水）19時30
分～あみの図書館⑩10月28日（土）
10時～深田部神社（弥栄町黒部）　
　1講座につき100円（資料代）　　
　【認定】受講回数によって「京丹後
史博士」の認定証を交付。　　5月
31日（水）までに　　（希望講座番号
をご連絡ください）
　文化財保護課（☎69-0640）
　bunkazaihogo@city.kyotango.lg.jp

　市民が利用する施設で救急事故
などが発生した際、従業員が応急処
置を行うことができる施設を「救
マーク認定事
業所」として認
定 しており、
新規および更
新認定の講習
を行います。
　市内に住所
を置く事業所
（職員や従事者
が複数である事業所が望ましい）、
かつ営業時間内全般において応急手
当のできる方（上級救命講習修了者）
を1人以上配し、速やかに消防署へ
の通報や応急手当が実施できる体制
を整備できる事業所
【新規】上級救命講習：　8月24日
（木）、25日（金）と も に8時45分～
17時30分　　峰山地域公民館　　
　　両日とも20人　　8月18日（金）
までに、　最寄りの消防署へ
　峰山消防署救急係（☎62-0119）
【更新】：既に認定済みの事業所へ
は、別途『再講習』のご案内をさせ
ていただきます。

　①5月19日（金）14時～17時②5月
26日（金）14時～17時　　峰山地域
公民館　　　各28人　
　①5月8日（月）～16日（火）②5月
15日（月）～23日（火）
　峰山消防署救急係（☎62-0119）
※受講した方には、修了証を交付し
ます。

び、コンピューターサービス技能評
価試験ワープロ部門・表計算部門の
2級・3級取得を目指します。　
　7月11日(火)～10月10日(火)9時
～16時（3カ月間、1日6時間）　　丹
後勤労者福祉会館(大宮町河辺)　　
　公共職業安定所に求職申し込みを
している方で次のいずれかの条件に
該当する方①雇用保険受給資格者
で、所長の受講指示を受けた方②雇
用保険受給資格者以外の離職者で、
所長の受講指示、受講推薦または
支援指示を受けた方　　15人（うち
2名は身体障害者枠）
　12,312円（教材費等）※技能評価試
験受験費用は別途必要　　6月20日
(火)までに、　最寄りのハローワーク
　京都府立福知山高等技術専門学校
技能センター（☎0773-27-9022）

　5月～12月毎週水曜日を除く希望
の日時（要予約）。約2時間程度の作
業　　毎回午前・午後各3～4人程度
（全35人程度　）　　【テーマ】「自作
の花器に草木花を」工程：手びねり、
ひも成形、たたら成形等による花器
づくり　　作品に応じて2,500円～
（粘土使用量により）　　期間内随時
　大宮ふれあい工房（☎64-5558）
≪花器・生け花展≫　平成30年3月
10日（土）～12日（月）　　作品展示他

　6月13日（火）8時～11時　　久
美浜町箱石海岸駐車場　　春の海
浜植物を観察し、貴重な海浜植物の
植生と保護について学びます。講師：
西途謹吾さん　　　15人　　無料
　6月5日（月）9時までに　 ※受講
決定者には、はがきで連絡します。
　（公財）京丹後市公園緑化事業団
（☎62-7470）

花器づくり陶芸教室

草花園芸講習会

普通救命講習会Ⅰ

定

定

先

定 先

料
時

時

時

時

時

所

所

所
内

内

内 受

料
受

受
問

問

問

☎

☎

先

丹後農業の担い手育成講座

時

所

対

定先 受

定
料

受

問

問
窓 〒

「救マーク認定事業所」
認定講習

対

京丹後史博士育成講座

時所

内
料

受
☎

問

が進みにくい方のための教室。調理
実習、試食、個別相談など。　　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　　10～12カ月頃のお子さん
と保護者　　5月19日（金）までに
　健康推進課（☎69-0350）

　月～金曜日（祝日・閉庁日は除く）
8時30分～17時15分　　大宮庁舎
（子ども未来課内）　　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、
ご希望に応じま
す。
　子ども未来課（☎69-0340）

　5月23日（火）10時30分～12時　
　峰山地域公民館　　アドバイザー
熊本敬一さん（元福知山児童相談所
　相談判定課長）によるアドバイス、
雑談など。※託児所はありません。
退屈しのぎになるおもちゃなどを持
参してください。　　300円（お茶
菓子代）
　子育てホ～ッと座談会北部ネット
事務局　中西直美（☎　 62-5303）

子育て

　5月24日（水）9時30分～11時30
分（受付：9時20分～）　　峰山総合
福祉センター　　市内在住の妊婦さ
ん　　母子健康手帳　　5月23日
（火）までに　
　子育て世代包括支援センターは
ぐはぐ（☎69-0370）

　5月25日（木）19時～21時（受付：
18時45分～）　　峰山総合福祉セ
ンター　　赤ちゃんの抱っこ・着替
え・風呂入れ体験、妊婦体験、交流
など　　市内在住の妊婦さんとその
パートナー　　母子健康手帳　
　5月23日（火）までに　
　子育て世代包括支援センターは
ぐはぐ（☎69-0370）

　5月26日（金）9時30分～12時
　峰山総合福祉センター　　離乳食

マタニティクラス

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

家庭子ども相談室

子育てホ～ッと座談会
対

対

時
所

内

受
持

持

問

プレパパ＆プレママスクール
両親学級

☎

対

時
所 内

受

持

問
☎

料

時
所

問

時
所

内

問

☎

時
所

内

受

問

3歳児健診 5/19（金） 13:00～13:10 久美浜庁舎
2歳6カ月児歯科健診 5/22（月） 13:00～ 久美浜庁舎
1歳8カ月児健診 5/23（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
マタニティクラス 5/24（水） 9:30～11:30 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 5/25（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
両親学級 5/25（木） 19:00～21:00 峰山総合福祉センター
3歳児健診 5/30（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 6/1（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 6/6（火） 13:15～ 峰山総合福祉センター
3歳児健診 6/8（木） 13:00～13:10 弥栄庁舎
1歳8カ月児健診 6/13（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
離乳食教室 6/14（水） 13:00～13:15 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 6/15（木） 13:15～ 峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
項　目 日　時 場　所

※健診は受付時間を記載

　おおむね60歳以上の市民の方※お
住まいの地域に関係なく、どの学園
のどの講座でも受講可。　　1,000
円で、何度でも受講可。ただし、網
野学園のみ参加費に加え、学園運営
費500円が必要　　随時
【一般講座の内容】時間：13時30分～
15時30分《峰山学園》　6月2日（金）
　峰山地域公民館　　演奏（ライ
リッシュ・オカリナ連盟）▶講演「歌
とこころ　二人の共演」（松本晃さ
ん、小林久美子さん）《久美浜学園》
　6月7日（水）　　久美浜市民局　
　講演「熱中症予防」（京丹後市消防
本部　久美浜分署）▶講演「高齢期
の健康法（仮）」（市立久美浜病院）
《網野学園》　6月13日（火）　　アミ
ティ丹後　　演奏（網野オカリナ
サークルさくら貝）▶講演「丹後の
姫物語」（NPOまちづくりサポート
センター　中江忠宏さん）《弥栄学
園》　6月14日（水）　　弥栄地域公
民館　　紙芝居「松本重太郎」（シア
ター・かたつむり）▶講演「京丹後
再発見～古代史・宗教史から見た
京丹後の魅力～」（立命館大学文学
部　本郷真紹教授）《丹後学園》　6
月17日（土）　　丹後地域公民館
　講演「漁村と町並み（仮）」（京都府
立大学 環境デザイン学科　大場修
さん）《大宮学園》　6月20日（火）　
　アグリセンター大宮　　演奏（オ
カリナサークル）▶講演「京丹後市
の教育の在り方」（京丹後市教育委
員会　松本明彦理事兼指導主事）
※内容は変更することがあります。
　社会教育課（☎69-0630）

