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住宅用火災警報器の
定期点検について

先の大戦で尊い命を亡くされた戦
没者の英霊に、心から追悼の誠をさ
さげ、ご遺族を慰謝、激励するとと
もに、世界の恒久平和と郷土の豊か
で活力ある発展を願い追悼式を開催
します。
時 11月8日
（水）10時〜 11時15分
所 丹後文化会館
対 戦没者のご遺族で市内在住の方
受 参列の申し込みは遺族会を通して
お願いしていますが、参列を希望す
る方で、まだ申し込みをされていな
い方は、10月16日
（月）までにご連絡
ください。
問 生活福祉課
（☎69-0310）

自動車臨時運行許可の申請

2017.09
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健康と福祉

【自動車臨時運行の許可とは】車検切
「火災警報器を取り付けたからも
れの自動車の継続検査を受けるため
う安心」というわけではありません。
に運輸支局等まで運行する場合など、
取り付けてから10年経過したものは
運行目的・期間・経路を特定した上
電池が切れている可能性があります。
で特例的に許可し、臨時運行許可番
定期的に警報器のボタンを押すか、
号標（いわゆる
「仮ナンバー」
）を貸し
ひもを引いて
出す制度です。
※単に車検切れの自
作 動 試 験し、
動車やナンバープレートがない自動
音が鳴る事を
車を運行する場合は許可されません。
確認してくだ
【対象となる自動車】普通・小型・軽・
さい。音が鳴
大型特殊・二輪の小型（251cc以上）
らない場合は、電池切れか機器の故
【運行の期間】必要な最少日数
持 自動車車検
障です。
新しい火災警報器に買い換える際
証等、自動車
は
「煙式」の警報器の設置をお願いし
損害賠償責
ます。
任保険
（共済）
問 消防本部予防課
（☎62-5119）
証書、印鑑
他 申請者の本人確認をする場合があ
10月2日
（月）は固定資産税
（3期）
、国民健康保険税
（4期）の納期限です
りますので、運転免許証、マイナン
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
バーカード等を持参してください。
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。
料 750円
問 税務課
（☎69-0180）
問 市民環境課
（69-0210）
、各市民局

子育て

9月下旬〜平成30年3月下旬の間
(予定)、公園東側の駐車場造成工事
を行います。工事に伴い公園東側駐
車場から公園内へ続く園路を封鎖し
ます。工事期間中は迂回路をご利用
ください。
問 都市計画・建築住宅課(☎69-0530)

以下の期日から自転車保険の加入
が義務付けられます。自転車を利用
する方および事業者は、自転車保険
に加入してください。
自転車保険について詳しくはコー
ルセンターにお問い合わせください。
【義務化開始日】
▶業 務 で 自 転 車
を利用させる事
業 者、自 転 車 貸
付業者
（レンタサ
イク ル 事 業 者）
：
10月1日〜
▶自転車利用者：平成30年4月1日〜
問 きょうと自転車保険専用コールセ
ンター
（☎0570-001-382）

京丹後市戦没者追悼式

講座・催し

峰山途中ケ丘公園
園路の一部封鎖

自転車保険
加入義務化について

集

大宮診療所は改修工事により、12
月28日
（木）まで大宮庁舎で診療して
います。
※平 成30年1月5日
（金）か ら
大宮診療所
（大宮町河辺）での診療を
再開します。
問 医療政策課
（☎69-0360）

●詳しくはお問い合わせください。

募

大宮診療所が大宮庁舎に
一時移転しています

●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。

補助金・助成金など

ご案内

ご案内

問 ＝問い合わせ・申し込み先

＝ファクシミリ

対 ＝対象者

下水道の供用開始

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
時 9月28日
（木）13時〜10月16日（月）23時
受 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。
持 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

530,000円

4（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㎡

250,000円

（土地）大宮町善王寺723番、740番 宅地
5 （723番建物）木・鉄骨造セメント瓦葺平家建
居宅・倉庫・車庫
（740番建物）木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺平家建 居宅兼工場

