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ご案内

●料金表示のないものは無料、受付表示のないものは申込不要です。
●書類等の設置場所は担当課以外の場所を記載しています。
●詳しくはお問い合わせください。

時 所 内 対 要 定
料 受 持 他
問 窓 〒

＝日時 ＝場所 ＝内容 ＝対象者 ＝要件 ＝定員
＝料金 ＝受け付け ＝持参物・必要書類 ＝その他
＝問い合わせ・申し込み先 ＝窓口 ＝郵送
＝ファクシミリ ＝ホームページ ＝Ｅメール

【記号の意味】

平成2 9年 7月1 0日号Ｎｏ．316

お盆前は申し込みが集中します
　▶計画収集の場合を除いて、専用
のはがき（市民局・し尿処理券取扱
店に備え付け）・　・市　のいずれ
かで申し込んでください。※電話での
申し込みは不可▶受付後、通常4～
5日程度でくみ取ります。▶少量での
申し込みはご遠慮ください。▶大型便
槽は作業車の配車状況により一部を
残す場合があります。
　専用以外のはがき・　での申し込
みは以下の項目を記入してください。
▶住所、氏名、電話番号、くみ取り
場所、支払方法（処理券郵送・口座
振替）、便所の種類（普通・簡易水洗・
仮設）、訪問時の目標物、その他（緊
急を要する場合の理由など）※定期
的なくみ取りは計画収集申請書（市民
局に備え付け）で申し込んでください。
【お支払いに便利な口座振替】
口座振替依頼書（市内の取扱金融機
関・市民局に備え付け）に記入して、
取扱金融機関に申し込んでください。
【お願い】
便槽内には紙おむつやペットボトルな
ど、し尿以外の異物を入れないでく
ださい。
　竹野川衛生センター
　（☎６５-２８３６　６５-３３９９）
　網野衛生センター
　（☎７２-１０１６　７９-３０１１）
　久美浜衛生センター
　（☎８３-０１４２　８３-１１９９）
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内大宮診療所の改修工事により8月17
日（木）～12月28日（木）の間、大宮庁
舎に診療所機能を移転します。再開は
平成30年1月5日（金）からの予定です。
　8月10日（木）までは現在の大宮診療
所で診察します。
　医療政策課（☎69-0360）
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大宮診療所を大宮庁舎に
一時移転します

　6月9日発行号のおしらせ版におい
て、以下のとおり誤りがありました。お
わびして訂正します。
　カセットボンベ以外のスプレー缶は
「不燃ごみ」とおしらせしましたが、塗
料以外のスプレー缶は「資源ごみ（空き
缶）」の誤りでした。中身を使い切り、
穴を開けて出してください。
　市民環境課（☎69-0210）

スプレー缶の出し方について
訂正します

　網野郷土資料館（網野町木津）は
建物の老朽化により旧郷小学校（網
野町郷）へ移転する予定です。移転
に伴い7月29日（土）をもって休館しま
す。平成30年4月の開館予定です。
　文化財保護課（☎69-0640）

網野郷土資料館を休館します

　製造からおおむね10年を超える扇
風機とエアコンについては、モーター
などの劣化やほこりの堆積などによる
出火事例の報告が多くあります。安
全に使用していただくため、こまめに
点検や掃除を行い、次のような症状
がある場合は、使用を中止してコン
セントを抜き、販売店などに相談して
ください。
▶スイッチを入れても動かない
▶動きが遅い、不規則
▶異常な音や振動がする
▶異常に熱くなったり、焦げ臭いにお
いがする
▶電源コードが折れ曲
がったり、破損した
りしている
　消防本部予防課
　（☎62-5119）

古い扇風機とエアコンに
出火の危険性　7月下旬～8月中旬（予定）の間、自

転車小屋の建替工事を行います。工
事期間中は自転車小屋が使用できな
いため、駅舎待合室の周辺に駐輪を
お願いします。

　企画政策課（☎69-0120）

小天橋駅の駐輪スペースを
一時変更します

し尿のくみ取り
ご協力のお願い

　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）

7月31日（月）は、固定資産税（2期）、国民健康保険税（2期）の納期限です
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平成29年7月10日号 No.316　おしらせ版

〈バーベキュー等〉
▶着火剤の途中追加はしない（着火
剤が燃えて飛び散って危険！）

▶カセットボンベは火気のそばには置
かない（過熱状態で爆発の恐れ！）

〈お盆のお参り〉
▶お墓や仏壇のろうそく、線香はそ
の場を離れる際は消す。

▶灯明台の周りに燃えやすい物を置
かない。
▶ろうそくや線香は専用の燭台や不
燃性の容器を使用する。

　消防本部予防課（☎62-5119）

　Ｕ・Ｉターンによる人材確保のため、
以下の補助対象事業を行った市内事
業者に補助金を交付します。
　市内の個人事業者および法人事業
者で、市税等（市税、延滞金および
督促手数料）を滞納していない事業
者　　【補助対象事業】①離職者、転
職希望者、大学等の卒業予定者等の
就職希望者（以下、「就職希望者」と
いう）との面接を行うため、市外で開
催される合同企業説明会等に出展す
る事業②市内で開催した自社説明会
に、市外から参加した就職希望者が
要した旅費について助成を行う事業
③交通費および宿泊費を自社負担し、
市外に住む学生のインターンシップを
受け入れる事業【補助対象経費】①旅
費、出展負担金等②参加者旅費助成
金③企業が負担した学生等の交通費
および宿泊費※平成29年4月1日から
平成30年3月31日までに行った事業
のうち、交付申請日までに支払った経
費が対象となります。【補助金額】①
②補助対象経費の１／２以内③補助
対象経費の１／２以内（交通費：1人
当たり46,000円限度、宿泊費：1人
1泊10,000円以内※7日間を限度）
□事業着手前に、申請書を　、市民
局へ提出　　詳細、申請書
についてはQRコードからも
確認できます。
　商工振興課（☎69-0440）

人材確保推進事業補助金

　8月1日（火）～7日（月）
　夏は花火や墓参りなど屋外で火気
を使う機会が多くなります。“これくら
いなら大丈夫”といった慢心から火災
となる事故が毎年のように発生してい
ます。以下の点に注意して火災をな
くしましょう。
〈花火〉
▶風の強いときは花火をしない。
▶水バケツを用意し、遊び終わった
ら必ず水につける。

夏火災予防運動の実施

　7月24日（月）23時まで　　京都地方税機構の　にて申し込みの上、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。
　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
適確証明書が必要です。
【公売予定物件（地目・地積等は公簿上のもの）】
 番号 所在・地番・構造 地目・種類 地積・床面積 見積価格

 1 （建物）網野町浜詰小字牛揚44番 居宅 延398.49㎡
　　　　 木造2階建（2棟） 物置 延69.35㎡ 

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（2棟） 居宅・工場 延546.25㎡
  　　　鉄骨･木造3階建 共同住宅・倉庫 延706.54㎡ 

3,990,000円

 3 大宮町奥大野小字平家谷1712番 田 2,127㎡ 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㎡ 

530,000円

 5 峰山町石丸小字間持541番、542番、543番 田（耕作放棄地） 計1,976㎡ 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㎡ 

5,540,000円

【入札日】7月31日（月）13時～8月7日（月）13時
【買受代金納付期限】8月14日（月）14時
　京都地方税機構　丹後地方事務所（☎68-1041）

インターネットによる不動産公売の入札参加の受け付け

　市では、政府が掲
げる地球温暖化対策
のための国民運動
「COOL CHOICE
（クールチョイス＝賢
い選択）」に賛同しています。

「COOL CHOICE」の実践による省
エネへのご協力をお願いします。な
お、高齢者や乳幼児、体調が悪い方
がいる家庭では、健康上支障がない
範囲で、また、商業施設や病院など
では、経済活動やライフライン機能
などの維持に支障がない範囲でご協
力ください。市役所各庁舎でも、こ
れまで同様に省エネ・節電対策に取
り組みます。
　対象期間：7月1日～9月30日（土）
　省エネなどの役に立つ情報を市　
に掲載しています。
　市民環境課（☎69-0210）

夏季の省エネに
ご協力ください

　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86号
商号 有限会社藤原電気工業

営業所 京丹後市網野町
所在地 網野2736番地

電話番号 0772-72-0132

代表者氏名
 代表取締役 代表取締役

　 藤原　健次 藤原　正行

　下水道整備課（☎69-0550）

「下水道排水設備指定工事業者」の
変更

 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
十王堂線道路維持工事 網野町下岡 丹後水道㈱ 3,109,320  H29.8.31
汁谷川河川維持工事 網野町高橋　 ㈱丹後北都公社 1,954,800  H29.8.10
網野南小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 網野町下岡　 丹後北都不動産㈱ 53,244,000  H29.8.28
網野南小学校普通教室等空調化工事（電気設備工事） 網野町下岡　 森電気工業㈱ 27,000,000  H29.8.28
新山小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 峰山町荒山 丹後北都不動産㈱ 32,400,000  H29.8.28
いさなご小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 峰山町安　 丹後水道㈱ 31,860,000  H29.8.28
いさなご小学校下水接続等工事 峰山町安　 丹後水道㈱ 10,800,000  H29.8.28
京丹後市浄化槽設置工事その1 大宮町下常吉他　 ㈱井上工業 5,261,760  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その4 久美浜町浦明他　 山崎工業㈱ 4,108,320  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その2 丹後町是安他　 ㈱辻建設 3,548,880  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その3 久美浜町畑他　 ㈱辻建設 2,509,920  H29.9.15
久美浜放課後児童クラブエアコン設置工事 久美浜町橋爪　 ㈱金原組 2,192,400  H29.7.18
いさなご小学校雑排水汚水処理施設解体等工事 峰山町安　 ㈱水口組 19,731,600  H29.8.28
てんきてんき橋補修工事 丹後町間人　 ㈱澤土木 4,445,280  H29.7.28
出会駅前線道路維持工事　 大宮町口大野・奥大野　 森建設㈱ 7,867,800  H29.7.25
※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）

5月公共工事発注状況

問

補助金
・助成金
　　　   など

　平成26年4月の消費税率の引上げ
（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カ月をめどに支
給する予定です。
　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▶生活保
護の受給者である場合などは除きま
す。【支給額】1人当たり15,000円（支
給は1回限りです）　　平成29年2月1
日～7月31日（月）　　　※申請書は、
1月末に対象者となる可能性のある方
に送付しました。※郵送の場合は7月31
日（月）消印有効
　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！！

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？
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　きれいな花
だからといっ
て自宅の庭や
花壇に植えて
は絶対にいけ
ません。
【駆除を行う場合の注意点】
　生きたままの移動・保管は外来生
物法で禁じられています。根から引き
抜き、2～3日天日で枯れさせて、充
分に土を落とした状態で可燃ごみとし
て処分してください。5～7月に花が
咲き、種子を付けるため、その前に
駆除することが望まれます。
　市民環境課（☎69-0210）

オオキンケイギクの駆除に
ご協力ください
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　市内には多くの海水浴場があり、
毎年多くの方が訪れています。楽し
いはずの海水浴がちょっとした油断か
ら水難事故となり、尊い命が失われ
ています。波の高い時や体調のすぐ
れないときは海水浴を控え、また、
遊泳禁止区域での遊泳は絶対にしな
いでください。その他、監視員の指
示に従い、事故を未然に防ぎましょう。
　消防本部（☎62-0119）

海の事故をなくしましょう
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【サマージャンボ宝くじ】1等：5億円×20本（発売総額600億円・20ユニット
の場合）▶前後賞：各1億円×40本（発売計画額600億円・20ユニットの場合）
▶2等：1,000万円×60本（発売総額600億円・20ユニットの場合）
【サマージャンボミニ1億】1等：1億円×45本（発売計画額270億円・9ユニッ
トの場合）
【サマージャンボプチ100万円】1等：100万円×5,000本
（発売計画額150億円・5ユニットの場合）
▶発売期間：7月18日（火）～8月10日（木）▶抽せん日：8
月20日（日）▶発売場所：全国の宝くじ売場（通信販売で
も購入できます）
※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

今年のサマージャンボ宝くじは、1等・前後賞あわせて7億円！
サマージャンボミニ1億円、サマージャンボプチ100万円も同時発売！

認知症高齢者等
位置探索サービス利用補助金
　徘徊行動等による行方不明の
対策に、ＧＰＳでの位置探索サービス
を利用した際の初期費用を補助しま
す。詳しくはお問い合わせください。

　長寿福祉課（☎69-0330）問

内
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〈バーベキュー等〉
▶着火剤の途中追加はしない（着火
剤が燃えて飛び散って危険！）

▶カセットボンベは火気のそばには置
かない（過熱状態で爆発の恐れ！）

〈お盆のお参り〉
▶お墓や仏壇のろうそく、線香はそ
の場を離れる際は消す。

▶灯明台の周りに燃えやすい物を置
かない。
▶ろうそくや線香は専用の燭台や不
燃性の容器を使用する。

　消防本部予防課（☎62-5119）

　Ｕ・Ｉターンによる人材確保のため、
以下の補助対象事業を行った市内事
業者に補助金を交付します。
　市内の個人事業者および法人事業
者で、市税等（市税、延滞金および
督促手数料）を滞納していない事業
者　　【補助対象事業】①離職者、転
職希望者、大学等の卒業予定者等の
就職希望者（以下、「就職希望者」と
いう）との面接を行うため、市外で開
催される合同企業説明会等に出展す
る事業②市内で開催した自社説明会
に、市外から参加した就職希望者が
要した旅費について助成を行う事業
③交通費および宿泊費を自社負担し、
市外に住む学生のインターンシップを
受け入れる事業【補助対象経費】①旅
費、出展負担金等②参加者旅費助成
金③企業が負担した学生等の交通費
および宿泊費※平成29年4月1日から
平成30年3月31日までに行った事業
のうち、交付申請日までに支払った経
費が対象となります。【補助金額】①
②補助対象経費の１／２以内③補助
対象経費の１／２以内（交通費：1人
当たり46,000円限度、宿泊費：1人
1泊10,000円以内※7日間を限度）
□事業着手前に、申請書を　、市民
局へ提出　　詳細、申請書
についてはQRコードからも
確認できます。
　商工振興課（☎69-0440）

人材確保推進事業補助金

　8月1日（火）～7日（月）
　夏は花火や墓参りなど屋外で火気
を使う機会が多くなります。“これくら
いなら大丈夫”といった慢心から火災
となる事故が毎年のように発生してい
ます。以下の点に注意して火災をな
くしましょう。
〈花火〉
▶風の強いときは花火をしない。
▶水バケツを用意し、遊び終わった
ら必ず水につける。

夏火災予防運動の実施

　7月24日（月）23時まで　　京都地方税機構の　にて申し込みの上、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。
　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
適確証明書が必要です。
【公売予定物件（地目・地積等は公簿上のもの）】
 番号 所在・地番・構造 地目・種類 地積・床面積 見積価格