しっかり習得！オフィスソフト科／丹後
　パソコン操作に関する基本知識・
技術を学び、ワード・エクセル等
の特徴を活かす利用方法とアプリ
ケーション間の連携技術習得およ

京丹後市高齢者大学
6月講座

京都府立福知山高等技術専門校
離職者向け短期職業訓練

時

時

時

時

時

時

時
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所

所

所

所

所
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内
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内
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　本格的に農業に取り組もうとす
る方などを対象に「丹後農業の担い
手育成講座」を開講します。本講座
では、水稲、黒大豆枝豆、小ギク、
ミズナの基礎知識、栽培技術、鳥獣
害対策、出荷方法などについて研修
するとともに、実際に栽培している
ほ場での見学、実習を行う予定です。
【講座内容】第1回：　6月21日（水）13
時30分～16時　　丹後農業研究所
全6回を予定しています。第2回以降
は募集チラシ兼申込書（府普及セン
ター、市農政課および各市民局に設
置）をご確認ください。
　市内において本格的に農業に取
り組もうとする方や就農直後の方
で、全ての回を受講できる見込みの
方。　 15人程度（応募者多数の場合、
書類選考等により決定）　    無料
　5月31日（水）までに
　府丹後農業改良普及センター（☎
62-4308）

　　①6月7日（水）19時30分～ア
グリセンター大宮②6月21日（水）19
時30分～アグリセンター大宮③7月 
8日（土）10時～下岡神社（網野町下
岡）見学④7月22日（土）10時～アグ
リセンター大宮⑤8月5日（土）10時
～金刀比羅神社（峰山町泉）見学⑥
8月26日（土）10時～あみの図書館 
⑦9月13日（水）、⑧9月27日（水）あ
みの図書館⑨10月11日（水）19時30
分～あみの図書館⑩10月28日（土）
10時～深田部神社（弥栄町黒部）　
　1講座につき100円（資料代）　　
　【認定】受講回数によって「京丹後
史博士」の認定証を交付。　　5月
31日（水）までに　　（希望講座番号
をご連絡ください）
　文化財保護課（☎69-0640）
　bunkazaihogo@city.kyotango.lg.jp

　市民が利用する施設で救急事故
などが発生した際、従業員が応急処
置を行うことができる施設を「救
マーク認定事
業所」として認
定 しており、
新規および更
新認定の講習
を行います。
　市内に住所
を置く事業所
（職員や従事者
が複数である事業所が望ましい）、
かつ営業時間内全般において応急手
当のできる方（上級救命講習修了者）
を1人以上配し、速やかに消防署へ
の通報や応急手当が実施できる体制
を整備できる事業所
【新規】上級救命講習：　8月24日
（木）、25日（金）と も に8時45分～
17時30分　　峰山地域公民館　　
　　両日とも20人　　8月18日（金）
までに、　最寄りの消防署へ
　峰山消防署救急係（☎62-0119）
【更新】：既に認定済みの事業所へ
は、別途『再講習』のご案内をさせ
ていただきます。

　①5月19日（金）14時～17時②5月
26日（金）14時～17時　　峰山地域
公民館　　　各28人　
　①5月8日（月）～16日（火）②5月
15日（月）～23日（火）
　峰山消防署救急係（☎62-0119）
※受講した方には、修了証を交付し
ます。

び、コンピューターサービス技能評
価試験ワープロ部門・表計算部門の
2級・3級取得を目指します。　
　7月11日(火)～10月10日(火)9時
～16時（3カ月間、1日6時間）　　丹
後勤労者福祉会館(大宮町河辺)　　
　公共職業安定所に求職申し込みを
している方で次のいずれかの条件に
該当する方①雇用保険受給資格者
で、所長の受講指示を受けた方②雇
用保険受給資格者以外の離職者で、
所長の受講指示、受講推薦または
支援指示を受けた方　　15人（うち
2名は身体障害者枠）
　12,312円（教材費等）※技能評価試
験受験費用は別途必要　　6月20日
(火)までに、　最寄りのハローワーク
　京都府立福知山高等技術専門学校
技能センター（☎0773-27-9022）

　5月～12月毎週水曜日を除く希望
の日時（要予約）。約2時間程度の作
業　　毎回午前・午後各3～4人程度
（全35人程度　）　　【テーマ】「自作
の花器に草木花を」工程：手びねり、
ひも成形、たたら成形等による花器
づくり　　作品に応じて2,500円～
（粘土使用量により）　　期間内随時
　大宮ふれあい工房（☎64-5558）
≪花器・生け花展≫　平成30年3月
10日（土）～12日（月）　　作品展示他

　6月13日（火）8時～11時　　久
美浜町箱石海岸駐車場　　春の海
浜植物を観察し、貴重な海浜植物の
植生と保護について学びます。講師：
西途謹吾さん　　　15人　　無料
　6月5日（月）9時までに　 ※受講
決定者には、はがきで連絡します。
　（公財）京丹後市公園緑化事業団
（☎62-7470）

花器づくり陶芸教室

草花園芸講習会

普通救命講習会Ⅰ
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が進みにくい方のための教室。調理
実習、試食、個別相談など。　　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　　10～12カ月頃のお子さん
と保護者　　5月19日（金）までに
　健康推進課（☎69-0350）

　月～金曜日（祝日・閉庁日は除く）
8時30分～17時15分　　大宮庁舎
（子ども未来課内）　　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、
ご希望に応じま
す。
　子ども未来課（☎69-0340）

　5月23日（火）10時30分～12時　
　峰山地域公民館　　アドバイザー
熊本敬一さん（元福知山児童相談所
　相談判定課長）によるアドバイス、
雑談など。※託児所はありません。
退屈しのぎになるおもちゃなどを持
参してください。　　300円（お茶
菓子代）
　子育てホ～ッと座談会北部ネット
事務局　中西直美（☎　 62-5303）

子育て

　5月24日（水）9時30分～11時30
分（受付：9時20分～）　　峰山総合
福祉センター　　市内在住の妊婦さ
ん　　母子健康手帳　　5月23日
（火）までに　
　子育て世代包括支援センターは
ぐはぐ（☎69-0370）

　5月25日（木）19時～21時（受付：
18時45分～）　　峰山総合福祉セ
ンター　　赤ちゃんの抱っこ・着替
え・風呂入れ体験、妊婦体験、交流
など　　市内在住の妊婦さんとその
パートナー　　母子健康手帳　
　5月23日（火）までに　
　子育て世代包括支援センターは
ぐはぐ（☎69-0370）

　5月26日（金）9時30分～12時
　峰山総合福祉センター　　離乳食

マタニティクラス

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

家庭子ども相談室

子育てホ～ッと座談会
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3歳児健診 5/19（金） 13:00～13:10 久美浜庁舎
2歳6カ月児歯科健診 5/22（月） 13:00～ 久美浜庁舎
1歳8カ月児健診 5/23（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
マタニティクラス 5/24（水） 9:30～11:30 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 5/25（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
両親学級 5/25（木） 19:00～21:00 峰山総合福祉センター
3歳児健診 5/30（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 6/1（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 6/6（火） 13:15～ 峰山総合福祉センター
3歳児健診 6/8（木） 13:00～13:10 弥栄庁舎
1歳8カ月児健診 6/13（火） 12:45～ 峰山総合福祉センター
離乳食教室 6/14（水） 13:00～13:15 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 6/15（木） 13:15～ 峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
項　目 日　時 場　所