竹野川

鉄道
丹後
京都

570,000円

）
9号
65
線（
辺
河
箇
二

野線
口大
長岡

2,127㎡
計257.84㎡
延24.14㎡

（土地）久美浜町神谷小字二反田485番1、486番 宅地
3
（建物）土蔵造2階建
物置

至長岡

丹海バス
三ツ橋バス停

（土地）網野町網野783番､784番､785番 宅地
計679.62㎡
1（建物）木造2階建（2棟）
居宅・工場 延546.25㎡ 3,990,000円
共同住宅・倉庫 延706.54㎡
鉄骨･木造3階建
2（土地）大宮町奥大野小字平家谷1712番 田

大宮町善王寺地区の一部で下水道
が使用可能となりました。海・川など
公共用水域の水質保全や生活環境の
向上などを図るため、下水道への接続
をお願いします。
〔大宮町善王寺地区の一部〕

至口大野

問 下水道整備課
（☎69-0550）

計859.5㎡
41.80㎡ 5,540,000円
213.72㎡

水洗化をお手伝いします
排水設備アドバイザーを派遣

【入札日】10月23日（月）13時〜30日（月）13時
【買受代金納付期限】11月6日（月）14時
問 京都地方税機構丹後地方事務所
（☎68-1041）

事業主の皆さんへ、平成30年度から
個人住民税の給与特別徴収を徹底します
府および府内26市町村は、平成30年度から原則として、全ての事業主（給与
支払者）を特別徴収義務者に指定し、個人住民税（市町村民税・都道府県民税）
の給与特別徴収を徹底します。
▶個人住民税の給与特別徴収とは、事業主が所得税の源泉徴収を行うのと同様
に、従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を
差し引きし、納入する制度です。
▶地方税法第321条の4および京丹後市税条例等の規定により、給与を支払う事
業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を徴収して納入す
ることが定められています。
▶所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は課税した市町村から通知
されます。
▶年4回で納めていた納税義務者の方は、
毎月の給与からの差し引きとなるため、
1回当たりの納付額が少なくなります。また、納め忘れを防ぐことができます。
問 税務課
（☎69-0180）

派遣申し込みをされたお宅を訪問
し、現地を確認。水洗化の提案書（概
算工事費の見積もりなど）を作成し
て助言を行います。
対 下水道へ未接続の建築物を所有す
る市内在住の方（法人を除く）
受 申込書（ 窓 、市民局に設置。市
からもダウンロード可）を 窓 、市民局
に提出
問 下水道整備課
（☎69-0550）

平成29年秋の全国交通安全運動

時 9月21日
（木）〜 30日（土）

9月30日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」
内
内スローガンと重点項目を理解の上、交通事故防止に努
めましょう。
「見ることも 見られることも 事故防止」
（運動スローガン）
（主な重点項目）
▶子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
▶夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
▶全ての座席のシートベルトと正しいチャイルドシートの着用の徹底
▶飲酒運転の根絶
▶歩行中・運転中のスマートフォン等使用の根絶
問 市民協働課
（☎69-0240）
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など

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、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
受 10月31日
（火）までに企画書（市民
局、市 に設置）を提出
他 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
問 市民協働課
（☎69-0240）

元気シニア応援団体に対する助成

子どもたちに学校給食で地元産の
おいしい米を食べてもらい、地域の
豊かな自然と農産物に親しみや誇り
を感じてもらう取り組みを行います。
趣旨に賛同し、米を提供していただ
ける農家を募集します。
内▶
「特別栽 培 農産
物に係る表示ガイド
ライン」に沿った栽
培方法・表示を行っ
ている京丹後産コシ
ヒカリを指定の小中学校へ納入して
もらいます。
▶学校から要請があった
場合は、生産にまつわる講演や農業
体験の受け入れ等、食育活動への協
力をお願いします。
【取り組み期間】平成30年4月〜平成
31年3月
対 市内在住の特別栽培米生産農家
受 10月10日
（火）まで
※詳細は募 集要項（市民局、市 に
設置）で確認してください。
問 農政課
（☎69-0410）
2017.09
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健康と福祉