 1 （建物）網野町浜詰小字牛揚44番 居宅 延398.49㎡
　　　　 木造2階建（2棟） 物置 延69.35㎡ 

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（2棟） 居宅・工場 延546.25㎡
  　　　鉄骨･木造3階建 共同住宅・倉庫 延706.54㎡ 

3,990,000円

 3 大宮町奥大野小字平家谷1712番 田 2,127㎡ 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㎡ 

530,000円

 5 峰山町石丸小字間持541番、542番、543番 田（耕作放棄地） 計1,976㎡ 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㎡ 

5,540,000円

【入札日】7月31日（月）13時～8月7日（月）13時
【買受代金納付期限】8月14日（月）14時
　京都地方税機構　丹後地方事務所（☎68-1041）

インターネットによる不動産公売の入札参加の受け付け

　市では、政府が掲
げる地球温暖化対策
のための国民運動
「COOL CHOICE
（クールチョイス＝賢
い選択）」に賛同しています。

「COOL CHOICE」の実践による省
エネへのご協力をお願いします。な
お、高齢者や乳幼児、体調が悪い方
がいる家庭では、健康上支障がない
範囲で、また、商業施設や病院など
では、経済活動やライフライン機能
などの維持に支障がない範囲でご協
力ください。市役所各庁舎でも、こ
れまで同様に省エネ・節電対策に取
り組みます。
　対象期間：7月1日～9月30日（土）
　省エネなどの役に立つ情報を市　
に掲載しています。
　市民環境課（☎69-0210）

夏季の省エネに
ご協力ください

　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86号
商号 有限会社藤原電気工業

営業所 京丹後市網野町
所在地 網野2736番地

電話番号 0772-72-0132

代表者氏名
 代表取締役 代表取締役

　 藤原　健次 藤原　正行

　下水道整備課（☎69-0550）

「下水道排水設備指定工事業者」の
変更

 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
十王堂線道路維持工事 網野町下岡 丹後水道㈱ 3,109,320  H29.8.31
汁谷川河川維持工事 網野町高橋　 ㈱丹後北都公社 1,954,800  H29.8.10
網野南小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 網野町下岡　 丹後北都不動産㈱ 53,244,000  H29.8.28
網野南小学校普通教室等空調化工事（電気設備工事） 網野町下岡　 森電気工業㈱ 27,000,000  H29.8.28
新山小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 峰山町荒山 丹後北都不動産㈱ 32,400,000  H29.8.28
いさなご小学校普通教室等空調化工事（機械設備工事） 峰山町安　 丹後水道㈱ 31,860,000  H29.8.28
いさなご小学校下水接続等工事 峰山町安　 丹後水道㈱ 10,800,000  H29.8.28
京丹後市浄化槽設置工事その1 大宮町下常吉他　 ㈱井上工業 5,261,760  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その4 久美浜町浦明他　 山崎工業㈱ 4,108,320  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その2 丹後町是安他　 ㈱辻建設 3,548,880  H29.9.29
京丹後市浄化槽設置工事その3 久美浜町畑他　 ㈱辻建設 2,509,920  H29.9.15
久美浜放課後児童クラブエアコン設置工事 久美浜町橋爪　 ㈱金原組 2,192,400  H29.7.18
いさなご小学校雑排水汚水処理施設解体等工事 峰山町安　 ㈱水口組 19,731,600  H29.8.28
てんきてんき橋補修工事 丹後町間人　 ㈱澤土木 4,445,280  H29.7.28
出会駅前線道路維持工事　 大宮町口大野・奥大野　 森建設㈱ 7,867,800  H29.7.25
※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）

5月公共工事発注状況

問

補助金
・助成金
　　　   など

　平成26年4月の消費税率の引上げ
（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カ月をめどに支
給する予定です。
　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▶生活保
護の受給者である場合などは除きま
す。【支給額】1人当たり15,000円（支
給は1回限りです）　　平成29年2月1
日～7月31日（月）　　　※申請書は、
1月末に対象者となる可能性のある方
に送付しました。※郵送の場合は7月31
日（月）消印有効
　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！！

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？

対

受

問

窓 〒

　きれいな花
だからといっ
て自宅の庭や
花壇に植えて
は絶対にいけ
ません。
【駆除を行う場合の注意点】
　生きたままの移動・保管は外来生
物法で禁じられています。根から引き
抜き、2～3日天日で枯れさせて、充
分に土を落とした状態で可燃ごみとし
て処分してください。5～7月に花が
咲き、種子を付けるため、その前に
駆除することが望まれます。
　市民環境課（☎69-0210）

オオキンケイギクの駆除に
ご協力ください
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時

時

内 内
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　市内には多くの海水浴場があり、
毎年多くの方が訪れています。楽し
いはずの海水浴がちょっとした油断か
ら水難事故となり、尊い命が失われ
ています。波の高い時や体調のすぐ
れないときは海水浴を控え、また、
遊泳禁止区域での遊泳は絶対にしな
いでください。その他、監視員の指
示に従い、事故を未然に防ぎましょう。
　消防本部（☎62-0119）

海の事故をなくしましょう

問

問

問 窓

内

内

【サマージャンボ宝くじ】1等：5億円×20本（発売総額600億円・20ユニット
の場合）▶前後賞：各1億円×40本（発売計画額600億円・20ユニットの場合）
▶2等：1,000万円×60本（発売総額600億円・20ユニットの場合）
【サマージャンボミニ1億】1等：1億円×45本（発売計画額270億円・9ユニッ
トの場合）
【サマージャンボプチ100万円】1等：100万円×5,000本
（発売計画額150億円・5ユニットの場合）
▶発売期間：7月18日（火）～8月10日（木）▶抽せん日：8
月20日（日）▶発売場所：全国の宝くじ売場（通信販売で
も購入できます）
※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

今年のサマージャンボ宝くじは、1等・前後賞あわせて7億円！
サマージャンボミニ1億円、サマージャンボプチ100万円も同時発売！

認知症高齢者等
位置探索サービス利用補助金
　徘徊行動等による行方不明の
対策に、ＧＰＳでの位置探索サービス
を利用した際の初期費用を補助しま
す。詳しくはお問い合わせください。

　長寿福祉課（☎69-0330）問

内
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　8月11日（金・祝）10時～15時（受
付：9時30分～）　
　内山ブナハウス近辺（大宮町五十河）
　貴重なブナの自然林をガイドと
一緒に楽しく散策しながら学習で
きます。
　市内の小学校に通う4～6年生の
児童親子　
　20人※参加者多数の場合は抽選　
　参加者に別途連絡します　
　詳しくは市　をご覧ください。
　市民環境課（☎69-0210）

　小町ろまん全国短歌大会実施に当
たり以下のとおり短歌作品を募集し
ています。　
　どなたでも　　指定の用紙（コ
ピー可）で一人何組でも応募可（自
由題2首／組）※未発表の自作に限り
ます。二重投稿は入選を取り消しま
す。※表彰・審査結果については入
賞・入選者に通知します。
　自由題2首/1組につき1,500円【払
込方法】定額小為替（郵便局で購入）
または現金書留で作品に同封してく
ださい。※身体障害者手帳の写しを
添付した方、小・中・高校生の部は
無料です。　　9月8日（金）までに
所定の応募用紙を　（最終日消印有
効）　　募集要項、投稿用紙は市　
からダウンロードできます。
　社会教育課内短歌大会事務局
　（☎69-0630）

短歌大会の作品募集

内
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　地域課題を市民が主体となってビ
ジネスの手法を用いて解決するため、
新たな取り組みを行おうとする団体等
に補助金を交付します。　　会社法
で規定する会社を除く、自治会、任
意団体、ＮＰＯ法人、社団法人、財団法
人、個人など　【補助対象金額】▶対
象経費の2/3（上限200万円）▶2年
連続して補助活用が可能▶他の補助
金制度との併用活用が可能（市の補
助制度は除く）【補助対象事業】地域
産業の活性化、健康づくり・助け合
いの環境づくり、移住・定住促進な
ど【条件】▶新たに取り組むコミュニ
ティビジネスであること▶地域の人
材・資源を活用し地域の課題を解決
するものであること▶事業の効果が、
地域へ還元されるものであること▶イ
ベント的なものではなく、事業の継続
性が見込まれること▶新たに就労機
会の創出が期待できるものであること
【補助対象経費】報償費、消耗品費、
光熱水費、備品購入費など【対象と
ならない経費】団体の運営に係る経
常経費、団体の人件費、食料費、使
途が特定できない経費、公的資金の
使途として社会通念上不適切と考え
られる経費など　　7月31日（月）ま
でに企画書（　、市民局、市　に設置）
を提出　　企画書および面談により
審査、選考します。※申請日以前に実
施した事業は対象外とします。
　市民協働課（☎69-0240）

コミュニティビジネス
応援補助金

　対象期間：7月1日～9月30日（土）
　家族が一つの部屋に集まってエ
アコンの使用台数を減らしたり、公
共施設や商業施設などに集まった
り、自然が多くて涼しい場所に出か
けたり、催しや活動に参加したりす
ることを「クールシェア」と言いま
す。クールシェアは、
節電対策、熱中症の
予防、地域の活性化
につながることが期
待されます。市では「クールシェア」
できる場所を「クールシェアスポッ
ト」と位置づけ、協力施設・店舗を
募集しています。
　昼間の暑い時間帯に「クールシェ
ア」できる施設・店舗など（例：
ショッピングセンター、飲食店など）
※公序良俗に反するもの、取り組み
の趣旨に適さないもの、市が不適当
と認めるものは除きます。
　参加登録申込書を　に7月25日
（火）までに提出　　登録施設は市
　などを通じて広く情報発信しま
す。詳しくは市　に掲載しています。
　市民環境課（☎69-0210）

「クールシェア京丹後2017」への
協力施設・店舗を募集

「親子ブナ林観察会」の
参加者を募集

 募集種目 年齢資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
  男子

 
　　　　　　  女子

一般曹候補生（1次試験）

航空学生（1次試験）

防衛大学校
  推薦

 　  総合選抜
 　  一般・前期（1次試験）
防衛医科大学校
看護学科学生（1次試験）
防衛医科大学校
医学科学生（1次試験）
   自衛隊京都地方協力本部京丹後地域事務所（☎64-2498）

18歳以上27歳未満の方

海：高卒等（見込み含む）23歳未満の方
空：高卒等（見込み含む）21歳未満の方
高卒等（見込み含む）21歳未満の成績優秀かつ生徒会
活動等で顕著な実績を納め、学校長が推薦できる方

高卒等（見込み含む）21歳未満の方

年間を通じて受付
中※詳細は事務所
にお問い合わせく
ださい。

9/8（金）まで

9/5（火）～7（木）

9/5（火）～29（金）

高校生以外8/26（土）～29（火）
9/19（火）、20（水）
9/22（金）
9/29（金）、30（土）
9/16（土）、17（日） 

9/18（月・祝）

9/23（土・祝）、24（日）

9/23（土・祝）
11/4（土）、5（日）

10/14（土）

10/28（土）、29（日）

自衛官等採用試験の実施

募集 募集職種 採用予定者数 受験資格

  看護職

  薬剤師

※成年被後見人または被保佐人など、地方公務員法第16条の各号のいずれかに
該当する方は受験できません。
※免許取得見込みの方が資格試験に合格しなかった場合は、採用しません。

申込方法

添付書類

受付期間

試験日時

会　　場
内　　容
結　　果
【採用予定日】平成29年10月1日※免許取得見込みの方は、平成30年4月1日と
します。※免許を有する方で、採用予定日の変更を希望される
場合は事前に申し出てください。
【配属先】弥栄病院または久美浜病院
　医療政策課（☎69-0360）

若干名

若干名

昭和42年4月2日以降に生まれた方で、看護師・准看護師・助
産師のいずれかの免許を有するか、平成30年に実施される資
格試験で取得する見込みの方
昭和52年4月2日以降に生まれた方で、薬剤師の免許を有する
か、平成30年に実施される資格試験で取得する見込みの方

申込書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて医療政策課へ持参
または郵送してください※申込書は医療政策課、弥栄病院管理課、
久美浜病院管理課に設置するほか、市　からダウンロードできます。
▶自筆の履歴書（3カ月以内に撮影した上半身の写真［縦4㌢×横3
㌢］を貼付）▶資格免許証の写し（医療に関する資格について全て提
出のこと）、資格取得見込者は卒業見込証明書※申込書、添付書類
は受付後、原則として返却しません。※応募に際し提出していただい
た個人情報は職員選考以外には使用しません。
7月18日（火）～8月16日（水）の8時30分～17時15分（土日祝は除く）
※郵送による場合は8月16日必着
8月26日（土）8時50分～（受験人数によっては一部の受験者の試験
日を変更する場合があります）
申込者に通知します。
作文試験、面接試験
本人宛に通知します。

平成29年度　市職員〔医療技術職員〕採用試験の実施
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内

内

内
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持
他
問

時

対
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受

他

他

　環境省では、近隣騒音防止を呼び
掛けるためのポスターおよびカレ
ンダーを作成し、近隣騒音防止に関
する普及啓発活動を行っています。
　どなたでも　　10月13日（金）ま
で※当日消印有効　　何点でも応
募できます。採用作品には賞状と記
念品が贈呈されます。応募方法など
は、市民局に設置の募集チラシをご
覧ください。 
　環境省　水・大気環境局　大気生
活環境室（☎03-5521-8299）
9時30分～18時15分（土日祝除く）

近隣騒音防止ポスター・カレンダーの
デザインを募集

内

対 受
他

問

問

　ひとり親家庭の方がお互いの親
睦を図るとともに、親子のふれあい
を深めていただくために「いきいき
ふれあい事業」を開催します。　　
　市内在住のひとり親家庭の保護
者と児童　　9月3日（日）7時10分
集合　　行先：京都鉄道博物館・京
都動物園（集合：市役所前）※詳細
は参加申込者へ連絡します。　　大
人（中学生以上）2,000円　小学生
以下1,000円※昼食代含む　　8月
18日（金）まで　、☎※参加者の氏
名、年齢、住所、連絡先、人数を伝
えて申し込み　　主催：市母子寡婦
福祉会　後援：京都府、（財）京都新
聞社会福祉事業団
　市母子寡婦福祉会各支部役員も
しくは生活福祉課（☎69-0310）

ひとり親家庭の方へ
「いきいきふれあい事業」への参加募集

時
所

内

対

料

受

他

問

問

問

　今年で8回目を迎える町なか清掃
です。お盆前に小西川を一緒にきれ
いにしましょう。
　7月30日（日）6時30分～1時間程
度　　小西川　浪花会館前集合（御
旅市場近く）　　河川内外の除草を
行います。　　市内在住の方　　手
袋、手鍬、長靴等除草に必要なもの
　峰山地区河川整備等まちづくり
促進協議会事務局（☎69-0711）