※健診は受付時間を記載

　おおむね60歳以上の市民の方※お
住まいの地域に関係なく、どの学園
のどの講座でも受講可。　　1,000
円で、何度でも受講可。ただし、網
野学園のみ参加費に加え、学園運営
費500円が必要　　随時
【一般講座の内容】時間：13時30分～
15時30分《峰山学園》　6月2日（金）
　峰山地域公民館　　演奏（ライ
リッシュ・オカリナ連盟）▶講演「歌
とこころ　二人の共演」（松本晃さ
ん、小林久美子さん）《久美浜学園》
　6月7日（水）　　久美浜市民局　
　講演「熱中症予防」（京丹後市消防
本部　久美浜分署）▶講演「高齢期
の健康法（仮）」（市立久美浜病院）
《網野学園》　6月13日（火）　　アミ
ティ丹後　　演奏（網野オカリナ
サークルさくら貝）▶講演「丹後の
姫物語」（NPOまちづくりサポート
センター　中江忠宏さん）《弥栄学
園》　6月14日（水）　　弥栄地域公
民館　　紙芝居「松本重太郎」（シア
ター・かたつむり）▶講演「京丹後
再発見～古代史・宗教史から見た
京丹後の魅力～」（立命館大学文学
部　本郷真紹教授）《丹後学園》　6
月17日（土）　　丹後地域公民館
　講演「漁村と町並み（仮）」（京都府
立大学 環境デザイン学科　大場修
さん）《大宮学園》　6月20日（火）　
　アグリセンター大宮　　演奏（オ
カリナサークル）▶講演「京丹後市
の教育の在り方」（京丹後市教育委
員会　松本明彦理事兼指導主事）
※内容は変更することがあります。
　社会教育課（☎69-0630）

しっかり習得！オフィスソフト科／丹後
　パソコン操作に関する基本知識・
技術を学び、ワード・エクセル等
の特徴を活かす利用方法とアプリ
ケーション間の連携技術習得およ

京丹後市高齢者大学
6月講座

京都府立福知山高等技術専門校
離職者向け短期職業訓練
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≪市の制度≫
　市府内に1年以上居住し、かつ京
丹後市に住所を有する夫婦（事実婚
を含みます）。ただし、人工授精に
よる治療をされる場合は、法律上の
夫婦に限ります。　　【対象治療】一
般不妊：医療保険適用の治療、人工
授精　不育症：ヘパリン注射、不育
症の原因検査【助成内容】医療費自
己負担の2分の1【助成限度額】一般
不妊：1年度につき医療保険適用の
治療は6万円、人工授精を含む治療
は10万円　不育症：1回の妊娠につ
き10万円【助成回数・所得制限】な
し　　診療（治療）の翌日から起算
して1年以内に　　　　不妊治療等
助成金交付申請書、医療機関等証明
書（不妊治療用、不育症治療用）、
人工授精にかかる助成申請の際、住
民基本台帳において婚姻関係が確
認できない場合は、戸籍謄（抄）本
または法律上婚姻している夫婦で
あることが確認できる住民票
　健康推進課（☎69-0350）
≪府の制度≫
　夫婦の両者またはいずれかが、府
内に住所を有する戸籍上の夫婦で、
特定不妊治療によらなければ妊娠の
見込みがないか、極めて少ないと医
師に診断された方　　〈特定不妊〉
【対象治療】▶体外受精▶顕微授精※
ただし、卵子採取に至らない場合は
対象外【助成限度額】1回の治療につ
き15万円まで（一部の治療は7万5
千円まで）※初回の助成は15万円を
上乗せ（一部の治療を除く）【助成年
齢・回数】治療開始時の妻の年齢が
43歳未満通算・10回まで【所得制
限】夫婦の年間所得の合計が730万
円未満※所得額の計算方法は児童
手当法施行令を準用。〈男性不妊〉
【対象治療】精巣内精子生検採取法
（TESE）および精巣上体内精子吸引
法（MESA）による手術（体外受精、
顕微授精を目的としたもの）【助成
限度額】自己負担額のうち、1回の
治療につき20万円まで【助成年齢・
回数】治療開始時の妻の年齢が43歳
未満【所得制限】なし〈特定不妊・男
性不妊共通事項〉【医療機関】府が指

れてもいい服装。　　着替え、汚れ
物入れ、子ども用の上靴　　当日ま
でに（3月の給食試食会に参加希望
者は、2週間前に）　
　網野幼稚園（☎ 　72-0749）

　保育所に入所していないお子さん
と保護者の方　　平成29年5月19日、
6月2日、16日、7月7日、21日、8月
4日、9月1日、15日、10月6日、20日、
11月17日、12月1日、15日、平成30年
1月19日、2月2日、16日、3月2日（い
ずれも第1、3金曜日）9時30分～11
時。※ゆうかり子ども園は5月から
実施。毎週火、木曜日（水曜日は相
談日）【注意事項】お子さんの安全に
ついては、保護者の方が責任をお持
ちください。▶外遊びをする場合も
ありますので、汚れてもいい服装で
参加してください。(着替えの用意
もお願いします。)▶お菓子やおも
ちゃは、持参しないでください。(お
茶はかまいません)
　子ども未来課（☎69-0340）

持

不妊治療費などを助成

保育所・こども園開放

定した医療機関　　原則、治療が終
了した日の属する年度内（今年度は平
成30年3月31日まで）に　 ※治療終
了後はなるべく早く申請してくださ
い（申請が遅れると、今年度の助成を
受けられない場合があります）。　　
　特定不妊治療費助成事業申請書、
特定不妊治療費助成事業受診等証明
書（原本）、医療機関発行の医療費の
領収書（原本）、住民票の写し(コピー
不可・発行後3カ月以内のもの)、戸籍
謄本(コピー不可・発行後3カ月以内
のもの)、夫および妻の所得額を証明
する書類（課税証明書など）
　府丹後保健所（☎62-4312）

【奨学金等】▶乳幼児：1人当たり11,000
円（年額）▶小学生：1人当たり21,500
円（年額）▶中学生：1人当たり43,000
円（年額）▶高校生：1人当たり64,000
円（年額）【高等学校入学支度準備金】
1人当たり35,000円　　5月25日（木）
までに　　※申請が遅れた場合は申
請月の翌月分から支給。【その他】同
種の奨学金等との併給禁止・併給調
整等があります。
　生活福祉課（☎69-0310）
　府丹後保健所（☎62-4302）

　　▶平成29年5月17日（水）5歳児
いるか組とあそぼう！▶6月13日
（火）泥んこ遊び▶7月7日（金）たな
ばた祭り▶8月3日（木）プール開放
▶9月4日（月）体位測定▶9月30日
（土）運動会に参加（雨天10/1（日））
▶11月14日（火）図書館へ行こう▶
12月5日（火）4歳児きりん組とあそぼ
う！▶平成30年1月19日（金）ママのお
しゃべり会に参加▶2月1日（木）3歳児
うさぎ組とあそぼう！▶3月1日（木）
給食試食会、入園前に親子で給食の
試食※時間は9時30分～11時30分、
3月は、10時30分から2時間。※日・
内容は都合により変更する場合があ
ります。　小さい弟妹、近所の友達、
誰でも参加可能（保護者同伴。おじ
いちゃんおばあちゃんも可能）。汚
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平成29年度
母子家庭奨学金支給申請受付

網野幼稚園解放

内

内

対

持

満65歳以上の方（平成29年4月1日
現在）ただし、次に該当する方は対
象外▶介護保険の要介護認定を受
けている方▶介護予防・生活支援
サービス事業（総合事業）に参加し
ているか参加予定の方▶医師など
から運動機械の使用を止められて
いる方▶体調管理が自分でできな
い方▶運動機械を使用できる体調
ではない方▶実施施設に通うこと
ができない方　　　50人（新規の方
優先、申し込み人数により、会場を
指定します）　　　6月2日（金）まで
に　※送迎は行いません。
　長寿福祉課（☎69-0330）