不妊治療費等の助成についてはP9をご覧ください。

給食に市内産の特別栽培米を！
平成30年度参加農家を募集

子育て

高齢者を対象にした健康管理・増
進、自立支援、生きがいづくり等の活
動を行っている民間非営利の団体、ボ
ランティアグループ、特定非営利活動
法人（ＮＰＯ法人）等で、所定の要件を
満たす団体に補助金を交付します。
【助成金額】1団体当たり上限12万円
受 9月30日（土）までに助成申請書、
添付書類を 〒（簡易書類、当日消印
有効）
他 募集要項、助成申請書等は に記載
問 生命保険協会
（☎075-255-0891）
http://www.seiho.or.jp

募集

講座・催し

市民が主体となって地域課題を解
決するため、ビジネスの手法を用い
て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。
対 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

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 「入札・契
約情報」コーナーで閲覧できます。問 入札契約課（☎69-0170）

集

コミュニティビジネス
応援補助金（2次募集）

受注業者 契約金額（円） 工期
理水化学㈱大阪支店 34,020,000 H30.2.28
林建設㈱
63,597,960 H30.2.28
㈱修己建設
12,783,960 H30.1.15
指田工務店
14,796,000 H29.9.12
山崎工業㈱
9,224,280 H29.12.2
浜宗産業㈱
7,797,600 H29.9.29
今度建設㈱
68,176,080 H30.3.30
㈱澤土木
37,227,600 H30.3.15
㈱藤山工務店 66,744,000 H30.1.30
㈱新治田中組 25,747,200 H29.12.25
㈱澤土木
2,594,160 H29.11.17
浜宗産業㈱
1,674,000 H29.9.25
西角建設㈱
3,373,920 H29.9.29

募

市内で生産・捕獲・漁獲等された
農林水産物の市内における新たな流
通、販路開拓および加工品の開発に
チャレンジする農林水産業者等に補
助金を交付します。
要 農林水産業者が過半数を占めた3
戸以上の組織※加工・流通業者（市外
を含む）が含まれていても可
対 事業対象経費が10万円以上の事業
で1次産品の市内流通、販路開拓お
よび加工品の開発に要する経費（チ
ラシ・ポスター・パンフ類作成、マー
ケティング調査、試作品開発費・材
料費、運送用資材、機械購入、機械
整備費等※飲食費等は除く）
【補助率】対象経費の2/3以内
【限度額】20万円以内
問 農政課(☎69-0410)

工事場所
久美浜町引土
峰山町長岡
峰山町鱒留
峰山町荒山
網野町浜詰
網野町下岡
大宮町善王寺
峰山町長岡
丹後町間人
弥栄町鳥取
久美浜町神谷他
網野町三津
網野町網野

補助金・助成金など

農産物等流通チャレンジ
支援事業

工
事
名
引土浄水場改良工事（機械）
長岡地区管渠布設工事その26
丁田線道路改良工事
新山小学校既存棟トイレ改修工事
浜詰漁港（夕日泊地）航路浚渫工事
網野南小学校教室棟屋上防水改修工事
善王寺地区管渠布設工事その15
長岡地区管渠布設工事その27
防災拠点施設改修事業外壁外改修工事
鳥取地区配水管布設替工事
京丹後市浄化槽設置工事その9
三津体育館屋根防水改修工事
網野南小学校線道路維持工事

ご案内

補助金
・助成金

7月公共工事発注状況

おしらせ版

峰山町長岡の宅地を
分譲します
小学校やショッピングセンターな
どが近くにある宅地を分譲します。
所在地
峰山町長岡小字九反田
分譲区画
1区画
分譲価格
6,045,000円
区画面積
316.54㎡
対 分譲地に家を建築する方
受 10月31日
（火）まで
※募集要項は 窓 、市民局に設置
問 都市計画・建築住宅課
（☎69-0530）

お米の食味を測定してみませんか
食味検査希望者募集
時 年間を通して随時

臨時的任用職員の募集
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、任用を決定します。
地域包括支援センター

内 測定項目は、アミロース・タンパ
ク質・水分・脂肪酸（玄米のみ）
・食
味値です。結果については、1週間程
度で 窓 にて結果表をお渡しします。
料 市内の農用地で栽培されたものは
無料
受 申請書
（ 窓 、市 に設置）と200㌘
以上の玄米（白米も可能ですが食味
値は下がります）を持参、〒
他 米は返却しません。
問 農政課
（☎69-0410）