小西川清掃
ボランティアを募集

内
対 持

問

時
所

問

窓

窓

窓

　平成29年度市職員採用試験（平成
30年4月1日採用）を実施します。募
集職種、受験資格、日程等は、7月下
旬頃に市　および新聞折込にてお知
らせする予定です。
　人事課（☎69-0150）

市職員採用試験実施の
お知らせ

内

問

　市商工会では、小規模な織物生産
基盤整備に係る取り組みに対して、
経費の一部を補助します。　
　【補助率・補助金額】補助対象経
費の1/5以内（上限5万円）【補助対象
経費】市内で行う生産設備の新設、
更新、改良事業
　市内に事業所を有
する織物業・撚糸業・
整経業・紋工業・精
練整理加工業の事業者　
　７月1１日（火）～８月１0日（木）に
市商工会本所および各支所
　商工振興課（☎69-0440）

織物業
小規模生産基盤支援事業補助金

対

要

受

問
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　8月11日（金・祝）10時～15時（受
付：9時30分～）　
　内山ブナハウス近辺（大宮町五十河）
　貴重なブナの自然林をガイドと
一緒に楽しく散策しながら学習で
きます。
　市内の小学校に通う4～6年生の
児童親子　
　20人※参加者多数の場合は抽選　
　参加者に別途連絡します　
　詳しくは市　をご覧ください。
　市民環境課（☎69-0210）

　小町ろまん全国短歌大会実施に当
たり以下のとおり短歌作品を募集し
ています。　
　どなたでも　　指定の用紙（コ
ピー可）で一人何組でも応募可（自
由題2首／組）※未発表の自作に限り
ます。二重投稿は入選を取り消しま
す。※表彰・審査結果については入
賞・入選者に通知します。
　自由題2首/1組につき1,500円【払
込方法】定額小為替（郵便局で購入）
または現金書留で作品に同封してく
ださい。※身体障害者手帳の写しを
添付した方、小・中・高校生の部は
無料です。　　9月8日（金）までに
所定の応募用紙を　（最終日消印有
効）　　募集要項、投稿用紙は市　
からダウンロードできます。
　社会教育課内短歌大会事務局
　（☎69-0630）

短歌大会の作品募集

内

対 要

料

受

他

問

〒

　地域課題を市民が主体となってビ
ジネスの手法を用いて解決するため、
新たな取り組みを行おうとする団体等
に補助金を交付します。　　会社法
で規定する会社を除く、自治会、任
意団体、ＮＰＯ法人、社団法人、財団法
人、個人など　【補助対象金額】▶対
象経費の2/3（上限200万円）▶2年
連続して補助活用が可能▶他の補助
金制度との併用活用が可能（市の補
助制度は除く）【補助対象事業】地域
産業の活性化、健康づくり・助け合
いの環境づくり、移住・定住促進な
ど【条件】▶新たに取り組むコミュニ
ティビジネスであること▶地域の人
材・資源を活用し地域の課題を解決
するものであること▶事業の効果が、
地域へ還元されるものであること▶イ
ベント的なものではなく、事業の継続
性が見込まれること▶新たに就労機
会の創出が期待できるものであること
【補助対象経費】報償費、消耗品費、
光熱水費、備品購入費など【対象と
ならない経費】団体の運営に係る経
常経費、団体の人件費、食料費、使
途が特定できない経費、公的資金の
使途として社会通念上不適切と考え
られる経費など　　7月31日（月）ま
でに企画書（　、市民局、市　に設置）
を提出　　企画書および面談により
審査、選考します。※申請日以前に実
施した事業は対象外とします。
　市民協働課（☎69-0240）

コミュニティビジネス
応援補助金

　対象期間：7月1日～9月30日（土）
　家族が一つの部屋に集まってエ
アコンの使用台数を減らしたり、公
共施設や商業施設などに集まった
り、自然が多くて涼しい場所に出か
けたり、催しや活動に参加したりす
ることを「クールシェア」と言いま
す。クールシェアは、
節電対策、熱中症の
予防、地域の活性化
につながることが期
待されます。市では「クールシェア」
できる場所を「クールシェアスポッ
ト」と位置づけ、協力施設・店舗を
募集しています。
　昼間の暑い時間帯に「クールシェ
ア」できる施設・店舗など（例：
ショッピングセンター、飲食店など）
※公序良俗に反するもの、取り組み
の趣旨に適さないもの、市が不適当
と認めるものは除きます。
　参加登録申込書を　に7月25日
（火）までに提出　　登録施設は市
　などを通じて広く情報発信しま
す。詳しくは市　に掲載しています。
　市民環境課（☎69-0210）

「クールシェア京丹後2017」への
協力施設・店舗を募集

「親子ブナ林観察会」の
参加者を募集

 募集種目 年齢資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
  男子

 
　　　　　　  女子

一般曹候補生（1次試験）

航空学生（1次試験）

防衛大学校
  推薦

 　  総合選抜
 　  一般・前期（1次試験）
防衛医科大学校
看護学科学生（1次試験）
防衛医科大学校
医学科学生（1次試験）
   自衛隊京都地方協力本部京丹後地域事務所（☎64-2498）

18歳以上27歳未満の方

海：高卒等（見込み含む）23歳未満の方
空：高卒等（見込み含む）21歳未満の方
高卒等（見込み含む）21歳未満の成績優秀かつ生徒会
活動等で顕著な実績を納め、学校長が推薦できる方

高卒等（見込み含む）21歳未満の方

年間を通じて受付
中※詳細は事務所
にお問い合わせく
ださい。

9/8（金）まで

9/5（火）～7（木）

9/5（火）～29（金）

高校生以外8/26（土）～29（火）
9/19（火）、20（水）
9/22（金）
9/29（金）、30（土）
9/16（土）、17（日） 

9/18（月・祝）

9/23（土・祝）、24（日）

9/23（土・祝）
11/4（土）、5（日）

10/14（土）

10/28（土）、29（日）

自衛官等採用試験の実施

募集 募集職種 採用予定者数 受験資格

  看護職

  薬剤師

※成年被後見人または被保佐人など、地方公務員法第16条の各号のいずれかに
該当する方は受験できません。
※免許取得見込みの方が資格試験に合格しなかった場合は、採用しません。

申込方法

添付書類

受付期間

試験日時

会　　場
内　　容
結　　果
【採用予定日】平成29年10月1日※免許取得見込みの方は、平成30年4月1日と
します。※免許を有する方で、採用予定日の変更を希望される
場合は事前に申し出てください。
【配属先】弥栄病院または久美浜病院
　医療政策課（☎69-0360）

若干名

若干名

昭和42年4月2日以降に生まれた方で、看護師・准看護師・助
産師のいずれかの免許を有するか、平成30年に実施される資
格試験で取得する見込みの方
昭和52年4月2日以降に生まれた方で、薬剤師の免許を有する
か、平成30年に実施される資格試験で取得する見込みの方

申込書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて医療政策課へ持参
または郵送してください※申込書は医療政策課、弥栄病院管理課、
久美浜病院管理課に設置するほか、市　からダウンロードできます。
▶自筆の履歴書（3カ月以内に撮影した上半身の写真［縦4㌢×横3
㌢］を貼付）▶資格免許証の写し（医療に関する資格について全て提
出のこと）、資格取得見込者は卒業見込証明書※申込書、添付書類
は受付後、原則として返却しません。※応募に際し提出していただい
た個人情報は職員選考以外には使用しません。
7月18日（火）～8月16日（水）の8時30分～17時15分（土日祝は除く）
※郵送による場合は8月16日必着
8月26日（土）8時50分～（受験人数によっては一部の受験者の試験
日を変更する場合があります）
申込者に通知します。
作文試験、面接試験
本人宛に通知します。

平成29年度　市職員〔医療技術職員〕採用試験の実施
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内
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　環境省では、近隣騒音防止を呼び
掛けるためのポスターおよびカレ
ンダーを作成し、近隣騒音防止に関
する普及啓発活動を行っています。
　どなたでも　　10月13日（金）ま
で※当日消印有効　　何点でも応
募できます。採用作品には賞状と記
念品が贈呈されます。応募方法など
は、市民局に設置の募集チラシをご
覧ください。 
　環境省　水・大気環境局　大気生
活環境室（☎03-5521-8299）
9時30分～18時15分（土日祝除く）

近隣騒音防止ポスター・カレンダーの
デザインを募集

内

対 受
他

問

問

　ひとり親家庭の方がお互いの親
睦を図るとともに、親子のふれあい
を深めていただくために「いきいき
ふれあい事業」を開催します。　　
　市内在住のひとり親家庭の保護
者と児童　　9月3日（日）7時10分
集合　　行先：京都鉄道博物館・京
都動物園（集合：市役所前）※詳細
は参加申込者へ連絡します。　　大
人（中学生以上）2,000円　小学生
以下1,000円※昼食代含む　　8月
18日（金）まで　、☎※参加者の氏
名、年齢、住所、連絡先、人数を伝
えて申し込み　　主催：市母子寡婦
福祉会　後援：京都府、（財）京都新
聞社会福祉事業団
　市母子寡婦福祉会各支部役員も
しくは生活福祉課（☎69-0310）

ひとり親家庭の方へ
「いきいきふれあい事業」への参加募集

時
所

内

対

料

受

他

問

問

問

　今年で8回目を迎える町なか清掃
です。お盆前に小西川を一緒にきれ
いにしましょう。
　7月30日（日）6時30分～1時間程
度　　小西川　浪花会館前集合（御
旅市場近く）　　河川内外の除草を
行います。　　市内在住の方　　手
袋、手鍬、長靴等除草に必要なもの
　峰山地区河川整備等まちづくり
促進協議会事務局（☎69-0711）

小西川清掃
ボランティアを募集

内
対 持

問

時
所

問

窓

窓

窓

　平成29年度市職員採用試験（平成
30年4月1日採用）を実施します。募
集職種、受験資格、日程等は、7月下
旬頃に市　および新聞折込にてお知
らせする予定です。
　人事課（☎69-0150）

市職員採用試験実施の
お知らせ

内

問

　市商工会では、小規模な織物生産
基盤整備に係る取り組みに対して、
経費の一部を補助します。　
　【補助率・補助金額】補助対象経
費の1/5以内（上限5万円）【補助対象
経費】市内で行う生産設備の新設、
更新、改良事業
　市内に事業所を有
する織物業・撚糸業・
整経業・紋工業・精
練整理加工業の事業者　
　７月1１日（火）～８月１0日（木）に
市商工会本所および各支所
　商工振興課（☎69-0440）

織物業
小規模生産基盤支援事業補助金

対

要

受

問
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　7月22日（土）14時～15時45分
　アグリセンター大宮　　丹後・与
謝の発達障害児者が地域で自分ら
しく豊かに暮らせるよう、地域の青
少年をはじめ住民の方に発達障害の
理解や支援について知っていただく
機会として、映画「ぼくはうみがみ
たくなりました」を上映します。
　NPO法人丹後の自閉症児を育て
る会事務局　岩渕
　（☎080-1414-2766）

祉課に設置）を丹後保健所に送付
　京都府精神保健福祉総合セン
ター（☎075-641-1810）、丹後保
健所　福祉室（☎62-4302）

（金）まで　　この美術展は平成30
年度開催予定の「ねんりんピック富
山2018美術展」の京都府代表作品
（京都市域を除く）の選考も兼ねて
います。
　（公財）京都ＳＫＹセンター
　（☎075-241-0226）

地球のワクワクを発見しよう！
　「こどもエコクラブ」は、3歳から
高校生までなら誰でも参加できる
環境活動のクラブです。1人以上の
仲間（メンバー）と活動を支える1人
以上の大人（サポーター）で構成さ
れ、入会金や会費などはかかりませ
ん。家族、友達、学校、地域の仲間
が集まれば、どんな形態でも、どん
な活動でも環境に関わっていれば
クラブに参加できます。
【登録方法】1人以上の仲間と1人以
上の大人を集める▶クラブのウェ
ブサイト上または所定の登録用紙を
地域事務局に提出。※年間を通じて
登録可
【登録すると】メンバーズバッジ（全
員）とエコカード（未就学児のみ）が
無料で配布される▶活動に役立つ情
報がクラブのサポーター（代表者）
宛に送付される▶クラブのウェブサ
イト上で自分たちの活動の様子を全
国に発信できる
【活動】各クラブで自主的に行う活
動の「エコロジカルあくしょん」▶誰
でも簡単に取り組める共通的学習
活動の「エコロジカルとれーにんぐ」
【活動したら】少なくとも年1回、全

こどもエコクラブ

JEC 参加者募集

団地名

松岡

和田野

※収入基準②は裁量階層（障害者世帯、高齢者世帯等）に該当する世帯です。※家
賃はそれぞれの所得区分に応じた額となります。※和田野団地の空き部屋は２階で
す。※単身入居は市営住宅条例施行規則による団地であって、入居日において60歳
未満の方も申し込み可能とします。
　入居対象には要件があります。公募案内書で確認してください。　　7月18日（火）
～25日（火）8時30分～17時15分（土日祝を除く）　　入居予定日：9月1日（金）
※公募案内書の配布・受付は　、市民局
　都市計画・建築住宅課（☎69-0530）

所在地
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専用
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市営住宅の入居者を募集

講座・催し

　7月16日（日）9時～※雨天中止（中
止の場合、丹後支部が丹後社会体育
館でニュースポーツ教室を開催しま
す）　　経ヶ岬駐車場（経ヶ岬バス停
前）に集合　　経ヶ岬灯台周辺の約3
㌔のコースでノルディック・ウオーキ
ングを行います。　　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）　　飲み
物、タオル※ポールは無料貸出
　社会教育課（☎69-0630）

ノルディック・ウオーキングin丹後

　8月4日（金）13時30分～16時
　峰山総合福祉センター　　音声ガ
イド・日本語字幕付きバリアフリー
映画「くちびるに歌を」の上映会を
開催します。視覚や聴覚に障害のあ
る方も共に楽しむことのできる映画
です。　　先着150人　　☎
　丹後視力障害者福祉センター（あ
い丹後）担当：野村（☎72-0609）

音声ガイド・日本語字幕付き
バリアフリー上映会

　三重・森本の豊かな環境の中で低
農薬、有機質肥料にこだわり育てた
安心・安全な野菜を販売します。
　7月15日（土）8時～11時（雨天実
施）毎月第3土曜日　
　高速道路「京丹後大宮」インター
チェンジ三重側　
　三重・森本再生協議会　まんぐる
わグループ代表　田崎（☎68-0151）