　5月22日（月）9時～11時30分
　峰山総合福祉センター「健幸館」
※会場まで来られない方はご相談
ください。　　保健師、管理栄養士
が健康づくりのコツや検診結果、食
に関する正しい知識や実践方法など
をアドバイスします。
　　予約制
　健康推進課（☎69-0350）

　5月21日（日）受付：9時～9時20
分　　丹後王国「食のみやこ」芝生
広場　　丹後王国「食のみやこ」園
内コース約4.5㌔で、健康ウォーキ
ング。スタート：9時50分（予定）、
ノルディック・ウォーキング体験説
明会：9時20分～30分頃※天候に
より中止する場合があります。中止
の場合は、7時頃防災行政無線でお
知らせします。　　　　当日申し込
みも可※申込の際は、①住所②氏名
③生年月日④連絡先⑤ノルディッ
ク・ウォーキング体験説明会への参
加の有無⑥ポールレンタル希望の
有無をお知らせください。【その他】
▶当日、血圧測定コーナー、歩数計
クイズがあります。お持ちの方は歩
数計をご持参ください。貸し出しも
ありますが、数に限りがあります。
▶水分補給等の飲み物は各自ご持
参ください。▶貴重品等の管理は、
自己責任でお願いします。▶参加時
の事故等については、市が加入する
保険の範囲内での補償となります。
　健康推進課
（☎69-0350　 62-1156）

　7月上旬～平成30年3月下旬（10
回）　　▶Ｙuriスポーツクラブ（峰
山町）※実施日は、市から指定させ
ていただきます▶鉄人トレーニング
ジム（久美浜町）※7月頃から。実施
日はトレーニングジムよりお知らせ
します　　運動機械などを使用し
た運動機能向上訓練、個別計画に基
づく運動機械などを使用した訓練
（週1～2回）※訓練は、指導者の指
導に従い行います。　　市内在住の
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京丹後・ジオ健康ウォーキング
参加者募集

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

いきいき運動倶楽部
参加者募集

健康イベントカレンダー
項　目 日　時 場　所

こころ・いのち・つなぐ手 5/19（金） 13:30～16:30 峰山総合福祉センター（ゲートキーパー）講座
臨床心理士による 5/26（金） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談
献血 6/6（火） 10:00～15:00 網野健康福祉センターら・ぽーと
臨床心理士による 6/14（水） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談
献血 6/14（水） 10:00～11:30 丹後テクスタイル（株）
献血 6/14（水） 13:30～15:15 丹後ふるさと病院
傾聴講座 6/15（木） 13:30～16:30 峰山総合福祉センター

健康と福祉
じん臓機能障害者
通院交通費助成

　じん臓の機能障害者が慢性透析
療法による治療を受けた場合に、医
療機関への通院に要した交通費の一
部を助成します。また、交通費助成
の申請に必要となる「通院証明書」
の発行に要した費用の一部を助成し
ます。　
　【補助限度額】▶通院交通費助成：
公共交通機関を利用して、最も経済
的な通常の経路および方法により通
院した場合に、通院交通費合計額の
2分の1の額（1カ月当たり5,000円
が上限）。※住所地から医療機関まで
の距離が片道20㌔以上で、公共交
通機関を利用すると数回の乗り継
ぎが必要となり利用することが実
用的ではない場合は、自家用車によ
る通院も助成対象とします。この場
合は、住所地から医療機関までの往
復距離1㌔ごとに25円を乗じて得た
額を通院交通費として、その2分の1
の額（1カ月当たり5,000円が上限）
▶通院証明書料助成：医療機関通院
証明書の発行に要した費用（上限
2,000円）
【対象期間】平成29年3月～5月分
【支給時期】平成29年7月末（予定）
　6月12日（月）までに　　　申請
書、医療機関が発行する通院証明書
および通院証明書料の領収書　
　　市民局
　障害者福祉課（☎69-0320）
書類

内

受 窓 持

問
高血圧予防に

自動血圧計をお貸しします
　在宅での健康管理に関心のある
方に、自動血圧計を貸し出していま
す。　　市民の方　　　
　健康推進課（☎69-0350）

内

対 受窓
問

平成29年4月1日受診分より、助成
対象を18歳まで拡充します
　0歳から18歳年度末までの子ども
の医療費の自己負担を「1カ月、1医
療機関につき200円」となるように、
その差額を助成します。
≪府制度≫
▶0歳～3歳到達月の月末まで（入
院・通院）と3歳到達月の翌月～中
学校卒業まで（入院）【証の色】白色
【交付】出生時・転入時等
≪市制度≫
▶3歳到達月の翌月～中学校卒業ま
で（通院のみ）【証の色】桜色【交付】
3歳到達月の月末頃・転入時
▶中学校卒業後～18歳になった最
初の3月31日まで（4月1日生まれの
方は、18歳の誕生日の前日まで）【交
付】受給者証の交付はありません。
領収書を添えて支給申請をしてくだ
さい。　　市民局、
　保険事業課（☎69-0220）

書類

子育て支援医療費
（旧子ども医療費）助成制度

内

問
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≪市の制度≫
　市府内に1年以上居住し、かつ京
丹後市に住所を有する夫婦（事実婚
を含みます）。ただし、人工授精に
よる治療をされる場合は、法律上の
夫婦に限ります。　　【対象治療】一
般不妊：医療保険適用の治療、人工
授精　不育症：ヘパリン注射、不育
症の原因検査【助成内容】医療費自
己負担の2分の1【助成限度額】一般
不妊：1年度につき医療保険適用の
治療は6万円、人工授精を含む治療
は10万円　不育症：1回の妊娠につ
き10万円【助成回数・所得制限】な
し　　診療（治療）の翌日から起算
して1年以内に　　　　不妊治療等
助成金交付申請書、医療機関等証明
書（不妊治療用、不育症治療用）、
人工授精にかかる助成申請の際、住
民基本台帳において婚姻関係が確
認できない場合は、戸籍謄（抄）本
または法律上婚姻している夫婦で
あることが確認できる住民票
　健康推進課（☎69-0350）
≪府の制度≫
　夫婦の両者またはいずれかが、府
内に住所を有する戸籍上の夫婦で、
特定不妊治療によらなければ妊娠の
見込みがないか、極めて少ないと医
師に診断された方　　〈特定不妊〉
【対象治療】▶体外受精▶顕微授精※
ただし、卵子採取に至らない場合は
対象外【助成限度額】1回の治療につ
き15万円まで（一部の治療は7万5
千円まで）※初回の助成は15万円を
上乗せ（一部の治療を除く）【助成年
齢・回数】治療開始時の妻の年齢が
43歳未満通算・10回まで【所得制
限】夫婦の年間所得の合計が730万
円未満※所得額の計算方法は児童
手当法施行令を準用。〈男性不妊〉
【対象治療】精巣内精子生検採取法
（TESE）および精巣上体内精子吸引
法（MESA）による手術（体外受精、
顕微授精を目的としたもの）【助成
限度額】自己負担額のうち、1回の
治療につき20万円まで【助成年齢・
回数】治療開始時の妻の年齢が43歳
未満【所得制限】なし〈特定不妊・男
性不妊共通事項〉【医療機関】府が指

れてもいい服装。　　着替え、汚れ
物入れ、子ども用の上靴　　当日ま
でに（3月の給食試食会に参加希望
者は、2週間前に）　
　網野幼稚園（☎ 　72-0749）

　保育所に入所していないお子さん
と保護者の方　　平成29年5月19日、
6月2日、16日、7月7日、21日、8月
4日、9月1日、15日、10月6日、20日、
11月17日、12月1日、15日、平成30年
1月19日、2月2日、16日、3月2日（い
ずれも第1、3金曜日）9時30分～11
時。※ゆうかり子ども園は5月から
実施。毎週火、木曜日（水曜日は相
談日）【注意事項】お子さんの安全に
ついては、保護者の方が責任をお持
ちください。▶外遊びをする場合も
ありますので、汚れてもいい服装で
参加してください。(着替えの用意
もお願いします。)▶お菓子やおも
ちゃは、持参しないでください。(お
茶はかまいません)
　子ども未来課（☎69-0340）