心のバリアフリー認定団体
募集
障害のある人もない人も共に暮ら
す共存社会の実現に向けた意識拡大
のため、障害のある人たちが感じてい
るさまざまな不便さやバリア
（社会的
障壁）
を解消する
「工夫」や「取り組み」
を行っている団体等を募集し、
「心のバ
リアフリー団体認定証」
を交付します。
対 自治区、
学校、
商店、
企業、
サークル、
各種団体
受 平成30年1月31日
（水）までに申込
窓
書（ 、市 に設置）を 窓 へ提出
問 障害者福祉課
（☎69-0320）

対象

保 健 師、介 護 支 援 専 歯科衛生士（免許取得
の方
門員、社会福祉士、地 見込含む）
域ケア等に関する経
験のある看護師の方

必要書類

峰山総合福祉センター
各保健センター

2017.09

市立保育所・幼稚園

申し込み 人事課に持参、〒
他
任用期間・勤務時間・賃金等については問い合わせてください
担当課

長寿福祉課
（☎69-0330）

健康推進課
（☎69-0350）

平成29年11月発行の「議会だより」
表紙写真を募集
市の魅力を紹介できる時節（11月
発行）に合った写真を募集します。
※
「議会だより」
は、
年4回
（5・8・11・2月）
発行しています。
対 市内在住の方
（1人1点に限る）
要
【応募規定】
▶応募者に著作権のあ
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に限りま
す。
▶応募者は、被写体となった人物
や建物の管理者などに応募許可を得
てください。
【規格など】現像した写
真またはデジタルデータ（ＪＰＥＧ形
式）
【紙面掲載】
▶作品名、応募者の氏
名を掲載します。
▶作品名は、広報編
集委員会で付けます。
【選考】広報編

試験期日
男子 18歳以上
9/19(火)、20(水)
自衛官候補生
通年
女子 27歳未満
9/22(金)、29(金)、30(土)
問 自衛隊京都地方協力本部京丹後地域事務所
（☎64-2498）
4

年齢資格

市立保育所・幼稚園で
勤務を希望する方（助
手は資格の有無は不
問）

申込書（各担当課、人事課、市 に設置）
、自筆の履歴書、業務に関係
する証明書の写し等 ※提出した書類は返却しません。

自衛官採用試験の実施
募集種目

保育士・保育助手
幼稚園教諭・教諭助手

▶支援対象者の心身 ▶乳幼児健診時の歯 ▶保育士、幼稚園教諭
状況と環境の課題分 科 指 導 業 務（個 別 指 業務
析▶介 護 予防サービ 導、フッ素塗布など） ▶補助業務
業務内容 ス計画、ケアマネジメ
ントの作成▶関係機関
と連携を図るケアマネ
ジメント業務

勤務場所 峰山総合福祉センター

所 大宮庁舎

歯科衛生士

受付期間

子ども未来課
（☎69-0340）

集委員会で行います。
【選考結果】直
接応募者へ通知します。
（選考の結果、
応募写真を掲載しない場合もありま
す）
【注意事項】編集上トリミングを行
う場合があります。
（応募写真は後日
返却） 受 9月29日（金）までに、持参
または 〒（当日消印有効）
※住 所、氏
名、電話番号、撮影場所・年月日をお
伝え（ 〒 の場合は明記）ください。
問 議会事務局
（☎69-0010）

講座・催し

おみやげ直販フェア
丹後の特産品販売をはじめステー
ジショーなど多彩な催しを楽しめる
イベントを開催します。
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時 9月16日
（土）11時〜19時
所 アミティ丹後

▶ステージショー（出演者：月花美
人、ランドセル）
※17時15分〜18時
15分
問
（公財）丹後地域地場産業振興セン
ター（☎72-5261）

時 9月17日
（日）10時〜16時
所 峰山のまちなか・金刀比羅神社

内 ▶スタンプラリー▶ギャラリーアー

ト展▶陶器ねこ塗りなど
問 こまねこまつり実行委員会（☎62-5111）

丹後古代の里資料館特別展示

「大宮売神社〜古代祭祀とその後の展開〜」

内 生まれつき手足が欠損している車
いすのアーティスト佐野有美さんが、
愛情、勇気、希望についてさまざま
な想いを話します。
問 市民協働課
（☎69-0240）