まんぐるわ三重・森本
朝市

NPO法人丹後の自閉症児を育てる会
映画上映

　7月23日（日）19時～21時
　集合場所：網野町小浜区内　離湖
公園駐車場　　15家族（先着）
　500円/1家族（何名でも）　　事前
　懐中電灯、カメラ、虫よけ等
　ガイドは嶋田勇さん（セミ研究家）
　琴引浜鳴き砂文化館
　（☎72-5511　66-3755）
　※火曜日休館

アブラゼミ羽化観察会
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　「ＳＫＹふれあいフェスティバル
2017・シルバー美術展」に展示す
る美術作品を募集しています。
【募集作品】日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真　　おおむね60歳
以上のアマチュアの方　　8月4日

シルバー美術展の
作品を募集

　在宅療養者への訪問栄養食事指
導研修（京都府糖尿病重症化予防対
策補助事業）を実施します。
　①8月11日（金・祝）②8月19日
（土）③9月2日（土）④9月3日（日）
時間はいずれも9時～16時30分
　①②④京都テルサ（京都市南区）、
③みやこめっせ（京都市左京区）
　管理栄養士（原則4回受講できる
方）　　50人（先着）　　申込方法、
研修内容などは京都府栄養士会　に
掲載
　京都府栄養士会
　（☎075-642-7568）

在宅での栄養・食事ケアの
研修受講生を募集
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　こころの健康推進員とは、知事か
らの依頼を受けて、一府民として精
神障害者の良き理解者としての立場
から、精神障害者と社会参加を促進
し、精神障害者を含む全ての人を大
切にする地域社会づくりを推進して
いただく方です。【受講資格】①京都
府内（京都市を除く）に住所地があ
る方②講座の全課程を受講できる方
③講座終了後、京都府こころの健康
推進員として京都府内（京都市を除
く）で活動できる方
　全7回　各回13時30分～17時
 北部会場 南部会場
① 9月14日（木） 9月12日（火）
② 9月21日（木） 9月19日（火）
③ 9月28日（木） 9月26日（火）
④ 10月  5日（木） 10月  3日（火）
⑤    10月～11月（受講者と調整の
⑥   上、各半日程度実施）
⑦ 12月  7日（木） 12月  5日（火）
　北部会場：中丹勤労者福祉会館、
南部会場：京都府精神保健福祉総合
センター　　受講料は無料※交通費
等は自己負担　　8月18日（金）ま
で。申込書（丹後保健所・障害者福

京都府こころの健康推進員養成講座
受講者の募集
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問
国事務局に活動報告▶報告方法は
クラブのウェブサイト上または所定
の報告用紙を地域事務局に提出
【その他】活動報告をしたクラブに
は、1回の報告につき1個の「アース
スタンプ」を授与。5個集めたクラ
ブには「アースレンジャー認定証」
を授与▶さらに、3年間活動して
「アースレンジャー認定証」を取得
すると「銀バッジ」、6年間活動する
と「金バッジ」がもらえます。
　【全国事務局】
　公益財団法人日本環境協会
　（☎03-5643-6251　03-5643-6250）
　【地域事務局】
　市民環境課
　（☎69-0210　62-6716）
　「こどもエコクラブ」（全国事務局）
　http://www.j-ecoclub.jp/
　「市民環境課」（地域事務局）
　http://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/
　oshirase/shimin/shimin/ecoclub.html

　8月7日（月）13時30分～15時30分
　丹後視力障害者福祉センター　　
　小学生と保護者（小学生以外でも
兄弟・姉妹なら可）※保護者に代わる
方でも可（祖父母など）※子どもだけ
の参加もできますが、センターへの
往路・帰路については保護者の方が
責任を持って送迎してください。
　施設見学、ガイドヘルプの体験、
オリジナル点字付きメッセージカー
ドづくり　　20人（先着）　　筆記用
具（色えんぴつ・カラーペン・クレヨン
など）、はさみ、飲み物　　7月31日（月）
まで（土日祝は除く）9時～17時
　丹後視力障害者福祉センター（あ
い丹後）（☎72-0609）

夏休み親子点字教室
～点字で気持ちを伝えてみよう!!～
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　全7回　13時30分～16時
基礎講座：8月1日、8日、22日、29日
応用講座：9月5日、14日、19日
　丹後視力障害者福祉センター
　講師：栗山由紀子さん（フリーア
ナウンサー）　　10人（先着）
　丹後視力障害者福祉センター
　（☎72-0609）

朗読奉仕員養成講習会
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　少年野球教室（要事前申込）：8月
5日（土）13時30分～　交流試合：8月
6日（日）10時30分～　　京丹後夢球
場（峰山球場）　　日本新薬硬式野球
部による少年野球教室、
日本新薬硬式野球部と
ＮＯＭＯベースボール
クラブとの交流試合
　ウエスタンリーグ等開催実行委
員会事務局（☎69-0630）

社会人硬式野球交流試合

時

所
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　7月27日～10月26日までの毎週水
曜日（全12回）13時30分～15時30分
　丹後視力障害者福祉センター
　点訳の基礎を学ぶ　　10人（先着）
　テキスト代1,080円
　丹後視力障害者福祉センター
　（☎72-0609）

点訳ボランティア（奉仕員）
養成講習会

時

所
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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

8/10～9/14

8/10～9/14

8/19～9/16
9/1～11/17

（9回）

（9回）

（9回）
（22回）

9,000円

11,000円

11,000円
35,000円

丹後勤労者
福祉会館
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

ワード応用講座
Ｂコース
フォトショップ
エレメンツ入門講座
ホームページ作成講座
医療事務講座

受
問

（別途教材費要）

（別途教材費要）
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　7月22日（土）14時～15時45分
　アグリセンター大宮　　丹後・与
謝の発達障害児者が地域で自分ら
しく豊かに暮らせるよう、地域の青
少年をはじめ住民の方に発達障害の
理解や支援について知っていただく
機会として、映画「ぼくはうみがみ
たくなりました」を上映します。
　NPO法人丹後の自閉症児を育て
る会事務局　岩渕
　（☎080-1414-2766）

祉課に設置）を丹後保健所に送付
　京都府精神保健福祉総合セン
ター（☎075-641-1810）、丹後保
健所　福祉室（☎62-4302）

（金）まで　　この美術展は平成30
年度開催予定の「ねんりんピック富
山2018美術展」の京都府代表作品
（京都市域を除く）の選考も兼ねて
います。
　（公財）京都ＳＫＹセンター
　（☎075-241-0226）

地球のワクワクを発見しよう！
　「こどもエコクラブ」は、3歳から
高校生までなら誰でも参加できる
環境活動のクラブです。1人以上の
仲間（メンバー）と活動を支える1人
以上の大人（サポーター）で構成さ
れ、入会金や会費などはかかりませ
ん。家族、友達、学校、地域の仲間
が集まれば、どんな形態でも、どん
な活動でも環境に関わっていれば
クラブに参加できます。
【登録方法】1人以上の仲間と1人以
上の大人を集める▶クラブのウェ
ブサイト上または所定の登録用紙を
地域事務局に提出。※年間を通じて
登録可
【登録すると】メンバーズバッジ（全
員）とエコカード（未就学児のみ）が
無料で配布される▶活動に役立つ情
報がクラブのサポーター（代表者）
宛に送付される▶クラブのウェブサ
イト上で自分たちの活動の様子を全
国に発信できる
【活動】各クラブで自主的に行う活
動の「エコロジカルあくしょん」▶誰
でも簡単に取り組める共通的学習
活動の「エコロジカルとれーにんぐ」
【活動したら】少なくとも年1回、全

こどもエコクラブ

JEC 参加者募集

団地名

松岡

和田野

※収入基準②は裁量階層（障害者世帯、高齢者世帯等）に該当する世帯です。※家
賃はそれぞれの所得区分に応じた額となります。※和田野団地の空き部屋は２階で
す。※単身入居は市営住宅条例施行規則による団地であって、入居日において60歳
未満の方も申し込み可能とします。
　入居対象には要件があります。公募案内書で確認してください。　　7月18日（火）
～25日（火）8時30分～17時15分（土日祝を除く）　　入居予定日：9月1日（金）
※公募案内書の配布・受付は　、市民局
　都市計画・建築住宅課（☎69-0530）

所在地

網野町

弥栄町

建設
年度

H17

H9

募集
戸数

1

1

収入
基準

①

②

①

②

家賃月額
（円/月）
25,200～
37,500
25,200～
49,400
22,000～
32,800
22,000～
43,300

間取り

6,6,6,
ＤＫ

6,6,6,
ＤＫ

住居専用
面積（㎡）

78.43

73.38

構造

木造
2階

ＲＣ
3階

単身
入居

―

―

専用
駐車場

有

有

市営住宅の入居者を募集

講座・催し

　7月16日（日）9時～※雨天中止（中
止の場合、丹後支部が丹後社会体育
館でニュースポーツ教室を開催しま
す）　　経ヶ岬駐車場（経ヶ岬バス停
前）に集合　　経ヶ岬灯台周辺の約3
㌔のコースでノルディック・ウオーキ
ングを行います。　　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）　　飲み
物、タオル※ポールは無料貸出
　社会教育課（☎69-0630）

ノルディック・ウオーキングin丹後

　8月4日（金）13時30分～16時
　峰山総合福祉センター　　音声ガ
イド・日本語字幕付きバリアフリー
映画「くちびるに歌を」の上映会を
開催します。視覚や聴覚に障害のあ
る方も共に楽しむことのできる映画
です。　　先着150人　　☎
　丹後視力障害者福祉センター（あ
い丹後）担当：野村（☎72-0609）

音声ガイド・日本語字幕付き
バリアフリー上映会

　三重・森本の豊かな環境の中で低
農薬、有機質肥料にこだわり育てた
安心・安全な野菜を販売します。
　7月15日（土）8時～11時（雨天実
施）毎月第3土曜日　
　高速道路「京丹後大宮」インター
チェンジ三重側　
　三重・森本再生協議会　まんぐる
わグループ代表　田崎（☎68-0151）

まんぐるわ三重・森本
朝市

NPO法人丹後の自閉症児を育てる会
映画上映

　7月23日（日）19時～21時
　集合場所：網野町小浜区内　離湖
公園駐車場　　15家族（先着）
　500円/1家族（何名でも）　　事前
　懐中電灯、カメラ、虫よけ等
　ガイドは嶋田勇さん（セミ研究家）
　琴引浜鳴き砂文化館
　（☎72-5511　66-3755）
　※火曜日休館
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　「ＳＫＹふれあいフェスティバル
2017・シルバー美術展」に展示す
る美術作品を募集しています。
【募集作品】日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真　　おおむね60歳
以上のアマチュアの方　　8月4日

シルバー美術展の
作品を募集

　在宅療養者への訪問栄養食事指
導研修（京都府糖尿病重症化予防対
策補助事業）を実施します。
　①8月11日（金・祝）②8月19日
（土）③9月2日（土）④9月3日（日）
時間はいずれも9時～16時30分
　①②④京都テルサ（京都市南区）、
③みやこめっせ（京都市左京区）
　管理栄養士（原則4回受講できる
方）　　50人（先着）　　申込方法、
研修内容などは京都府栄養士会　に
掲載
　京都府栄養士会
　（☎075-642-7568）
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　こころの健康推進員とは、知事か
らの依頼を受けて、一府民として精
神障害者の良き理解者としての立場
から、精神障害者と社会参加を促進
し、精神障害者を含む全ての人を大
切にする地域社会づくりを推進して
いただく方です。【受講資格】①京都
府内（京都市を除く）に住所地があ
る方②講座の全課程を受講できる方
③講座終了後、京都府こころの健康
推進員として京都府内（京都市を除
く）で活動できる方
　全7回　各回13時30分～17時
 北部会場 南部会場
① 9月14日（木） 9月12日（火）
② 9月21日（木） 9月19日（火）
③ 9月28日（木） 9月26日（火）
④ 10月  5日（木） 10月  3日（火）
⑤    10月～11月（受講者と調整の
⑥   上、各半日程度実施）
⑦ 12月  7日（木） 12月  5日（火）
　北部会場：中丹勤労者福祉会館、
南部会場：京都府精神保健福祉総合
センター　　受講料は無料※交通費
等は自己負担　　8月18日（金）ま
で。申込書（丹後保健所・障害者福

京都府こころの健康推進員養成講座
受講者の募集

料

時

所

内

受

問
国事務局に活動報告▶報告方法は
クラブのウェブサイト上または所定
の報告用紙を地域事務局に提出
【その他】活動報告をしたクラブに
は、1回の報告につき1個の「アース
スタンプ」を授与。5個集めたクラ
ブには「アースレンジャー認定証」
を授与▶さらに、3年間活動して
「アースレンジャー認定証」を取得
すると「銀バッジ」、6年間活動する
と「金バッジ」がもらえます。
　【全国事務局】
　公益財団法人日本環境協会
　（☎03-5643-6251　03-5643-6250）
　【地域事務局】
　市民環境課
　（☎69-0210　62-6716）
　「こどもエコクラブ」（全国事務局）
　http://www.j-ecoclub.jp/
　「市民環境課」（地域事務局）
　http://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/
　oshirase/shimin/shimin/ecoclub.html

　8月7日（月）13時30分～15時30分
　丹後視力障害者福祉センター　　
　小学生と保護者（小学生以外でも
兄弟・姉妹なら可）※保護者に代わる
方でも可（祖父母など）※子どもだけ
の参加もできますが、センターへの
往路・帰路については保護者の方が
責任を持って送迎してください。
　施設見学、ガイドヘルプの体験、
オリジナル点字付きメッセージカー
ドづくり　　20人（先着）　　筆記用
具（色えんぴつ・カラーペン・クレヨン
など）、はさみ、飲み物　　7月31日（月）
まで（土日祝は除く）9時～17時
　丹後視力障害者福祉センター（あ
い丹後）（☎72-0609）

夏休み親子点字教室
～点字で気持ちを伝えてみよう!!～

時
所

内

対

定

受

持

　全7回　13時30分～16時
基礎講座：8月1日、8日、22日、29日
応用講座：9月5日、14日、19日
　丹後視力障害者福祉センター
　講師：栗山由紀子さん（フリーア
ナウンサー）　　10人（先着）
　丹後視力障害者福祉センター
　（☎72-0609）

朗読奉仕員養成講習会

時

所
内

定
問

問

　少年野球教室（要事前申込）：8月
5日（土）13時30分～　交流試合：8月
6日（日）10時30分～　　京丹後夢球
場（峰山球場）　　日本新薬硬式野球
部による少年野球教室、
日本新薬硬式野球部と
ＮＯＭＯベースボール
クラブとの交流試合
　ウエスタンリーグ等開催実行委
員会事務局（☎69-0630）

社会人硬式野球交流試合

時

所
内

問

　7月27日～10月26日までの毎週水
曜日（全12回）13時30分～15時30分
　丹後視力障害者福祉センター
　点訳の基礎を学ぶ　　10人（先着）
　テキスト代1,080円
　丹後視力障害者福祉センター
　（☎72-0609）