持

不妊治療費などを助成

保育所・こども園開放

定した医療機関　　原則、治療が終
了した日の属する年度内（今年度は平
成30年3月31日まで）に　 ※治療終
了後はなるべく早く申請してくださ
い（申請が遅れると、今年度の助成を
受けられない場合があります）。　　
　特定不妊治療費助成事業申請書、
特定不妊治療費助成事業受診等証明
書（原本）、医療機関発行の医療費の
領収書（原本）、住民票の写し(コピー
不可・発行後3カ月以内のもの)、戸籍
謄本(コピー不可・発行後3カ月以内
のもの)、夫および妻の所得額を証明
する書類（課税証明書など）
　府丹後保健所（☎62-4312）

【奨学金等】▶乳幼児：1人当たり11,000
円（年額）▶小学生：1人当たり21,500
円（年額）▶中学生：1人当たり43,000
円（年額）▶高校生：1人当たり64,000
円（年額）【高等学校入学支度準備金】
1人当たり35,000円　　5月25日（木）
までに　　※申請が遅れた場合は申
請月の翌月分から支給。【その他】同
種の奨学金等との併給禁止・併給調
整等があります。
　生活福祉課（☎69-0310）
　府丹後保健所（☎62-4302）

　　▶平成29年5月17日（水）5歳児
いるか組とあそぼう！▶6月13日
（火）泥んこ遊び▶7月7日（金）たな
ばた祭り▶8月3日（木）プール開放
▶9月4日（月）体位測定▶9月30日
（土）運動会に参加（雨天10/1（日））
▶11月14日（火）図書館へ行こう▶
12月5日（火）4歳児きりん組とあそぼ
う！▶平成30年1月19日（金）ママのお
しゃべり会に参加▶2月1日（木）3歳児
うさぎ組とあそぼう！▶3月1日（木）
給食試食会、入園前に親子で給食の
試食※時間は9時30分～11時30分、
3月は、10時30分から2時間。※日・
内容は都合により変更する場合があ
ります。　小さい弟妹、近所の友達、
誰でも参加可能（保護者同伴。おじ
いちゃんおばあちゃんも可能）。汚
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平成29年度
母子家庭奨学金支給申請受付

網野幼稚園解放
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満65歳以上の方（平成29年4月1日
現在）ただし、次に該当する方は対
象外▶介護保険の要介護認定を受
けている方▶介護予防・生活支援
サービス事業（総合事業）に参加し
ているか参加予定の方▶医師など
から運動機械の使用を止められて
いる方▶体調管理が自分でできな
い方▶運動機械を使用できる体調
ではない方▶実施施設に通うこと
ができない方　　　50人（新規の方
優先、申し込み人数により、会場を
指定します）　　　6月2日（金）まで
に　※送迎は行いません。
　長寿福祉課（☎69-0330）

　5月22日（月）9時～11時30分
　峰山総合福祉センター「健幸館」
※会場まで来られない方はご相談
ください。　　保健師、管理栄養士
が健康づくりのコツや検診結果、食
に関する正しい知識や実践方法など
をアドバイスします。
　　予約制
　健康推進課（☎69-0350）

　5月21日（日）受付：9時～9時20
分　　丹後王国「食のみやこ」芝生
広場　　丹後王国「食のみやこ」園
内コース約4.5㌔で、健康ウォーキ
ング。スタート：9時50分（予定）、
ノルディック・ウォーキング体験説
明会：9時20分～30分頃※天候に
より中止する場合があります。中止
の場合は、7時頃防災行政無線でお
知らせします。　　　　当日申し込
みも可※申込の際は、①住所②氏名
③生年月日④連絡先⑤ノルディッ
ク・ウォーキング体験説明会への参
加の有無⑥ポールレンタル希望の
有無をお知らせください。【その他】
▶当日、血圧測定コーナー、歩数計
クイズがあります。お持ちの方は歩
数計をご持参ください。貸し出しも
ありますが、数に限りがあります。
▶水分補給等の飲み物は各自ご持
参ください。▶貴重品等の管理は、
自己責任でお願いします。▶参加時
の事故等については、市が加入する
保険の範囲内での補償となります。
　健康推進課
（☎69-0350　 62-1156）

　7月上旬～平成30年3月下旬（10
回）　　▶Ｙuriスポーツクラブ（峰
山町）※実施日は、市から指定させ
ていただきます▶鉄人トレーニング
ジム（久美浜町）※7月頃から。実施
日はトレーニングジムよりお知らせ
します　　運動機械などを使用し
た運動機能向上訓練、個別計画に基
づく運動機械などを使用した訓練
（週1～2回）※訓練は、指導者の指
導に従い行います。　　市内在住の
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京丹後・ジオ健康ウォーキング
参加者募集

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

いきいき運動倶楽部
参加者募集

健康イベントカレンダー
項　目 日　時 場　所

こころ・いのち・つなぐ手 5/19（金） 13:30～16:30 峰山総合福祉センター（ゲートキーパー）講座
臨床心理士による 5/26（金） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談
献血 6/6（火） 10:00～15:00 網野健康福祉センターら・ぽーと
臨床心理士による 6/14（水） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談
献血 6/14（水） 10:00～11:30 丹後テクスタイル（株）
献血 6/14（水） 13:30～15:15 丹後ふるさと病院
傾聴講座 6/15（木） 13:30～16:30 峰山総合福祉センター

健康と福祉
じん臓機能障害者
通院交通費助成

　じん臓の機能障害者が慢性透析
療法による治療を受けた場合に、医
療機関への通院に要した交通費の一
部を助成します。また、交通費助成
の申請に必要となる「通院証明書」
の発行に要した費用の一部を助成し
ます。　
　【補助限度額】▶通院交通費助成：
公共交通機関を利用して、最も経済
的な通常の経路および方法により通
院した場合に、通院交通費合計額の
2分の1の額（1カ月当たり5,000円
が上限）。※住所地から医療機関まで
の距離が片道20㌔以上で、公共交
通機関を利用すると数回の乗り継
ぎが必要となり利用することが実
用的ではない場合は、自家用車によ
る通院も助成対象とします。この場
合は、住所地から医療機関までの往
復距離1㌔ごとに25円を乗じて得た
額を通院交通費として、その2分の1
の額（1カ月当たり5,000円が上限）
▶通院証明書料助成：医療機関通院
証明書の発行に要した費用（上限
2,000円）
【対象期間】平成29年3月～5月分
【支給時期】平成29年7月末（予定）
　6月12日（月）までに　　　申請
書、医療機関が発行する通院証明書
および通院証明書料の領収書　
　　市民局
　障害者福祉課（☎69-0320）
書類
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問
高血圧予防に

自動血圧計をお貸しします
　在宅での健康管理に関心のある
方に、自動血圧計を貸し出していま
す。　　市民の方　　　
　健康推進課（☎69-0350）

内
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問

平成29年4月1日受診分より、助成
対象を18歳まで拡充します
　0歳から18歳年度末までの子ども
の医療費の自己負担を「1カ月、1医
療機関につき200円」となるように、
その差額を助成します。
≪府制度≫
▶0歳～3歳到達月の月末まで（入
院・通院）と3歳到達月の翌月～中
学校卒業まで（入院）【証の色】白色
【交付】出生時・転入時等
≪市制度≫
▶3歳到達月の翌月～中学校卒業ま
で（通院のみ）【証の色】桜色【交付】
3歳到達月の月末頃・転入時
▶中学校卒業後～18歳になった最
初の3月31日まで（4月1日生まれの
方は、18歳の誕生日の前日まで）【交
付】受給者証の交付はありません。
領収書を添えて支給申請をしてくだ
さい。　　市民局、
　保険事業課（☎69-0220）