内 ウッディいさなご周辺の約4㌔の
コースでノルディック・ウォーキン
グを行います。
対 小学生以上
※小中学生は保護者同伴
持 飲み物、タオル
※ポールは無料貸出
問 社会教育課
（☎69-0630）

第22回丹後高等学校文化祭典
丹後地域の高校生による、芸術・
文化・学術の成果を発表する祭典を
開催します。
全国レベルの作品も展示しますの
で、ご来場ください。
また、各高等学校の学科紹介ブー
スを設置し、学校の取り組みを紹介
します。
時 ①９月30日（土）
②10月１日（日）
①展示：13時30分〜17時30分
お茶席：14時〜17時
②展示：9時〜15時
お茶席：9時30分〜14時30分
所 網野体育センター
内 作品展示、学科紹介、お茶席、デッ
サンコンクール、美術・書道講評会
ほか
問 事務局（網野高等学校内☎72-0379）

丹後はぐくみフェスティバル
時 9月30日
（土）13時〜16時30分

時 10月1日
（日）9時開会式※小雨決行
所 たんたんトンネル口広場
（久美浜
町尉ケ畑）
内 ▶高 龍 寺 ケ 岳（標 高697㍍）へ の
登 山▶お 弁 当 販 売▶尉 ケ 畑区 に よ
るバザー（11時〜）
▶子ども相撲大
会（14時〜）
問 久美浜地域公民館
（☎69-0666）

京丹後郷土芸能祭
「丹後の祭り」
市内各地の祭礼行事等の実施団体
が集い、神楽や三番叟などの伝統芸
能を披露します。
時 10月22日
（日）13時30分〜16時30
分予定（開場は13時）
所 丹後文化会館
内 市内3団体による郷土芸能披露など
問 京丹後文化のまちづくり実行委員会
事務局（企画政策課内☎69-0120）

Ｔａｎｇｏ Ｇｏｏｄ Ｇｏｏｄｓ 見本市
「丹後のええもん うまいもん」展示即売会

2017.09
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健康と福祉

丹後の優れた魅力あふれる地場産
品を一堂に取りそろえた「第19回Ｔａ
ｎｇｏ Ｇｏｏｄ Ｇｏｏｄｓ 見本市展示即売
会」を開催します。
時 10月14日
（土）10時〜17時、15日
（日）10時〜16時 所 大宮社会体育館
内 ▶Ｔ
ａｎｇｏ Ｇｏｏｄ Ｇｏｏｄｓ認定品見
本 市（商 談・即 売 会）
▶Ｔａｎｇｏ Ｇｏｏ
ｄ Ｇｏｏｄｓ認定者「うまいもの横丁」
▶手仕事体験▶お買上げお楽しみ抽
選会▶ステージショー▶餅つき▶地
元食材を使った豚汁ふるまい
問
（公財）丹後地域地場産業振興セン
ター（☎72-5261）

子育て

所 野田川わーくぱる、与謝野町立中
央公民館、野田川体育館
内 網野高校体操部による演技発表、
講演会、子育て支援等体験・展示ブー
ス、スタンプラリーなど
※保育ルーム（対象は生後6カ月から
就学前の乳幼児）を設置しています。
希望する方は所属団体等を通じてお
申し込みください。
対 丹後2市2町の幼児・園児・児童・
保護者、子育て支援団体等
問 丹後はぐくみフェスティバル実行委員
会（府丹後教育局内☎0772-22-4504）

第25回高龍寺ケ岳登山まつり

講座・催し

山陰海岸ジオパーク推進協議会
が平成28年度に実施した山陰海岸
ジオパーク写真コンクールの入賞作
品25点の巡回展示を開催します。
〈第1期〉時 9月22日（金）
〜10月16日
（月）9時〜16時※水曜定休
所 豪商稲葉本家
〈第2期〉時 10月18日（水）〜11月6日
（月）9時〜22時
所 丹後王国
「食のみやこ」情報交流セ
ンターロビー
〈第3期〉時 11月23日（木・祝）
〜29日
（水）10時〜20時
所 ショッピングセンターマイン2階
「くりくり」前
※同会場で、京丹後市観光協会主催
の「京丹後四季の魅力フォトコンテ
スト」入賞作品11点も展示します。
問 観光振興課
（☎69-0450）