点訳ボランティア（奉仕員）
養成講習会

時

所
内 定
料
問

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

8/10～9/14

8/10～9/14

8/19～9/16
9/1～11/17

（9回）

（9回）

（9回）
（22回）

9,000円

11,000円

11,000円
35,000円

丹後勤労者
福祉会館
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

ワード応用講座
Ｂコース
フォトショップ
エレメンツ入門講座
ホームページ作成講座
医療事務講座

受
問

（別途教材費要）

（別途教材費要）
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高校などの学生
問ハローワーク峰山（☎62-8609）

　7月25日（火）、26日（水）、31日
（月）、8月1日（火）、7日（月）9時～
11時30分　　市商工会久美浜支所
　紙芝居の作り方や演じ方などを
学ぶ講座を開催します。　　水彩絵
の具・筆など　　小学生以上
　7月19日（水）まで☎、　
　久美浜百珍の会・紙芝居部会事務
局（市商工会久美浜支所内）
（☎82-0155　82-1755）

　8月17日（木）18時45分～20時
　あみの図書館　　閉館後の図書
館を見学して、スタンプラリーや
ちょっぴりこわいお話をします。　
　市内在住の小学生　　16人（定員
数を超えた場合は抽選、初めての方
優先）　　　8月2日（水）まで
　あみの図書館（☎72-4946）

よるのとしょかんたんけん

　7月23日（日）10時30分～11時
30分　　アグリセンター大宮
　大型絵本、パネルシアター「おば
けマンション2」、ペープサート、
手品、工作「牛乳パックけん玉」
　大宮図書室（☎69-0672）

夏のおはなし会

　市立図書館では、保存年限の過ぎ
た雑誌を差しあげます。ぜひ、ご活
用ください。
▶大宮図書室：　7月15日（土）10時
～【1人3冊まで】▶丹後図書室：　7
月16日（日）10時～【1人5冊まで】▶弥
栄図書室：　7月22日（土）9時～【1人
5冊まで】▶久美浜図書室：　7月23
日（日）9時【1人5冊まで】▶峰山図書
館：　7月29日（土）9時～【1人5冊ま
で】▶あみの図書館：　7月30日（日）
10時～【1人5冊まで】※古本リサイク
ルもあります。※無くなり次第終了
です。　　市内在住または在勤・在
学の方※これまでに図書館（室）を利
用されていない方も、この機会に図
書館へお越しください。

雑誌リサイクルデー

 場所（主催） 日時  行事名

あみの図書館 毎週土 10:30～、14:00～ 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
 毎週木 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）

大宮図書室 8/5（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
 8/9（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
久美浜図書室 7/27（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象）
弥栄図書室 7/20（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
丹後図書室 毎週水 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）

峰山図書館 毎週金 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
 毎週土 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
※開催しない週もあります。詳しくは各図書館（室）にお問い合わせください。

図書館（室）読み聞かせ

対

対

対

時
所

　京都府教育委員会・京都府図書館
等連絡協議会が実施した「第5回子
ども読書本のしおりコンテスト」の
入賞作品を巡回展示しています。
【弥栄地域公民館】　7月13日(木)～
7月18日(火) 休館日：期間中なし
【丹後地域公民館】　7月20日(木)～
7月25日(火) 休館日：期間中なし
【アグリセンター大宮】　7月27日（木）
～8月1日(火) 休館日：期間中なし
【あみの図書館】　8月3日(木)～8月8
日(火) 休館日：8月7日（月）
※久美浜地域公民館・峰山地域公民
館での展示は終了しました。

子ども読書本のしおりコンテスト
入賞作品巡回展示

時

時

時

時

内

時

時
時

時
時

時
時

所

手作り紙芝居講座

時

所

内

内

定

受

受

問

問

問

　地元企業への就職を促進するた
め、以下のとおり開催します。
　8月4日（金）13時～16時（受付：12
時30分～）▶企業PRタイム：13時～
13時50分▶面接会：14時～16時
　野田川わーくぱる（与謝野町四辻）
　各事業所がパネルによる会社概要
や求人内容の説明などを行い、参加
者はその場で事業所の面接を受ける
ことができます（高校生は会社概要
の説明のみ）。今年は、参加企業が
自社の魅力や募集内容をお話しする
企業PRタイムを実施します。Ｕ・Ｉ
ターンコーナーも開設し、Ｕ・Ｉター
ン希望者の相談や登録を行います。
　一般求職者、Ｕ・Ｉターン希望者、
来春卒業予定大学・短大・専修学校・

たんご就職フェア2017

対

時

所
内

問

持

　ユネスコ世界ジオパークに認定さ
れた京丹後市の魅力を発信する人材
を育成する講座を開催します。
【第1回】　9月6日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「丹後
の古墳と歴史」講師：両丹考古学研
究会　会長　三浦到さん
【第2回】　9月13日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「ジオ
サイトの植物と現状」講師：兵庫県立
大学　准教授　内藤和明さん
【第3回】　9月20日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「自然

「京丹後市の大地と歴史」
受講生募集

公園の魅力と自然保護官の役割」講
師：環境省竹野自然保護官事務所自
然保護官　小林峻大さん
【第4回】　9月27日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「山陰
海岸ジオパークと世界のジオパー
ク」講師：兵庫県立大学　講師 松原
典孝さん
【第5回】　10月4日（水）13時30分～
16時30分　　集合：琴引浜鳴き砂文
化館駐車場　　「琴引浜周辺現地見
学」講師：琴引浜ガイド「シンクロ」
　40名（先着順）　　どなたでも参加
可能ですが市内在住者を優先します。
　9月4日（月）までに☎、　、　
　本講座は、山陰海岸ジオパーク認
定ガイド（1種）養成講座基準に基づ
いて構成し、全講座と消防署等で実
施される救命講習を受講した方は、
山陰海岸ジオパーク認定ガイド（1種）
の認定を受けることができます。
　観光振興課
　（☎69-0450　72-2030）

対定

他

時
所

時
所

内

内

時
所 内

時
所
内

時
所 内

受

問

　8月8日（火）13時30分～15時30分
　ハローワーク峰山（峰山町杉谷）　
　介護福祉士の実務者研修について
の説明　　前日までに予約
　北京都ジョブパーク福祉人材コー
ナー（☎0773-22-3878）

福祉資格取得セミナー

時
所
内

問
受

　7月23日（日）14時～16時　
　みやづ歴史の館　　テーマ「あたま 
もからだもアンチエイジング」▶講
演：「生活習慣で認知症は防げる？」
講師：神経内科医長　丹羽文俊さん
▶講演：「ロコモーショントレーニン
グで健康に！」講師：整形外科副医長
細井邦彦さん▶講演：「高齢者の交通
事故防止について」講師：宮津警察
署　交通課長　小崎一晶さん
　住所、氏名、電話番号を記入の上、
　、はがき、　、☎
　京都府立医科大学附属北部医療
センター（☎　0772-46-3371）
　idai-hic-kyoken@mail.pref.kyoto.jp
　http://nmc.kpu-m.ac.jp/

北部医療センター
第2回府民公開講座

時
所 内

受

問

　　8月1日（火）着物リフォーム教
室▶8月2日（水）前結び着付け教室▶
8月3日（木）リズム体操（サザエさん
体操等）▶8月4日（金）絵手紙教室
▶8月5日（土）習 字 教 室▶8月7日
（月）うた声サロン▶8月18日（金）
絵手紙教室▶8月19日（土）習字教
室▶8月22日（火）着物リフォーム
教室▶8月28日（月）うた声サロン
※時間はいずれも9時30分～
　どなたでも参加可（年齢不問）
　和い輪い楽習館（峰山町呉服30　
丹海30番街）▶うた声サロンはいき
いきセンター▶習字教室は9時30分
～、リズム体操、着付け、リフォーム
教室は14時～　　がや我家（楽習室）
　事前（受付時間：8時30分～17時
15分※土日祝は休み）　　要問い合
わせ　　300円※材料費は別途
　（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
（おおむね60歳以上）の入会をお待ち
しています。入会説明会を月3回実施
（日程などはお問い合わせください）

和い輪い楽習館
8月開講講座

時

所

所

内

対

料

受
持

問

子育て

　7月26日（水）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　　7月24日
（月）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

プレパパ＆プレママスクール
（両親学級）

受
対

問

持

時
所

内

　平成30年4月から認定子ども園に
移行するに当たり、以下の日程で概
要を説明します。
【かぶと山こども園】　7月24日(月) 
【峰山こども園】　8月1日(火) 
【丹後こども園】　8月2日(水) 
【弥栄こども園】　8月3日(木) 
【大宮こども園】　8月9日(水) 
時間は共に19時30分～20時30分
　上記の各園にて
　各こども園の保護者および希望
される市民の方　　予約不要
　子ども未来課（☎69-0340）

認定こども園移行説明会
開催

時
時
時
時
時

所
対

受
問

　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。
　7月19日（水）9時30分～12時頃
　峰山総合福祉センター　　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
　7月14日（金）までに☎
　健康推進課（☎69-0350）

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

受
対

問

持

時
所 内

　お菓子をつまみ、お茶を飲みなが
ら、子育てについておしゃべりしま
せんか。みんなと話して、ホッとラ
クになれる座談会です。
　7月24日（月）10時30分～12時
　峰山地域公民館　　アドバイザー

子育てホ～ッと座談会

時

　7月16日（日）13時15分～16時30
分（開場は12時45分）　　丹後文化
会館　　市文化協会峰山支部の13団
体が日頃の成果（邦楽、民踊、マジッ
ク、サックス演奏、太極拳、新体操、
ピアノなど）を発表します。
　市文化協会峰山支部事務局（峰山
地域公民館内☎69-0661）

2017夏の文化祭
「ステージバラエティ」

時
所

内

問

　幻一さんの新作墨彩画展『わらべ
とチャチャの「禅のこころ」』を開催中
　9月24日（日）まで10時～17時（月
曜日休館）　　こころの森美術館
（網野町下岡1018）　
　こころの森美術館（☎72-5686）

こころの森美術館
墨彩画展「禅のこころ」

時
所

問

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・保護者など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

対
問

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。　　300円（お茶菓子代）　
　お子さんと一緒に参加は可能です
が託児所はありません。
　子育てホ～ッと座談会　北部ネッ
ト事務局　中西直美（☎　62-5303）

所 内

料
他

問
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高校などの学生
問ハローワーク峰山（☎62-8609）

　7月25日（火）、26日（水）、31日
（月）、8月1日（火）、7日（月）9時～
11時30分　　市商工会久美浜支所
　紙芝居の作り方や演じ方などを
学ぶ講座を開催します。　　水彩絵
の具・筆など　　小学生以上
　7月19日（水）まで☎、　
　久美浜百珍の会・紙芝居部会事務
局（市商工会久美浜支所内）
（☎82-0155　82-1755）

　8月17日（木）18時45分～20時
　あみの図書館　　閉館後の図書
館を見学して、スタンプラリーや
ちょっぴりこわいお話をします。　
　市内在住の小学生　　16人（定員
数を超えた場合は抽選、初めての方
優先）　　　8月2日（水）まで
　あみの図書館（☎72-4946）

よるのとしょかんたんけん

　7月23日（日）10時30分～11時
30分　　アグリセンター大宮
　大型絵本、パネルシアター「おば
けマンション2」、ペープサート、
手品、工作「牛乳パックけん玉」
　大宮図書室（☎69-0672）

夏のおはなし会

　市立図書館では、保存年限の過ぎ
た雑誌を差しあげます。ぜひ、ご活
用ください。
▶大宮図書室：　7月15日（土）10時
～【1人3冊まで】▶丹後図書室：　7
月16日（日）10時～【1人5冊まで】▶弥
栄図書室：　7月22日（土）9時～【1人
5冊まで】▶久美浜図書室：　7月23
日（日）9時【1人5冊まで】▶峰山図書
館：　7月29日（土）9時～【1人5冊ま
で】▶あみの図書館：　7月30日（日）
10時～【1人5冊まで】※古本リサイク
ルもあります。※無くなり次第終了
です。　　市内在住または在勤・在
学の方※これまでに図書館（室）を利
用されていない方も、この機会に図
書館へお越しください。

雑誌リサイクルデー

 場所（主催） 日時  行事名

あみの図書館 毎週土 10:30～、14:00～ 読み聞かせ（3歳～小学生対象）
 毎週木 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）

大宮図書室 8/5（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象）
 8/9（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
久美浜図書室 7/27（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象）
弥栄図書室 7/20（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
丹後図書室 毎週水 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）

峰山図書館 毎週金 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
 毎週土 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）
※開催しない週もあります。詳しくは各図書館（室）にお問い合わせください。

図書館（室）読み聞かせ

対

対

対

時
所

　京都府教育委員会・京都府図書館
等連絡協議会が実施した「第5回子
ども読書本のしおりコンテスト」の
入賞作品を巡回展示しています。
【弥栄地域公民館】　7月13日(木)～
7月18日(火) 休館日：期間中なし
【丹後地域公民館】　7月20日(木)～
7月25日(火) 休館日：期間中なし
【アグリセンター大宮】　7月27日（木）
～8月1日(火) 休館日：期間中なし
【あみの図書館】　8月3日(木)～8月8
日(火) 休館日：8月7日（月）
※久美浜地域公民館・峰山地域公民
館での展示は終了しました。

子ども読書本のしおりコンテスト
入賞作品巡回展示

時

時

時

時

内

時

時
時

時
時

時
時

所

手作り紙芝居講座

時

所

内

内

定

受

受

問

問

問

　地元企業への就職を促進するた
め、以下のとおり開催します。
　8月4日（金）13時～16時（受付：12
時30分～）▶企業PRタイム：13時～
13時50分▶面接会：14時～16時
　野田川わーくぱる（与謝野町四辻）
　各事業所がパネルによる会社概要
や求人内容の説明などを行い、参加
者はその場で事業所の面接を受ける
ことができます（高校生は会社概要
の説明のみ）。今年は、参加企業が
自社の魅力や募集内容をお話しする
企業PRタイムを実施します。Ｕ・Ｉ
ターンコーナーも開設し、Ｕ・Ｉター
ン希望者の相談や登録を行います。
　一般求職者、Ｕ・Ｉターン希望者、
来春卒業予定大学・短大・専修学校・

たんご就職フェア2017

対

時

所
内

問

持

　ユネスコ世界ジオパークに認定さ
れた京丹後市の魅力を発信する人材
を育成する講座を開催します。
【第1回】　9月6日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「丹後
の古墳と歴史」講師：両丹考古学研
究会　会長　三浦到さん
【第2回】　9月13日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「ジオ
サイトの植物と現状」講師：兵庫県立
大学　准教授　内藤和明さん
【第3回】　9月20日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「自然