書類

子育て支援医療費
（旧子ども医療費）助成制度

内

問
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京丹後市ドックのお知らせ
「6月2日までに申込みを」
　市国民健康保険・後期高齢者医療
加入者を対象に、次のとおり人間
ドックなどを実施します。　　7月3日
（月）～平成30年1月12日（金）の間
　ドックの検診日に市国民健康保険
被保険者・後期高齢者医療被保険者
　▶節目ドック（国保）：【対象年齢】
満40歳（昭和52年4月1日 ～ 昭和
53年3月31日）満45歳（昭和47年4月
1日 ～ 昭和48年3月31日）満50歳（昭
和42年4月1日 ～ 昭和43年3月31日）
満55歳（昭和37年4月1日 ～ 昭和38
年3月31日）満60歳（昭和32年4月1
日 ～ 昭和33年3月31日）
【自己負担額】2,000円
▶人間ドック（国保・後期）：【対象
年齢】（国保）満40歳～（昭和53年3
月31日生まれまでの方）（後期）全
員【自己負担額】15,420円※婦人科
を希望されない方は630円の減額と
なります。※脳ドックを併せて申し
込む場合は、検査項目の見直しによ
り2,700円の減額となります。※節
目ドックと人間ドックの検査項目
は同じです。
▶脳ドック（国保）：【対象年齢】満
40歳～74歳（昭和53年3月31日生
まれまでの方で、検診日に74歳以
下の方）【自己負担額】11,400円
　6月2日（金）までに　　　申込書、
印鑑・保険証　　　　市民局
【注意事項】①節目ドック・人間ドッ
クを受ける方は、重複して総合検診
を受けることはできません。総合検
診を希望する方は、各戸に送付して
ある「総合検診申込書」で別途申し
込んでください。②脳ドックのみを
希望の方は、総合検診のがん検診の
み受けることができます。③脳ドッ
クと、節目ドックまたは人間ドック
を併せて希望する方は、同じ医療機
関での申し込みとなります。④婦人
科検診は選択項目です。希望しない
方は、総合検診でも乳がん検診、子
宮頚がん検診がありますので申し
込んでください。⑤医療機関により
1日の受検人数に制限がありますの
で、希望の日程に沿えない場合があ
ります。
　保険事業課（☎69-0220）

検診内容と実施医療機関
●節目ドック・人間ドック

●脳ドック

問診・聴打診・身体計測・腹囲・
血圧測定
蛋白・糖・潜血・PH・比重・アセト
ン体・ウロビリノーゲン・沈査
赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリッ
ト・白血球・血液像・AST(GOT)・
ALT(GPT)・γ-GTP・LDH・TP・ア
ルブミン・A/G比・総ビリルビン・
TG（中性脂肪）・アルカリフォスター
ゼ・総コレステロール・HDLコレステ
ロール・LDLコレステロール・アミラ
ーゼ・クレアチニン・尿酸窒素・
Na・K・尿酸・血糖・RA・HｂA1c
心電図
視力・眼圧・眼底カメラ
B型肝炎ウイルス抗原・C型肝
炎ウイルス抗体
腹部超音波
胃透視または胃カメラ
便潜血反応検査（２回分検便）
胸部レントゲン撮影
胸部CT検査
PSA（腫瘍マーカー）
骨密度測定
内診・子宮頸部細胞診・膣エコー
視触診及び乳腺エコーまたは
マンモグラフィのどちらか

問診・聴打診・身体計測・腹囲・血圧測定
蛋白・糖・潜血
心電図
眼底検査
赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリッ
ト・白 血 球・AST(GOT)・
ALT(GPT)・γ-GTP・TG（中 性 脂
肪）・HDLコレステロール・LDLコレ
ステロール・クレアチニン・尿酸・
血糖・HｂA1c・LP(a)・CPK
ＭＲＩ（一般像）検査・MRA（血
管像）検査

肥満、腎臓病、糖尿病、
心臓病、冠動脈疾患、高
脂血症、高血圧症、貧血、
肝疾患、動脈硬化、痛風
など

B型肝炎・C型肝炎など

腎臓・肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
胃がん・胃潰瘍・胃ポリープなど
大腸がん・ポリープなど
結核など
肺がんなど
前立腺がん・前立腺肥大など
骨粗しょう症
子宮頸部がん・子宮筋腫など

乳がん・乳腺症など

肥満、腎臓病、糖尿病、
心臓病、冠動脈疾患、高
脂血症、高血圧症、貧血、
肝疾患、動脈硬化、痛風
など

脳梗塞・脳卒中など

○

○

○

○
○

○

○
カメラのみ

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
カメラのみ

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

丹
後
ふ
る

さ
と
病
院

丹
後
中
央

病
院分かること内　　　　容検診名

久
美
浜

病
院

弥
栄
病
院

丹後ふるさと病院 丹後中央病院 久美浜病院 弥栄病院

内科診察

尿検査

血液検査

心電図検査
眼科検査
肝炎ウイル
ス検診
超音波検査
胃検診
大腸がん検診
結核検診
肺がん検診
前立腺がん検診
骨粗しょう症検診
子宮がん検診

乳がん検診

内科診察
尿検査
心電図検査
眼科検査

血液検査

脳検診

視触診・
乳腺エコ
ーのみ

視触診・
乳腺エコ
ーのみ

●検診を受けられる曜日

人間ドックまたは
節目ドック

人間ドックまたは
節目ドックと
脳ドックの併用

脳ドック

月～金曜日の
午前

月・火・水・金の午前
　　　　　　　
・金曜日…午前人間ドック
　または節目ドック
・午後脳ドックの1日
・上記以外のドック
　指定曜日…来院2回

火曜日の午前
金曜日の午後

火曜日の午前
火・水曜日
の午前

月曜日

書類

時

対

受 窓 持

問

内

365日・24時間受付※通話料無料

 0 1 2 0 - 8 8 9 - 0 6 1
「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）および臨床心理士が相
談に応じます。　　市内在住の児童
生徒・保護者の方など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

むぎ

相談窓口 日　時 場　所 内容など 予約 申込・問い合わせ先

行政相談
5/17（水）
6/  6（火）
6/  8（木）
6/13（火）

13:30～16:30
13:30～16:00
13:30～16:00
9:00～12:00

峰山庁舎
久美浜福祉センター
弥栄地域公民館
大宮庁舎

不要 京都行政評価事務所
（☎ 075-802-1100）

各種相談窓口 ※原則無料。秘密は厳守します。

国の行政施策について
の苦情や意見、要望な
ど

司法書士
登記・多重債務・
法律相談

6/  1（木）13:30～16:30 峰山地域公民館 事前
京都司法書士会総合
相談センター
（☎ 075-255-2566）

司法書士による登記・
多重債務・法律相談（1
人30 分程度）

行政書士相談 5/17（水）
6/  7（水）10:00～13:00

峰山総合福祉
センター 不要

京都府行政書士会
第1支部事務局
（☎68-0237）

建設業許可、農地法、
相続･遺言、各種契約書
作成など。

公証人相談 6/  8（木）10:00～12:00 アグリセンター大宮 不要 舞鶴公証役場
（☎0773-75-6520）

遺言公正証書、任意後
見契約などの各種契約
に関する相談

臨床心理士
こころの健康相談

6/14（水）
6/23（金）10:00～16:50

峰山総合福祉
センター

事前 健康推進課
（☎69-0350）

あなたの悩みをお聞き
し、解決の糸口を見つ
けるお手伝いをします。

女性相談・電話 5/25（木） 9:30～11:00 　　　　ー 不要 市民協働課
（☎69-0217）

女性問題アドバイザー
による電話相談

女性相談・面談 月2回 13:30～16:30 峰山総合福祉
センター　ほか 事前 市民協働課

（☎69-0240）
女性専門相談員（フェミ
ニスト・カウンセラー）
による面接相談。

不登校・教育など
の悩み

月～金曜日 8:30～16:30
（祝日・年末年始を除く）

京丹後市教育支援
センター麦わら 事前 学校教育課

（☎69-0620）
不登校に悩んでいる小
中学生や保護者の相談
や適応指導など

就職個別相談会
5/18（木）
6/  1（木）
6/15（木）

10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～16:00

峰山総合福祉センター
ら・ぽーと　
峰山総合福祉センター

事前
北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）
商工振興課（☎69-0440）

専門のカウンセラーが
就職についての疑問や
不安などに相談

看護職就業相談会 6/  1（木）13:30～15:00 ハローワーク峰山 不要
公益社団法人京都府看護協会
京都府北部看護職支援センター
（☎0772-46-9002）