所 ウッディいさなごに集合

集

山陰海岸ジオパーク
写真コンクール入賞作品巡回写真展

時 9月30日
（土）9時〜※雨天中止

所 丹後文化会館

募

大宮売神社に関するさまざまな資
料を集めた展覧会（前期展示）
。神社
周辺で行われた古代祭祀の様子を出
土遺物から考えます。
時 9月23日
（土・祝）
〜11月19日（日）
9時30分〜16時※火曜日休館
所 丹後古代の里資料館
料 大 人300円・小 中 学 生150円（団
体15人以上：大人200円・小中学生
100円）
問 丹後古代の里資料館
（☎75-2431）

時 9月24日
（日）
14時〜
（受付13時30分）

補助金・助成金など

第２回こまねこまつり開催

ノルディック・ウォーキング
in 峰山
ご案内

内 ▶製造業者による即売会（14社）

笑顔の架け橋講演会

〜チャレンジ、あきらめない、車いすのアーティスト〜

おしらせ版

山陰海岸ジオパーク
120㎞ウオークin京丹後
時 10月15日
（日）8時30分〜13時（9
時スタート） 所 旧湊小学校（久美浜
町湊宮、スタート・ゴール）
内 山陰海岸ジオパークのジオサイト
をガイドからの説明を受けながら歩
きます。
【コース】
▶15㌔コース：旧湊小学校
→小天橋箱石遊歩道→かぶと山→旧
湊小学校▶11㌔コース：旧湊小学校
→小天橋箱石遊歩道→神崎口交差点
付近折り返し→旧湊小学校
料 100人
（先着順）
定 500円
（保険料・参加賞等）
他 ▶ゴール後各自で昼食▶ノルディッ
クウオーク用ポール貸し出し有（申
し込みの際にお伝えください。レン
タル料無料）
受 10月10日
（火）までに住所・氏名・
年齢・連絡先を☎、 、
【主催】山陰海岸ジオウオーク東地区
実行委員会、京丹後市観光協会
問 京丹後市観光協会
（☎62-6300
、
72-0822、 info@kyotango.gr.jp）
観光振興課（☎69-0450）

久美浜湾一周駅伝競走大会
時 11月23日
（木・祝）
※小雨決行（受
付：8時〜、開会式：8時30分、スター
ト：10時）
【コース】久美浜湾一周コース（久美
浜町浜公園スタート・ゴール）6区間
15.3㌔
▶男子：一般1部、2部、
中学生の部、高校生の部
▶女子：一般1部、2部、
学生の部
▶オープン
対 中学生以上
受 10月16日
（月）必着。申込用紙（市
民局・地域公民館に9月中旬設置）に
参加料を添えて※既納の参加料は返
還しません。
【送付先】
〒629-3404 京丹後市久
美浜町852-1
料 1チーム5,000円
（中学生、高校生は
無料）
※現金書留・振込み
（振込み手数
料は参加者負担）
・定額小為替も可
問 市体育協会久美浜支部（久美浜地
域公民館内☎69-0666）
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丹後半島駅伝大会
出場チーム募集
府内の自治体職員の駅伝大会に市
民の皆さんも参加してみませんか。
時 11月26日
（日）10時30分スタート
【コース】経ケ岬から間人小学校まで
の6区間18.5㌔
対 18歳以上 定 10チーム
料 1チーム5,000円
受 9月19日
（火）
〜10月6日（金）
他 詳細は9月19日
（火）以降に厚生会
（http://www.kyoto-koseikai.or.jp）
をご覧ください。
問
（一財）京都府市町村職員厚生会
（☎075-411-0084）