「京丹後市の大地と歴史」
受講生募集

公園の魅力と自然保護官の役割」講
師：環境省竹野自然保護官事務所自
然保護官　小林峻大さん
【第4回】　9月27日（水）13時30分～
15時30分　　ら・ぽーと　　「山陰
海岸ジオパークと世界のジオパー
ク」講師：兵庫県立大学　講師 松原
典孝さん
【第5回】　10月4日（水）13時30分～
16時30分　　集合：琴引浜鳴き砂文
化館駐車場　　「琴引浜周辺現地見
学」講師：琴引浜ガイド「シンクロ」
　40名（先着順）　　どなたでも参加
可能ですが市内在住者を優先します。
　9月4日（月）までに☎、　、　
　本講座は、山陰海岸ジオパーク認
定ガイド（1種）養成講座基準に基づ
いて構成し、全講座と消防署等で実
施される救命講習を受講した方は、
山陰海岸ジオパーク認定ガイド（1種）
の認定を受けることができます。
　観光振興課
　（☎69-0450　72-2030）

対定

他

時
所

時
所

内

内

時
所 内

時
所
内

時
所 内

受

問

　8月8日（火）13時30分～15時30分
　ハローワーク峰山（峰山町杉谷）　
　介護福祉士の実務者研修について
の説明　　前日までに予約
　北京都ジョブパーク福祉人材コー
ナー（☎0773-22-3878）

福祉資格取得セミナー

時
所
内

問
受

　7月23日（日）14時～16時　
　みやづ歴史の館　　テーマ「あたま 
もからだもアンチエイジング」▶講
演：「生活習慣で認知症は防げる？」
講師：神経内科医長　丹羽文俊さん
▶講演：「ロコモーショントレーニン
グで健康に！」講師：整形外科副医長
細井邦彦さん▶講演：「高齢者の交通
事故防止について」講師：宮津警察
署　交通課長　小崎一晶さん
　住所、氏名、電話番号を記入の上、
　、はがき、　、☎
　京都府立医科大学附属北部医療
センター（☎　0772-46-3371）
　idai-hic-kyoken@mail.pref.kyoto.jp
　http://nmc.kpu-m.ac.jp/

北部医療センター
第2回府民公開講座

時
所 内

受

問

　　8月1日（火）着物リフォーム教
室▶8月2日（水）前結び着付け教室▶
8月3日（木）リズム体操（サザエさん
体操等）▶8月4日（金）絵手紙教室
▶8月5日（土）習 字 教 室▶8月7日
（月）うた声サロン▶8月18日（金）
絵手紙教室▶8月19日（土）習字教
室▶8月22日（火）着物リフォーム
教室▶8月28日（月）うた声サロン
※時間はいずれも9時30分～
　どなたでも参加可（年齢不問）
　和い輪い楽習館（峰山町呉服30　
丹海30番街）▶うた声サロンはいき
いきセンター▶習字教室は9時30分
～、リズム体操、着付け、リフォーム
教室は14時～　　がや我家（楽習室）
　事前（受付時間：8時30分～17時
15分※土日祝は休み）　　要問い合
わせ　　300円※材料費は別途
　（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
（おおむね60歳以上）の入会をお待ち
しています。入会説明会を月3回実施
（日程などはお問い合わせください）

和い輪い楽習館
8月開講講座

時

所

所

内

対

料

受
持

問

子育て

　7月26日（水）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　　7月24日
（月）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

プレパパ＆プレママスクール
（両親学級）

受
対

問

持

時
所

内

　平成30年4月から認定子ども園に
移行するに当たり、以下の日程で概
要を説明します。
【かぶと山こども園】　7月24日(月) 
【峰山こども園】　8月1日(火) 
【丹後こども園】　8月2日(水) 
【弥栄こども園】　8月3日(木) 
【大宮こども園】　8月9日(水) 
時間は共に19時30分～20時30分
　上記の各園にて
　各こども園の保護者および希望
される市民の方　　予約不要
　子ども未来課（☎69-0340）

認定こども園移行説明会
開催

時
時
時
時
時

所
対

受
問

　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。
　7月19日（水）9時30分～12時頃
　峰山総合福祉センター　　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
　7月14日（金）までに☎
　健康推進課（☎69-0350）

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

受
対

問

持

時
所 内

　お菓子をつまみ、お茶を飲みなが
ら、子育てについておしゃべりしま
せんか。みんなと話して、ホッとラ
クになれる座談会です。
　7月24日（月）10時30分～12時
　峰山地域公民館　　アドバイザー

子育てホ～ッと座談会

時

　7月16日（日）13時15分～16時30
分（開場は12時45分）　　丹後文化
会館　　市文化協会峰山支部の13団
体が日頃の成果（邦楽、民踊、マジッ
ク、サックス演奏、太極拳、新体操、
ピアノなど）を発表します。
　市文化協会峰山支部事務局（峰山
地域公民館内☎69-0661）

2017夏の文化祭
「ステージバラエティ」

時
所

内

問

　幻一さんの新作墨彩画展『わらべ
とチャチャの「禅のこころ」』を開催中
　9月24日（日）まで10時～17時（月
曜日休館）　　こころの森美術館
（網野町下岡1018）　
　こころの森美術館（☎72-5686）

こころの森美術館
墨彩画展「禅のこころ」

時
所

問

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・保護者など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

対
問

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。　　300円（お茶菓子代）　
　お子さんと一緒に参加は可能です
が託児所はありません。
　子育てホ～ッと座談会　北部ネッ
ト事務局　中西直美（☎　62-5303）

所 内

料
他

問
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します。　　市立保育所・市立幼稚
園で勤務を希望する方　　申込書
（子ども未来課、人事課、市民局、市　）
▶自筆の履歴書（3カ月以内に撮影し
た上半身・無着帽の写真を貼付）▶保
育士証・幼稚園教諭免許状（資格取
得見込証明書・免許状更新講習修了
確認証明書）、その他関係すると思わ
れる証明書の写し　　提出書類は返
却しません。勤務時間など詳しくは
お問い合わせください。
　子ども未来課（☎69-0340）

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）
　丹後保健所（☎62-4312）

です。保健師・管理栄養士と一緒に
取り組めることを考えましょう！　
　総合検診で特定健康診査または
健康診査を受け方　　要予約
　健康推進課（☎69-0350）

10カ月児健診 7/18（火） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 7/20（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
3歳児健診 7/21（金） 13:00～13:10 久美浜庁舎
2歳6カ月児歯科健診 7/24（月） 13:00 久美浜庁舎
1歳8カ月児健診 7/25（火） 12:45 峰山総合福祉センター
プレパパ＆ママスクール 7/26（水） 18:45～19:00 峰山総合福祉センター
1歳8カ月児健診 7/27（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 7/28（金） 13:15 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 8/1（火） 12:45 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 8/3（木） 13:15 峰山総合福祉センター
２歳6カ月児歯科健診 8/7（月） 13:00 網野保健センター
1歳8カ月児健診 8/8（火） 12:45 峰山総合福祉センター
離乳食教室 8/9（水） 13:00～13:15 峰山総合福祉センター
３歳児健診 8/10（木） 13:00～13:10 弥栄保健センター
10カ月児健診 8/17（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
健　診　名 日　時 場　所

※時間は受付時間

《京丹後市制度》
　府内に1年以上居住し、市内在住
の夫婦（事実婚を含みます）ただし、
人工授精による治療をする場合は、
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
【助成限度額】医療費自己負担の1/2
▶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
【助成年齢・回数等】なし【所得制限】
なし【医療機関】指定なし【申請制限】
診療（治療）の翌日から起算して1年
以内に健康推進課または最寄りの市
民局へ必要書類を提出してください。
【提出書類】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

不妊治療費等を助成します

　市では臨時的任用職員の登録者を
随時募集しています。臨時的任用職
員の任用が必要になった場合、この
候補者の中から選考し、任用を決定

臨時職員登録者を募集
（保育士・保育助手・幼稚園教諭・幼稚園教諭助手）

（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）
《京都府制度》
　夫婦の両者またはいずれかが、府
内在住の戸籍上の夫婦で、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
【対象治療】▶特定不妊：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▶男性不妊：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】▶特定不妊：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）▶男性不
妊：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・回数等】▶特定不妊：治
療開始時の妻の年齢が43歳未満○年
間助成回数制限なし（通算10回まで） 
▶男性不妊：治療開始時の妻の年齢
が43歳未満
【所得制限】▶特定不妊：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：制限なし
【医療機関】府が指定した医療機関
【申請制限】治療終了日の翌日から起
算して1年以内に丹後保健所または、
健康推進課、市民局へ必要書類を提
出してください。
【提出書類】特定不妊治療費助成事業

内
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　市内2カ所の小学校内で、放課後
の子どもの居場所づくりとして「放
課後子ども教室」を開設しています。
子どもたちは異年齢の方と交流し、
いきいきと活動しています。子ども
たちの活動支援と見守りのボラン
ティアスタッフを募集しています。
　毎週水曜日14時30分～16時30分
頃（小学校の授業がある日に限る）
　網野北小学校および網野南小学校
　児童の自主学習・体験活動・自由
遊びの支援または見守り　　ボラン
ティアとして参加いただける方（住
所・年齢・資格は不問）　　簡単な面
接をします。応募が多数の場合はお
断りすることがあります。支援対象
の児童は子ども教室を開設している
小学校に通学している児童です。
　子ども未来課（☎69-0340）

放課後子ども教室の
スタッフ募集

時

所
内

対

他

問

問

問

問

〈弥栄・丹後会場〉
　【5月23日～30日（丹後会場）に総合検診を受けた方】
　　日程 会場 受付時間

7月27日（木）
 平住民センター 10:00～11:00

 中浜多目的集会施設 13:00～15:00
7月28日（金） 是安センター 9:45～11:45
7月31日（月） 丹後庁舎 9:45～14:45
※弥栄会場で受けた方は、丹後会場では結果をお返しできません。
　【5月31日～6月6日（弥栄会場）に総合検診を受けた方】

8月3日（木） 黒部公民館 9:30～11:00
 野間地区生きがい交流センター 13:30～14:00

8月4日（金） 鳥取公民館 9:30～11:00
 堤公民館 13:00～14:30
8月7日（月） 弥栄庁舎 9:30～14:00

　【上記日程で来所できない方】
8月1日（火） 丹後庁舎 13:30～18:00
8月8日（火） 弥栄庁舎 13:30～18:00
　健康推進課（☎69-0350）

〈網野会場〉
　【6月7日～9日に総合検診を受けた方】
　　日程 会場 受付時間

8月9日（水）
 三津区民センター 9:30～10:30

 たちばな会館 13:00～14:30
8月10日（木） 島津勤労者と子どものセンター 9:45～13:45

　【6月13日～14日に総合検診を受けた方】
8月17日（木） 浜詰農業団地センター 9:45～14:00
8月18日（金） 網野教育会館 9:30～10:30

　【6月15日～22日に総合検診を受けた方】
8月21日（月） 浅茂川区民会館 9:45～14:45

8月22日（火）
 下岡区公会堂 9:45～10:45

 小浜勤労者と子どものセンター 13:00～14:00
8月23日（水） 

網野保健センター
 9:45～14:45

8月24日（木）  9:30～15:00

　【上記日程で来所できない方】
8月25日（金） 網野保健センター 13:30～18:00

総合検診〈弥栄・丹後会場〉〈網野会場〉の結果報告会日程

　詳細は総合検診の際に配布の「平成29年度検診結果の返却について」をご確認ください。
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　　▶8月1日（火）丹後庁舎▶8月8
日（火）弥栄庁舎※いずれも13時30
分～17時（1人30分程度）　
　「生活習慣を変えたい」「健康に痩
せたい」と思っている方の相談の場

チャレンジDay（メタボ予防相談日）
　《丹後・弥栄会場》

健康と福祉

時所

内

対
受

問

　親子でふれあいながら行う体操
教室【ベビークラス】　7月12日、9
月13日（かぶと山こども園）、10月
11日、11月8日、12月13日、平成30年
2月14日、3月14日【リトルキッズ
クラス】　8月2日、9月6日、10月4日、
11月1日、12月6日、平成30年2月7日、
3月7日【キッズクラス】　7月19日、
9月20日、10月18日、11月15日、
12月20日、平成30年1月17日、2月21
日※いずれも水曜日の10時～11時
体操教室の後に自由遊びの時間（11
時～30分間）を設けています。
　大宮庁舎※9月～12月はアグリセ
ンター大宮※ベビークラスのみ9月
はかぶと山こども園
　市内在住の在宅乳幼児とその保
護者（祖父母との参加も歓迎）▶ベ
ビークラス：生後4か月～1歳未満▶
リトルキッズクラス：おおむね1歳
（歩行に慣れた頃）～2歳▶キッズク
ラス：おおむね2歳～入所・入園前
　タオル・お茶など、動きやすい服装
　子ども未来課（☎69-0340）

親子で楽しく体を動かしてみませんか
「親子リフレッシュ体操教室」

時

時

時

所

対

持
問

健康イベントカレンダー
項　目 日　時 場　所

献血 7/17（月） 9:30～11:30、12:30～15:30 ショッピングセンターマイン
献血 8/2（水） 10:00～11:30、12:30～15:00 京丹後市久美浜庁舎
臨床心理士による 8/9（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 8/13（日） 9:30～11:30、12:30～15:30 ショッピングセンターマイン
献血 8/21（月） 9:30～11:30、12:30～15:30 京丹後市大宮庁舎
臨床心理士による 8/25（金） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談

問

　薬物乱用は周囲の人から誘われ
て好奇心や興味本位で手を染める
ケースが多くみられます。「やせら
れる」、「気分が良くなる」などの甘
い誘い文句や、覚せい剤を「エス」、
「スピード」などと呼んで危険薬物
と分からないように誘われること
もあります。
　薬物乱用の危険性を理解し、危険
薬物には絶対に手を出さないとい
う自覚が大切です。
　薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　健康推進課（☎69-0350）

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　7月24日(月)9時～11時30分
　峰山総合福祉センター※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
のコツや健診結
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）

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

時
所

内

受
問
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します。　　市立保育所・市立幼稚
園で勤務を希望する方　　申込書
（子ども未来課、人事課、市民局、市　）
▶自筆の履歴書（3カ月以内に撮影し
た上半身・無着帽の写真を貼付）▶保
育士証・幼稚園教諭免許状（資格取
得見込証明書・免許状更新講習修了
確認証明書）、その他関係すると思わ
れる証明書の写し　　提出書類は返
却しません。勤務時間など詳しくは
お問い合わせください。
　子ども未来課（☎69-0340）