復職・転職に関する相
談、情報提供、再就業の
ために研修情報の提供

京都府家庭支援
総合センター
「補装具などの
　　　無料相談」

5/16（火）13:45～15:15
※受付終了15:00

アグリセンター大宮 事前 障害者福祉課
（☎69-0320）

整形外科のみ。整形外
科医師による補装具交
付の診断および補装具
の修理の相談など

※診療時間　9時～12時・14時～17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。

休日応急診療 
当番医 

  5月14日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 21日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 28日（日） 弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）
  6月  4日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 11日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

　6月1日（木）13時30分～16時00分　　市内6カ所で同時開催／峰山総合
福祉センター、アグリセンター大宮、ら・ぽーと、丹後庁舎、弥栄地域公民館、
久美浜庁舎　　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。
　京都地方法務局京丹後支局（☎62-0365）

6月1日は人権擁護委員の日「特設人権相談所」を開設
時 所

内対

問 問
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京丹後市ドックのお知らせ
「6月2日までに申込みを」
　市国民健康保険・後期高齢者医療
加入者を対象に、次のとおり人間
ドックなどを実施します。　　7月3日
（月）～平成30年1月12日（金）の間
　ドックの検診日に市国民健康保険
被保険者・後期高齢者医療被保険者
　▶節目ドック（国保）：【対象年齢】
満40歳（昭和52年4月1日 ～ 昭和
53年3月31日）満45歳（昭和47年4月
1日 ～ 昭和48年3月31日）満50歳（昭
和42年4月1日 ～ 昭和43年3月31日）
満55歳（昭和37年4月1日 ～ 昭和38
年3月31日）満60歳（昭和32年4月1
日 ～ 昭和33年3月31日）
【自己負担額】2,000円
▶人間ドック（国保・後期）：【対象
年齢】（国保）満40歳～（昭和53年3
月31日生まれまでの方）（後期）全
員【自己負担額】15,420円※婦人科
を希望されない方は630円の減額と
なります。※脳ドックを併せて申し
込む場合は、検査項目の見直しによ
り2,700円の減額となります。※節
目ドックと人間ドックの検査項目
は同じです。
▶脳ドック（国保）：【対象年齢】満
40歳～74歳（昭和53年3月31日生
まれまでの方で、検診日に74歳以
下の方）【自己負担額】11,400円
　6月2日（金）までに　　　申込書、
印鑑・保険証　　　　市民局
【注意事項】①節目ドック・人間ドッ
クを受ける方は、重複して総合検診
を受けることはできません。総合検
診を希望する方は、各戸に送付して
ある「総合検診申込書」で別途申し
込んでください。②脳ドックのみを
希望の方は、総合検診のがん検診の
み受けることができます。③脳ドッ
クと、節目ドックまたは人間ドック
を併せて希望する方は、同じ医療機
関での申し込みとなります。④婦人
科検診は選択項目です。希望しない
方は、総合検診でも乳がん検診、子
宮頚がん検診がありますので申し
込んでください。⑤医療機関により
1日の受検人数に制限がありますの
で、希望の日程に沿えない場合があ
ります。
　保険事業課（☎69-0220）

検診内容と実施医療機関
●節目ドック・人間ドック

●脳ドック

問診・聴打診・身体計測・腹囲・
血圧測定
蛋白・糖・潜血・PH・比重・アセト
ン体・ウロビリノーゲン・沈査
赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリッ
ト・白血球・血液像・AST(GOT)・
ALT(GPT)・γ-GTP・LDH・TP・ア
ルブミン・A/G比・総ビリルビン・
TG（中性脂肪）・アルカリフォスター
ゼ・総コレステロール・HDLコレステ
ロール・LDLコレステロール・アミラ
ーゼ・クレアチニン・尿酸窒素・
Na・K・尿酸・血糖・RA・HｂA1c
心電図
視力・眼圧・眼底カメラ
B型肝炎ウイルス抗原・C型肝
炎ウイルス抗体
腹部超音波
胃透視または胃カメラ
便潜血反応検査（２回分検便）
胸部レントゲン撮影
胸部CT検査
PSA（腫瘍マーカー）
骨密度測定
内診・子宮頸部細胞診・膣エコー
視触診及び乳腺エコーまたは
マンモグラフィのどちらか

問診・聴打診・身体計測・腹囲・血圧測定
蛋白・糖・潜血
心電図
眼底検査
赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリッ
ト・白 血 球・AST(GOT)・
ALT(GPT)・γ-GTP・TG（中 性 脂
肪）・HDLコレステロール・LDLコレ
ステロール・クレアチニン・尿酸・
血糖・HｂA1c・LP(a)・CPK
ＭＲＩ（一般像）検査・MRA（血
管像）検査

肥満、腎臓病、糖尿病、
心臓病、冠動脈疾患、高
脂血症、高血圧症、貧血、
肝疾患、動脈硬化、痛風
など

B型肝炎・C型肝炎など

腎臓・肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
胃がん・胃潰瘍・胃ポリープなど
大腸がん・ポリープなど
結核など
肺がんなど
前立腺がん・前立腺肥大など
骨粗しょう症
子宮頸部がん・子宮筋腫など

乳がん・乳腺症など

肥満、腎臓病、糖尿病、
心臓病、冠動脈疾患、高
脂血症、高血圧症、貧血、
肝疾患、動脈硬化、痛風
など

脳梗塞・脳卒中など
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○
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○
カメラのみ

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
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○
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○
○

○
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丹
後
ふ
る

さ
と
病
院

丹
後
中
央

病
院分かること内　　　　容検診名

久
美
浜

病
院

弥
栄
病
院

丹後ふるさと病院 丹後中央病院 久美浜病院 弥栄病院

内科診察

尿検査

血液検査

心電図検査
眼科検査
肝炎ウイル
ス検診
超音波検査
胃検診
大腸がん検診
結核検診
肺がん検診
前立腺がん検診
骨粗しょう症検診
子宮がん検診

乳がん検診

内科診察
尿検査
心電図検査
眼科検査

血液検査

脳検診

視触診・
乳腺エコ
ーのみ

視触診・
乳腺エコ
ーのみ

●検診を受けられる曜日

人間ドックまたは
節目ドック

人間ドックまたは
節目ドックと
脳ドックの併用

脳ドック

月～金曜日の
午前

月・火・水・金の午前
　　　　　　　
・金曜日…午前人間ドック
　または節目ドック
・午後脳ドックの1日
・上記以外のドック
　指定曜日…来院2回

火曜日の午前
金曜日の午後

火曜日の午前
火・水曜日
の午前

月曜日

書類

時

対

受 窓 持

問

内

365日・24時間受付※通話料無料

 0 1 2 0 - 8 8 9 - 0 6 1
「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）および臨床心理士が相
談に応じます。　　市内在住の児童
生徒・保護者の方など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