Let s チャレンジウオーキング
〜めざせ！みんなで歩いて世界一周〜
6月〜10月の間、毎日歩数計を身
に付けて歩き、その歩数を「チャレン
ジカード（以下カード）
」に記録して、
みんなで健康になる取り組みを実施
しています。
6月・10月は「ウオーキング強化月
間」とし、歩数を記録したカードを提
出した方全員に参加賞をお渡しして
います。この機会に、歩数計を付け
て歩いてみませんか。
〈6月の参加者の歩数を集計しました〉
全員の合計が1,670,377歩、距離
にして1169.3㌔（1歩70㌢換算）でし
た。これは京丹後市〜北海道北見市
の直線距離に相当します！10月も歩
数を集計して結果を発表します。
対 市内在住・在勤の方
受 カード 提 出 期 間：11月1日
（水）〜
17日（金）に 窓 、市民局
他 カードは 窓 、市民局に設置
問 健康推進課
（☎69-0350）

離職者向け短期職業訓練
「オフィスソフト・経理科（丹後）
」
離職された方の能力アップと再就
職を目的とした短期職業訓練を実施
します。
【訓練内容】
▶コンピュータに関する
基礎的な知識・技能の習得▶Ｗｏｒｄ・
Ｅｘｃｅｌ検定3級の資格取得を目指す
▶商業簿記3級程度の知識の習得
【就職支援】
▶履歴書・職務経歴書の
書き方、
面接指導、
自己アピール対策、
企業説明会、終了後3カ月間の再就
職活動をサポート
時 10月26日（木）
〜平 成30年1月25
日（木）9時〜16時
所 丹後勤労者福祉会館
（大宮町河辺）
対 ハローワークに求職申し込みをし
ている方で次の条件に該当する方
▶雇用保険受給資格者で、所長の受
講指示を受けた方
▶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
定 15人 料 12,406円
受 10月5日
（木）ま で に 最 寄 り の ハ
ローワークへ
問 福知山高等技術専門学校技能セン
ター（☎0773-27-9022）
または最寄りのハローワーク

はじめてのパン教室
ちぎりパンPartⅡ
時 9月30日、10月28日、11月25日
いずれも土曜日（全3回）10時〜14時
所 弥栄地域公民館
内 手ごね、機械ごねによる生地から
成型までのちぎりパン作り
メニュー：秋のちぎりパン、お惣菜
ちぎりパン、クリスマスツリーパン

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
ワード入門講座 Dコース 10/4〜11/1 （9回） 9,000円（別途教材費要）
日商簿記3級検定受験講座
10/10〜11/14（11回） 8,000円（別途教材費要）
（試験直前対策）
丹後勤労者福祉会館
パワーポイント入門講座 10/10〜11/10 （9回） 9,000円
建築模型作成講座※
10/17〜12/5 （14回）13,000円（別途教材費要）

【時間】18時30分〜21時30分
※10/17、20のみ峰山地域公民館で開催
受 開講日の2週間前までに、申込書に受講料を添えて 窓 に提出
（定員に達し
た 時 点 で 締 め 切 り） 問 職 業 訓 練 法 人 丹 後 地 域 職 業 訓 練 協 会（☎
68-0365） http://wakuwakukan.jimdo.com
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時 9月27日
（水）13時30分〜16時

【コースと内容】
エアロスター
毎週水曜日
20時〜21時

毎週金曜日
9時30分〜10時45分

毎週金曜日
20時〜21時10分

場所
定員

峰山地域公民館ほか
30人

峰山地域公民館ほか
30人

峰山織物センターほか
25人

活動期間

10月4日〜3月末
（全20回）

10月6日〜3月末
（全20回）

10月6日〜3月末
（全24回）

会費
（予定）

8,000円

8,000円、ボール代
1,300円（税込）

9,600円、ボール代
1,300円（税込）

集金方法

全額一括（前払い）

内容

▶有酸素運動で脂肪を燃焼し、ストレッチで1日の疲れを解消します。
▶
「にこにこエアロ」と「フローラ」では、エアロビクスとジムボール
（小）を使った筋力アップトレーニングを行い、身体を引き締めます。