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）
　丹後保健所（☎62-4312）

です。保健師・管理栄養士と一緒に
取り組めることを考えましょう！　
　総合検診で特定健康診査または
健康診査を受け方　　要予約
　健康推進課（☎69-0350）

10カ月児健診 7/18（火） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 7/20（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
3歳児健診 7/21（金） 13:00～13:10 久美浜庁舎
2歳6カ月児歯科健診 7/24（月） 13:00 久美浜庁舎
1歳8カ月児健診 7/25（火） 12:45 峰山総合福祉センター
プレパパ＆ママスクール 7/26（水） 18:45～19:00 峰山総合福祉センター
1歳8カ月児健診 7/27（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 7/28（金） 13:15 峰山総合福祉センター
10カ月児健診 8/1（火） 12:45 峰山総合福祉センター
4カ月児健診 8/3（木） 13:15 峰山総合福祉センター
２歳6カ月児歯科健診 8/7（月） 13:00 網野保健センター
1歳8カ月児健診 8/8（火） 12:45 峰山総合福祉センター
離乳食教室 8/9（水） 13:00～13:15 峰山総合福祉センター
３歳児健診 8/10（木） 13:00～13:10 弥栄保健センター
10カ月児健診 8/17（木） 13:00～13:10 峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
健　診　名 日　時 場　所

※時間は受付時間

《京丹後市制度》
　府内に1年以上居住し、市内在住
の夫婦（事実婚を含みます）ただし、
人工授精による治療をする場合は、
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
【助成限度額】医療費自己負担の1/2
▶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
【助成年齢・回数等】なし【所得制限】
なし【医療機関】指定なし【申請制限】
診療（治療）の翌日から起算して1年
以内に健康推進課または最寄りの市
民局へ必要書類を提出してください。
【提出書類】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

不妊治療費等を助成します

　市では臨時的任用職員の登録者を
随時募集しています。臨時的任用職
員の任用が必要になった場合、この
候補者の中から選考し、任用を決定

臨時職員登録者を募集
（保育士・保育助手・幼稚園教諭・幼稚園教諭助手）

（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）
《京都府制度》
　夫婦の両者またはいずれかが、府
内在住の戸籍上の夫婦で、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
【対象治療】▶特定不妊：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▶男性不妊：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】▶特定不妊：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）▶男性不
妊：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・回数等】▶特定不妊：治
療開始時の妻の年齢が43歳未満○年
間助成回数制限なし（通算10回まで） 
▶男性不妊：治療開始時の妻の年齢
が43歳未満
【所得制限】▶特定不妊：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：制限なし
【医療機関】府が指定した医療機関
【申請制限】治療終了日の翌日から起
算して1年以内に丹後保健所または、
健康推進課、市民局へ必要書類を提
出してください。
【提出書類】特定不妊治療費助成事業
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　市内2カ所の小学校内で、放課後
の子どもの居場所づくりとして「放
課後子ども教室」を開設しています。
子どもたちは異年齢の方と交流し、
いきいきと活動しています。子ども
たちの活動支援と見守りのボラン
ティアスタッフを募集しています。
　毎週水曜日14時30分～16時30分
頃（小学校の授業がある日に限る）
　網野北小学校および網野南小学校
　児童の自主学習・体験活動・自由
遊びの支援または見守り　　ボラン
ティアとして参加いただける方（住
所・年齢・資格は不問）　　簡単な面
接をします。応募が多数の場合はお
断りすることがあります。支援対象
の児童は子ども教室を開設している
小学校に通学している児童です。
　子ども未来課（☎69-0340）

放課後子ども教室の
スタッフ募集
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〈弥栄・丹後会場〉
　【5月23日～30日（丹後会場）に総合検診を受けた方】
　　日程 会場 受付時間

7月27日（木）
 平住民センター 10:00～11:00

 中浜多目的集会施設 13:00～15:00
7月28日（金） 是安センター 9:45～11:45
7月31日（月） 丹後庁舎 9:45～14:45
※弥栄会場で受けた方は、丹後会場では結果をお返しできません。
　【5月31日～6月6日（弥栄会場）に総合検診を受けた方】

8月3日（木） 黒部公民館 9:30～11:00
 野間地区生きがい交流センター 13:30～14:00

8月4日（金） 鳥取公民館 9:30～11:00
 堤公民館 13:00～14:30
8月7日（月） 弥栄庁舎 9:30～14:00

　【上記日程で来所できない方】
8月1日（火） 丹後庁舎 13:30～18:00
8月8日（火） 弥栄庁舎 13:30～18:00
　健康推進課（☎69-0350）

〈網野会場〉
　【6月7日～9日に総合検診を受けた方】
　　日程 会場 受付時間

8月9日（水）
 三津区民センター 9:30～10:30

 たちばな会館 13:00～14:30
8月10日（木） 島津勤労者と子どものセンター 9:45～13:45

　【6月13日～14日に総合検診を受けた方】
8月17日（木） 浜詰農業団地センター 9:45～14:00
8月18日（金） 網野教育会館 9:30～10:30

　【6月15日～22日に総合検診を受けた方】
8月21日（月） 浅茂川区民会館 9:45～14:45

8月22日（火）
 下岡区公会堂 9:45～10:45

 小浜勤労者と子どものセンター 13:00～14:00
8月23日（水） 

網野保健センター
 9:45～14:45

8月24日（木）  9:30～15:00

　【上記日程で来所できない方】
8月25日（金） 網野保健センター 13:30～18:00

総合検診〈弥栄・丹後会場〉〈網野会場〉の結果報告会日程

　詳細は総合検診の際に配布の「平成29年度検診結果の返却について」をご確認ください。
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　　▶8月1日（火）丹後庁舎▶8月8
日（火）弥栄庁舎※いずれも13時30
分～17時（1人30分程度）　
　「生活習慣を変えたい」「健康に痩
せたい」と思っている方の相談の場

チャレンジDay（メタボ予防相談日）
　《丹後・弥栄会場》

健康と福祉
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　親子でふれあいながら行う体操
教室【ベビークラス】　7月12日、9
月13日（かぶと山こども園）、10月
11日、11月8日、12月13日、平成30年
2月14日、3月14日【リトルキッズ
クラス】　8月2日、9月6日、10月4日、
11月1日、12月6日、平成30年2月7日、
3月7日【キッズクラス】　7月19日、
9月20日、10月18日、11月15日、
12月20日、平成30年1月17日、2月21
日※いずれも水曜日の10時～11時
体操教室の後に自由遊びの時間（11
時～30分間）を設けています。
　大宮庁舎※9月～12月はアグリセ
ンター大宮※ベビークラスのみ9月
はかぶと山こども園
　市内在住の在宅乳幼児とその保
護者（祖父母との参加も歓迎）▶ベ
ビークラス：生後4か月～1歳未満▶
リトルキッズクラス：おおむね1歳
（歩行に慣れた頃）～2歳▶キッズク
ラス：おおむね2歳～入所・入園前
　タオル・お茶など、動きやすい服装
　子ども未来課（☎69-0340）

親子で楽しく体を動かしてみませんか
「親子リフレッシュ体操教室」

時

時

時

所

対

持
問

健康イベントカレンダー
項　目 日　時 場　所

献血 7/17（月） 9:30～11:30、12:30～15:30 ショッピングセンターマイン
献血 8/2（水） 10:00～11:30、12:30～15:00 京丹後市久美浜庁舎
臨床心理士による 8/9（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 8/13（日） 9:30～11:30、12:30～15:30 ショッピングセンターマイン
献血 8/21（月） 9:30～11:30、12:30～15:30 京丹後市大宮庁舎
臨床心理士による 8/25（金） 10:00～16:50 峰山総合福祉センターこころの健康相談

問

　薬物乱用は周囲の人から誘われ
て好奇心や興味本位で手を染める
ケースが多くみられます。「やせら
れる」、「気分が良くなる」などの甘
い誘い文句や、覚せい剤を「エス」、
「スピード」などと呼んで危険薬物
と分からないように誘われること
もあります。
　薬物乱用の危険性を理解し、危険
薬物には絶対に手を出さないとい
う自覚が大切です。
　薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　健康推進課（☎69-0350）

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　7月24日(月)9時～11時30分
　峰山総合福祉センター※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
のコツや健診結
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）

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

時
所

内

受
問
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【手続きに必要なもの】健康保険証▶印鑑
▶福祉医療費受給者証（うぐいす色）▶（現
在お持ちの方のみ）限度額適用認定証
　保険事業課（☎69-0220）

《後期高齢者医療被保険者証の更新》
　現在お持ちの被保険者証（うぐいす
色）の有効期限は7月31日です。
　8月1日から有効な被保険者証（だい
だい色）は、7月中旬以降に、被保険者
の方へ簡易書留郵便で郵送します。有
効期間は平成29年8月1日から平成30
年7月31日までの1年間です。
《後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証の更新》
　現在お持ちの認定証の有効期限は7
月31日です。すでに認定証（青色）をお
持ちの方で、本年度も住民税非課税世
帯の方については申請していただかな
くても、8月1日から有効となる認定証を
交付します。（被保険者証に同封します）
　なお、区分Ⅱの認定証をお持ちの方
で1年以内に90日を超えて入院してい
る方は長期該当となり、さらに食事代
が軽減される場合があります。
　該当される方は　、市民局で申請して
ください。　　被保険者証、認定証（区分
Ⅱ）、印鑑、入院90日を超えていることが
分かるもの（領収書）、個人番号カードま
たは個人番号（マイナンバー）通知カード
※本人以外の方が申請する場合は、委
任状が必要です。
▶住民税非課税世帯の方で新たに認
定証が必要な方は申請してください
　被保険者証、印鑑、個人番号カード
または個人番号（マイナンバー）通知
カード※本人以外の方が申請する場
合は、委任状が必要です。
【注意事項】本人および世帯の所得に
より審査します。所得申告がなく、所
得が不明の方が世帯の中にいると審
査ができず対象となりませんので必ず
申告をしてください。
　保険事業課（☎69-0220）

※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 

 7月16日 （日）
 17日 （月・祝）
 23日 （日）
 30日 （日）
 8月　6日 （日）
 11日 （金・祝）
 13日 （日）

《国民健康保険高齢受給者証・国民健康保
険特定疾病療養受療証の交付について》
　現在お持ちの「国民健康保険高齢
受給者証」「国民健康保険特定疾病療
養受療証」の有効期限は7月31日まで
です。8月1日から使用できる新しい
受給者証などは、該当者へ7月下旬
に郵送します。
▶国民健康保険高齢受給者証（白色）
＝70歳～75歳未満の方
▶国民健康保険特定疾病療養受療証
（白色）＝人工透析などを受けている方
《入院および外来（調剤薬局含む）で適
用となる、自己負担額の限度額認定証・
食事代の減額認定証の申請について》
　医療機関などの受診の際に、自己
負担額を示すための限度額・減額認
定証を希望する方は申請が必要です。
また、すでに認定証をお持ちの方も
有効期限が7月31日までですので申請
が必要です（世帯の状況などによって
は、該当しない場合もあります）。併
せて、申請時点で1年以内に90日を超
えて入院している方は、長期入院の
該当（住民税非課税世帯が対象）とな
り食事代が減額されます。　　7月21
日（金）以降に　、市民局で申請して
ください。【申請に必要なもの】国民
健康保険被保険者証、印鑑、長期入
院の該当者は、入院期間が90日を超
えていることが分かるもの（領収書な
ど）【注意事項】本人および世帯の所
得により審査します。税法上の扶養
になっている方以外は申告が必要で
す。所得などが不明の方が世帯にい
ると審査ができません。▶同一世帯で
ない方が申請手続きをする場合は委
任状が必要です。▶70歳未満と70歳
以上の方の自己負担限度額は異なり
ます。▶国民健康保険税を滞納してい
る世帯の方には、限度額認定証を交
付できません。▶申請書などには対象
の方と世帯主の個人番号（マイナン

国民健康保険の
加入者へのお知らせ

　現在お持ちの福祉医療費受給者証
（黄色）の有効期限は7月31日です。8
月1日から使用できる以下の受給者証
を7月下旬に該当の方へ郵送します。
①老人医療費受給者証②障害者医療
費受給者証③ひとり親家庭（母子・父
子）医療費受給者証※①～③の色は
うぐいす色④重度心身障害老人健康
管理事業対象者証（健管シール：あさ
ぎ色）※後期高齢者医療被保険者証に
同封して郵送します（7月中旬）。
　保険事業課（☎69-0220）

福祉医療費受給者証などを
交付します

福祉医療（老人）の一部負担金限度額
適用認定証の交付について

バー）の記載が必要となります。
【新たに申請が必要となる認定証】
▶70歳未満の方（全世帯対象）：国民
健康保険限度額適用認定証（自己負担
額）、国民健康保険標準負担額減額認
定証（食事代）、国民健康保険限度額
適用・標準負担額減額認定証（自己負
担額・食事代）
▶70歳以上75歳未満の方（非課税世
帯対象）：国民健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証（自己負担額・
食事代）
《国民健康保険からのお願い》
国民健康保険被保険者証をお持ちの
方で社会保険へ加入した方、または
会社などを退職され、国民健康保険
へ加入する方は、必ず　、市民局へ
届出をしてください。
　保険事業課（☎69-0220）

　老人医療費受給者証をお持ちの方
で、住民税の非課税世帯の方は「福祉
医療費の一部負担金限度額適用認定
証」（外来・入院ともに適用）の交付対
象となります。現在お持ちの認定証の
有効期限は7月31日です。8月1日以降
も引き続きの認定を希望する方、新た
に認定を希望する方は7月24日（月）以
降に　、市民局で手続きしてください。

内

受

内

内

内

内

内

受

問

75歳以上の方
一定の障害のある65歳以上の方へ

持

持

問

問

窓

窓

窓

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
7/19（水）
8/  1（火）
8/  8（火）
8/10（木）

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

峰山庁舎
久美浜福祉センター
大宮庁舎
弥栄地域公民館

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

8/  3（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 8/  2（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

臨床心理士
こころの健康相談

7/24（月）
8/  9（水）
25（金）

10:00～16:50 峰山総合福祉
センター 事前 健康推進課

（☎69-0350）
あなたの悩みをお聴き
し、解決の糸口を見つ
けるお手伝いをします

臨床心理士による
教育相談

7/20（木）
27（木）

午後  　　　　 大宮庁舎 事前 学校教育課
（☎69-0620）

子どもの発達や不登校
等の相談

年金事務所による
「年金相談」

7/27（木）
8/30（水）11:00～15:00

峰山総合福祉
センター 事前 舞鶴年金事務所

（☎0773-76-5772）
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

女性相談・電話 7/27（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

消費生活センター 峰山総合福祉センター
西側建物 不要

（☎62-6768）
消費者ホットライン
（☎188）

契約やクーリング・オ
フの方法など、消費生
活に関する相談

就職個別相談会
7/20（木）
8/  3（木）
8/17（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）