むぎ

相談窓口 日　時 場　所 内容など 予約 申込・問い合わせ先

行政相談
5/17（水）
6/  6（火）
6/  8（木）
6/13（火）

13:30～16:30
13:30～16:00
13:30～16:00
9:00～12:00

峰山庁舎
久美浜福祉センター
弥栄地域公民館
大宮庁舎

不要 京都行政評価事務所
（☎ 075-802-1100）

各種相談窓口 ※原則無料。秘密は厳守します。

国の行政施策について
の苦情や意見、要望な
ど

司法書士
登記・多重債務・
法律相談

6/  1（木）13:30～16:30 峰山地域公民館 事前
京都司法書士会総合
相談センター
（☎ 075-255-2566）

司法書士による登記・
多重債務・法律相談（1
人30 分程度）

行政書士相談 5/17（水）
6/  7（水）10:00～13:00

峰山総合福祉
センター 不要

京都府行政書士会
第1支部事務局
（☎68-0237）

建設業許可、農地法、
相続･遺言、各種契約書
作成など。

公証人相談 6/  8（木）10:00～12:00 アグリセンター大宮 不要 舞鶴公証役場
（☎0773-75-6520）

遺言公正証書、任意後
見契約などの各種契約
に関する相談

臨床心理士
こころの健康相談

6/14（水）
6/23（金）10:00～16:50

峰山総合福祉
センター

事前 健康推進課
（☎69-0350）

あなたの悩みをお聞き
し、解決の糸口を見つ
けるお手伝いをします。

女性相談・電話 5/25（木） 9:30～11:00 　　　　ー 不要 市民協働課
（☎69-0217）

女性問題アドバイザー
による電話相談

女性相談・面談 月2回 13:30～16:30 峰山総合福祉
センター　ほか 事前 市民協働課

（☎69-0240）
女性専門相談員（フェミ
ニスト・カウンセラー）
による面接相談。

不登校・教育など
の悩み

月～金曜日 8:30～16:30
（祝日・年末年始を除く）

京丹後市教育支援
センター麦わら 事前 学校教育課

（☎69-0620）
不登校に悩んでいる小
中学生や保護者の相談
や適応指導など

就職個別相談会
5/18（木）
6/  1（木）
6/15（木）

10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～16:00

峰山総合福祉センター
ら・ぽーと　
峰山総合福祉センター

事前
北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）
商工振興課（☎69-0440）

専門のカウンセラーが
就職についての疑問や
不安などに相談

看護職就業相談会 6/  1（木）13:30～15:00 ハローワーク峰山 不要
公益社団法人京都府看護協会
京都府北部看護職支援センター
（☎0772-46-9002）

復職・転職に関する相
談、情報提供、再就業の
ために研修情報の提供

京都府家庭支援
総合センター
「補装具などの
　　　無料相談」

5/16（火）13:45～15:15
※受付終了15:00

アグリセンター大宮 事前 障害者福祉課
（☎69-0320）

整形外科のみ。整形外
科医師による補装具交
付の診断および補装具
の修理の相談など

※診療時間　9時～12時・14時～17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。

休日応急診療 
当番医 

  5月14日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 21日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 28日（日） 弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）
  6月  4日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）
　　 11日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜☎72-5055）

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

　6月1日（木）13時30分～16時00分　　市内6カ所で同時開催／峰山総合
福祉センター、アグリセンター大宮、ら・ぽーと、丹後庁舎、弥栄地域公民館、
久美浜庁舎　　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。
　京都地方法務局京丹後支局（☎62-0365）

6月1日は人権擁護委員の日「特設人権相談所」を開設
時 所

内対

問 問
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日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
番組のご案内
健康体操

京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

健康体操

歴史街道
関西三関王

京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

関西三関王
京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

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

 「週間！ニュース」前週分
テレビショッピング

第67回京丹後ちりめん祭
〈4月8日・9日開催〉

歴史街道
日本ケーブルテレビ連盟

加盟局番組

英語講座
～初級から中級編～

 第2回
〈3月6日開催〉

丹後ミュージカル
「乙姫ものがたり　　
　 ～浦島伝説より～」

英語講座
～初級から中級編～

 第2回
〈3月6日開催〉

消防庁火災予防ビデオ
消費生活センター啓発寸劇

第67回京丹後ちりめん祭
〈4月8日・9日開催〉

手話講習会第2回

特集
京丹後市中学生

海外派遣事業報告会
〈4月14日開催〉

消防庁火災予防ビデオ

英語講座
～初級から中級編～

 第3回
〈3月10日開催〉

知って語れるマメ知識
「京丹後市の大地と歴史」
【第1回】魅力あふれる　  
          丹後の伝説と歴史 
消費生活センター啓発寸劇

歴史街道 

英語講座
～初級から中級編～

 第3回
〈3月10日開催〉

      
日本ケーブルテレビ連盟

加盟局番組

京丹後市中学生
海外派遣事業報告会
〈4月14日開催〉

      
      

気象庁防災啓発ビデオ

歴史街道
関西三関王

特集

平成29年度第1回
京丹後市消費生活セミナー
〈4月17日開催〉

歴史街道

丹後七姫劇団
「しずかの奏」
〈4月29日上演〉

消防庁火災予防ビデオ
消費生活センター啓発寸劇

知って語れるマメ知識
「京丹後市の大地と歴史」
【第2回】京丹後市の　　 
  自然の魅力とジオパーク 

丹後七姫劇団
「しずかの奏」
〈4月29日上演〉

第67回京丹後ちりめん祭

平成29年度第1回
京丹後市消費生活セミナー
〈4月17日開催〉

      
日本ケーブルテレビ連盟

加盟局番組
歴史街道
関西三関王

ふるさと文化財めぐり第33回

ふるさと文化財めぐり第33回

特集
特集 地域づくりと協働に

ついての講演会
〈5月8日開催〉

      

歴史街道

京丹後市高齢者大学
峰山学園開講式講演会
〈4月27日開催〉

気象庁防災啓発ビデオ

知って語れるマメ知識
「京丹後市の大地と歴史」
【第3回】京丹後の          
 海岸沿いの見どころと特徴

京丹後市中学生
海外派遣事業報告会

      

消防庁火災予防ビデオ
消費生活センター啓発寸劇

地域づくりと協働に
ついての講演会
〈5月8日開催〉

 
京丹後市高齢者大学
峰山学園開講式講演会
〈4月27日開催〉

特集
こころ・いのち・つなぐ手
（ゲートキーパー）講座
〈5月19日開催〉

絆フェスタ2017
〈5月14日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

平成29年度第1回
京丹後市消費生活セミナー

 
　　　ふるさと文化財めぐり第33回

歴史街道 

こころ・いのち・つなぐ手
（ゲートキーパー）講座
〈5月19日開催〉

　　　ふるさと文化財めぐり第33回

絆フェスタ2017
〈5月14日開催〉

丹後七姫劇団
「しずかの奏」

歴史街道
関西三関王

特集

特集 特集 特集
特集

特集

特集

特集

特集

再放送

再放送

再放送 再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

特集 特集 特集 特集

特集 特集 特集 特集

※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。
【ケーブルテレビの障害や料金・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）

市議会中継予定　 6月5日（月）9時30分～ 本会議、6月15日（木）9時～ 本会議（一般質問）、6月16日（金）9時～ 本会議（一般質問） 
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23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5/13（土）～5/19（金） 5/20（土）～5/26（金） 5/27（土）～6/2（金） 6/3（土）～6/9（金） 6/10（土）～6/16（金）時 分 時分

市政情報や

ホットな地
域情報を

たっぷりお
届け！

ケーブルテレビ（ACTV京丹後局） 
11チャンネル番組表 5/13～6/16