あなたの就職活動を応
援します

看護職就業相談会 8/  3（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

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）　 

寄り添い支援総合
サポートセンター

峰山総合福祉センター
西側建物 不要

事前

相談電話
（☎0120-125-294）
代表電話（☎62-0032）

日常の悩みや仕事など
に関する相談から支援
までを行います　

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）　 

麦わら 峰山織物センター 学校教育課
（☎69-0620）不登校・教育などの悩み月～金曜日 8:30～16:30

（祝日、年末年始除く）　 

ほっこりスぺース
無相堂

智恩寺無相堂内
（宮津市字文珠） 不要

ほっこりスペース
無相堂運営委員会
（☎080-2514-6240）

悩みがある方が気軽に
悩みを語り合える場と
しての居場所

毎月第2
水曜日 10:00～16:00

毎月第2
水曜日

毎週金曜日

10:00～16:00

19:00～21:00
うつ等こころの病
の電話相談 　　　　ー 不要

ほっこりスペース
無相堂運営委員会
（☎080-2514-6240）

うつ等こころの病の相談

相談窓口 日　時 内　容 申込・問い合わせ先

随時高齢者介護
相談窓口 介護に関する相談

介護相談専用電話（☎69-1212）
在宅介護支援センターはごろも苑（峰山町長岡☎62-1182）
おおみや苑在宅介護支援センター（大宮町口大野☎68-1530）
丹後園在宅介護支援センター（網野町木津☎74-0174）
介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）
弥栄はごろも苑（弥栄町溝谷☎65-0131）
特別養護老人ホーム満寿園（弥栄町溝谷☎65-0222）
いちがお園在宅介護支援センター（丹後町岩木☎75-2496）
久美浜居宅介護支援事業所（久美浜町栃谷☎82-1108）
太陽福祉会海山園（久美浜町湊宮☎83-2111）
※相談の内容により、地域包括支援センター（長寿福祉課☎69-0330）と連携します。

窓

丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）

中江医院（峰山町白銀 ☎62-0266）
弥栄病院（弥栄町溝谷 ☎65-2003）
丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）
久美浜病院（久美浜町161 ☎82-1500）

問



2017.0712 2017.07 13

平成29年7月10日号 No.316　おしらせ版

【手続きに必要なもの】健康保険証▶印鑑
▶福祉医療費受給者証（うぐいす色）▶（現
在お持ちの方のみ）限度額適用認定証
　保険事業課（☎69-0220）

《後期高齢者医療被保険者証の更新》
　現在お持ちの被保険者証（うぐいす
色）の有効期限は7月31日です。
　8月1日から有効な被保険者証（だい
だい色）は、7月中旬以降に、被保険者
の方へ簡易書留郵便で郵送します。有
効期間は平成29年8月1日から平成30
年7月31日までの1年間です。
《後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証の更新》
　現在お持ちの認定証の有効期限は7
月31日です。すでに認定証（青色）をお
持ちの方で、本年度も住民税非課税世
帯の方については申請していただかな
くても、8月1日から有効となる認定証を
交付します。（被保険者証に同封します）
　なお、区分Ⅱの認定証をお持ちの方
で1年以内に90日を超えて入院してい
る方は長期該当となり、さらに食事代
が軽減される場合があります。
　該当される方は　、市民局で申請して
ください。　　被保険者証、認定証（区分
Ⅱ）、印鑑、入院90日を超えていることが
分かるもの（領収書）、個人番号カードま
たは個人番号（マイナンバー）通知カード
※本人以外の方が申請する場合は、委
任状が必要です。
▶住民税非課税世帯の方で新たに認
定証が必要な方は申請してください
　被保険者証、印鑑、個人番号カード
または個人番号（マイナンバー）通知
カード※本人以外の方が申請する場
合は、委任状が必要です。
【注意事項】本人および世帯の所得に
より審査します。所得申告がなく、所
得が不明の方が世帯の中にいると審
査ができず対象となりませんので必ず
申告をしてください。
　保険事業課（☎69-0220）

※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 

 7月16日 （日）
 17日 （月・祝）
 23日 （日）
 30日 （日）
 8月　6日 （日）
 11日 （金・祝）
 13日 （日）

《国民健康保険高齢受給者証・国民健康保
険特定疾病療養受療証の交付について》
　現在お持ちの「国民健康保険高齢
受給者証」「国民健康保険特定疾病療
養受療証」の有効期限は7月31日まで
です。8月1日から使用できる新しい
受給者証などは、該当者へ7月下旬
に郵送します。
▶国民健康保険高齢受給者証（白色）
＝70歳～75歳未満の方
▶国民健康保険特定疾病療養受療証
（白色）＝人工透析などを受けている方
《入院および外来（調剤薬局含む）で適
用となる、自己負担額の限度額認定証・
食事代の減額認定証の申請について》
　医療機関などの受診の際に、自己
負担額を示すための限度額・減額認
定証を希望する方は申請が必要です。
また、すでに認定証をお持ちの方も
有効期限が7月31日までですので申請
が必要です（世帯の状況などによって
は、該当しない場合もあります）。併
せて、申請時点で1年以内に90日を超
えて入院している方は、長期入院の
該当（住民税非課税世帯が対象）とな
り食事代が減額されます。　　7月21
日（金）以降に　、市民局で申請して
ください。【申請に必要なもの】国民
健康保険被保険者証、印鑑、長期入
院の該当者は、入院期間が90日を超
えていることが分かるもの（領収書な
ど）【注意事項】本人および世帯の所
得により審査します。税法上の扶養
になっている方以外は申告が必要で
す。所得などが不明の方が世帯にい
ると審査ができません。▶同一世帯で
ない方が申請手続きをする場合は委
任状が必要です。▶70歳未満と70歳
以上の方の自己負担限度額は異なり
ます。▶国民健康保険税を滞納してい
る世帯の方には、限度額認定証を交
付できません。▶申請書などには対象
の方と世帯主の個人番号（マイナン

国民健康保険の
加入者へのお知らせ

　現在お持ちの福祉医療費受給者証
（黄色）の有効期限は7月31日です。8
月1日から使用できる以下の受給者証
を7月下旬に該当の方へ郵送します。
①老人医療費受給者証②障害者医療
費受給者証③ひとり親家庭（母子・父
子）医療費受給者証※①～③の色は
うぐいす色④重度心身障害老人健康
管理事業対象者証（健管シール：あさ
ぎ色）※後期高齢者医療被保険者証に
同封して郵送します（7月中旬）。
　保険事業課（☎69-0220）

福祉医療費受給者証などを
交付します

福祉医療（老人）の一部負担金限度額
適用認定証の交付について

バー）の記載が必要となります。
【新たに申請が必要となる認定証】
▶70歳未満の方（全世帯対象）：国民
健康保険限度額適用認定証（自己負担
額）、国民健康保険標準負担額減額認
定証（食事代）、国民健康保険限度額
適用・標準負担額減額認定証（自己負
担額・食事代）
▶70歳以上75歳未満の方（非課税世
帯対象）：国民健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証（自己負担額・
食事代）
《国民健康保険からのお願い》
国民健康保険被保険者証をお持ちの
方で社会保険へ加入した方、または
会社などを退職され、国民健康保険
へ加入する方は、必ず　、市民局へ
届出をしてください。
　保険事業課（☎69-0220）

　老人医療費受給者証をお持ちの方
で、住民税の非課税世帯の方は「福祉
医療費の一部負担金限度額適用認定
証」（外来・入院ともに適用）の交付対
象となります。現在お持ちの認定証の
有効期限は7月31日です。8月1日以降
も引き続きの認定を希望する方、新た
に認定を希望する方は7月24日（月）以
降に　、市民局で手続きしてください。
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受
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内

内
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75歳以上の方
一定の障害のある65歳以上の方へ

持

持

問

問

窓

窓

窓

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
7/19（水）
8/  1（火）
8/  8（火）
8/10（木）

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

峰山庁舎
久美浜福祉センター
大宮庁舎
弥栄地域公民館

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

8/  3（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 8/  2（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

臨床心理士
こころの健康相談

7/24（月）
8/  9（水）
25（金）

10:00～16:50 峰山総合福祉
センター 事前 健康推進課

（☎69-0350）
あなたの悩みをお聴き
し、解決の糸口を見つ
けるお手伝いをします

臨床心理士による
教育相談

7/20（木）
27（木）

午後  　　　　 大宮庁舎 事前 学校教育課
（☎69-0620）

子どもの発達や不登校
等の相談

年金事務所による
「年金相談」

7/27（木）
8/30（水）11:00～15:00

峰山総合福祉
センター 事前 舞鶴年金事務所

（☎0773-76-5772）
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

女性相談・電話 7/27（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

消費生活センター 峰山総合福祉センター
西側建物 不要

（☎62-6768）
消費者ホットライン
（☎188）

契約やクーリング・オ
フの方法など、消費生
活に関する相談

就職個別相談会
7/20（木）
8/  3（木）
8/17（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）

あなたの就職活動を応
援します

看護職就業相談会 8/  3（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

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）　 

寄り添い支援総合
サポートセンター

峰山総合福祉センター
西側建物 不要

事前

相談電話
（☎0120-125-294）
代表電話（☎62-0032）

日常の悩みや仕事など
に関する相談から支援
までを行います　

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）　 

麦わら 峰山織物センター 学校教育課
（☎69-0620）不登校・教育などの悩み月～金曜日 8:30～16:30

（祝日、年末年始除く）　 

ほっこりスぺース
無相堂

智恩寺無相堂内
（宮津市字文珠） 不要

ほっこりスペース
無相堂運営委員会
（☎080-2514-6240）

悩みがある方が気軽に
悩みを語り合える場と
しての居場所

毎月第2
水曜日 10:00～16:00

毎月第2
水曜日

毎週金曜日

10:00～16:00

19:00～21:00
うつ等こころの病
の電話相談 　　　　ー 不要

ほっこりスペース
無相堂運営委員会
（☎080-2514-6240）

うつ等こころの病の相談

相談窓口 日　時 内　容 申込・問い合わせ先

随時高齢者介護
相談窓口 介護に関する相談

介護相談専用電話（☎69-1212）
在宅介護支援センターはごろも苑（峰山町長岡☎62-1182）
おおみや苑在宅介護支援センター（大宮町口大野☎68-1530）
丹後園在宅介護支援センター（網野町木津☎74-0174）
介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）
弥栄はごろも苑（弥栄町溝谷☎65-0131）
特別養護老人ホーム満寿園（弥栄町溝谷☎65-0222）
いちがお園在宅介護支援センター（丹後町岩木☎75-2496）
久美浜居宅介護支援事業所（久美浜町栃谷☎82-1108）
太陽福祉会海山園（久美浜町湊宮☎83-2111）
※相談の内容により、地域包括支援センター（長寿福祉課☎69-0330）と連携します。

窓

丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）

中江医院（峰山町白銀 ☎62-0266）
弥栄病院（弥栄町溝谷 ☎65-2003）
丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）
久美浜病院（久美浜町161 ☎82-1500）

問
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※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 7/15～8/18

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

よさこい体操

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
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

サンセットビーチフェス
in Kyotango

〈6月17日・18日開催〉
歴史街道
関西三関王

消防庁火災予防ビデオ

網野中学校合唱祭
〈6月10日開催〉

第5回
いのちの講演会
〈5月14日開催〉

消費生活センター啓発寸劇
歴史街道 
関西三関王

サンセットビーチフェス
in Kyotango

〈6月17日・18日開催〉

気象庁防災啓発ビデオ

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

網野中学校合唱祭
〈6月10日開催〉

歴史街道
関西三関王

特集

第10回小学生
ウルトラクイズin京丹後
〈6月18日開催〉

　　京丹後市消費生活セミナー
啓発寸劇「オリンピック詐欺」

第1回京丹後市
文化財セミナー　前半
〈6月17日開催〉

気象庁防災啓発ビデオ

歴史街道 
関西三関王

24th
はだしのコンサート2017
〈6月4日開催〉

歴史街道 
関西三関王

第1回京丹後市
文化財セミナー　前半
〈6月17日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

消費生活センター啓発寸劇
消防庁火災予防ビデオ

第10回小学生
ウルトラクイズin京丹後
〈6月18日開催〉

丹後七姫劇団プロデュース
「しずかの奏」
歴史街道
関西三関王

特集
特集 平成29年度

府民公開講座
第1回

〈6月18日開催〉

第1回京丹後市
文化財セミナー　後半
〈6月17日開催〉

歴史街道 
関西三関王

　    　京丹後市国際交流協会
設立10周年イベント
〈6月17日開催〉

サンセットビーチフェス
in Kyotango

〈6月17日・18日開催〉
関西三関王

第1回京丹後市
文化財セミナー　後半
〈6月17日開催〉

気象庁防災啓発ビデオ

　    　京丹後市国際交流協会
設立10周年イベント
〈6月17日開催〉

サンセットビーチフェス
in Kyotango

〈6月17日・18日開催〉
消費生活センター啓発寸劇

歴史街道
関西三関王

ふるさと文化財めぐり第35回

ふるさと文化財めぐり第35回

特集
夏まつり特集 その1

第10回小学生
ウルトラクイズin京丹後
〈6月18日開催〉
歴史街道

オープンカレッジ丹後学
第1回

〈6月28日開催〉

関西三関王

網野中学校合唱祭
〈6月10日開催〉

オープンカレッジ丹後学
第1回

〈6月28日開催〉

　　　 ふるさと文化財めぐり第35回

夏まつり特集 その1

平成29年度
府民公開講座
第1回

〈6月18日開催〉

　　　 ふるさと文化財めぐり第35回

特集
Let's BOUSAI
～楽しく学ぼう！

みんなで防災体験!! ～
〈7月17日開催〉

歴史街道

オープンカレッジ丹後学
第2回

〈7月5日開催〉

関西三関王

平成29年
京丹後市成人式

関西三関王

オープンカレッジ丹後学
第2回

〈7月5日開催〉

消費生活センター啓発寸劇

Let's BOUSAI
～楽しく学ぼう！

みんなで防災体験!! ～
〈7月17日開催〉

　 　 京丹後市国際交流協会
設立10周年イベント
〈6月17日開催〉
関西三関王

特集

特集 特集
特集

特集 特集 特集

特集

再放送 再放送

アンコール

アンコール

アンコール

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 特集特集

 市議会再放送予定
（6月議会一般質問）

 7月22日（土）19:00 ～ 22:15　　7月29日（土）19:00 ～ 22:15　　8月5日（土）19:00 ～ 22:30  
 7月23日（日）19:00 ～ 21:45　　7月30日（日）19:00 ～ 22:00　　8月6日（日）19:00 ～ 21:15  
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7/15（土）～7/21（金） 7/22（土）～7/28（金） 7/29（土）～8/4（金） 8/5（土）～8/11（金） 8/12（土）～8/18（金）時 分 時分

再放送