手機教室
丹後は古くから織物産地として栄
えてきました。
『300年を紡ぐ絹が織
り成す丹後ちりめん回廊』が日本遺
産に認定されたこの機会に織物の一
連の作業を体験して、テーブルセン
ターやコースターを製作してみませ
んか。
時 10月4日〜11月8日の毎週水曜日
全6回、19時〜21時
所 アミティ丹後
そうこう
おさ
内 ①綜絖入れ②筬入れ③糸繰り④〜
⑥手織り
講師：吉田賢志さん（吉田織物）
定 8人
（先着）
料 10,000円
（教材費含む）
受 9月15日（金）
〜27日（水）に☎、 、
問
（公財）丹後地域地場産業振興セン
ター（☎72-5261 72-5262）
info@tango.jibasan.jp
2017.09
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《普通救命講習Ⅰ》
時 10月14日
（土）9時15分〜12時15分
定 28人
（先着）
《上級救命講習》
時 10月15日
（日）8時45分〜17時30分
定 20人
（先着）
《共通事項》
所 峰山地域公民館
受 10月2日
（月）
〜
10月11日（水）
問 峰山消防署救急係
（☎62-0119）
※受講者には修了証を交付します。

①10/ 3（火）着物リフォーム教室
②10/ 5（木）リズム体操（サザエさん体操等）
③10/ 6（金）絵手紙教室
④10/14（土）習字教室
⑤10/16（月）うた声サロン
⑥10/18（水）前結び着付け教室
⑦10/20（金）絵手紙教室
⑧10/23（月）うた声サロン
⑨10/28（土）習字教室
※③④⑤⑦⑧⑨9時30分〜、①②⑥
14時〜
対 どなたでも参加
可（年齢不問）
所 ③④⑦和 い 輪 い
楽習館、
①②⑥⑨がや我家（楽習室）
、
⑤⑧いきいきセンター
受 事前
（8時30分〜17時15分※土日祝
は休み）に☎ 持 要問い合わせ
料 300円※材料費は別途
問（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）

子育て

普通・上級救命講習

和い輪い楽習館
10月開講講座

講座・催し

和紙でお内裏さま・お雛さまを作
ります。
時 9月30日
（土）13時〜16時
10月1日（日）9時30分〜16時
所 アミティ丹後 定 15人
（先着）
料 3,500円
（材料費含む）
受 ☎、 （事前）
持 ハサミ、
ピンセット、木工用ボンド、
ニッパー
問
（公財）丹後地域地場産業振興セン
ター（☎72-5261 72-5262）

集

かんたん小物づくり
〜和紙の立ち雛〜

講師：中西香里さん（エアロビクス・インストラクター）
対 市内在住・在勤の成人
受 9月19日
（火）までにはがき（当日消印有効）
※郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望コース、あっせん希望を記入
他 定員を超える場合は抽選。一人1通でお申し込みください。希望にそえない場
合は他のコースをあっせんします。
【結果】申込者全員へはがきで通知します。
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷1030 峰山地域公民館
「エアロビクス」
係（☎69-0661）

募

寄り添う方法を学びます。
定 50人 受 の申し込みフォーム、
※住所、氏名、電話番号、メール
アドレス、
「話の聴き方講座参加申込
み（9/27丹後）
」と記載
問 NPO法人ゲートキーパー支援セン
ター（ 075-702-6285）
http://monban.net

フローラ

活動日時

所 野田川わーくぱる

内 悩みを抱える家族や仲間に気付き、

にこにこエアロ

補助金・助成金など

話の聴き方講座

エアロビクスサークル
〜楽しみながら体力アップ！
！〜
ご案内

（予定） 講師：松本美香さん
料 各回1,400円
（受講料600円・材料
費800円）の計4,200円
対 市内在住・在勤の成人
定 10人※定員を超える場合は抽選
受 9月20日
（水）までに☎、はがき（当
日消印有効）
※住所、氏名、電話番号を記入
問 〒627-0111 京 丹 後 市 弥 栄 町 溝 谷
3443-2 弥栄地域公民館（☎69-0665）

おしらせ版
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あみの図書館
大人の 耳から読書
時 10月15日
（日）10時〜11時
所 あみの図書館

内 朗読、アコーディオン演奏ほか

対 小学生以上
問 あみの図書館
（☎72-4946）

「ジオパークっておもしろい」
講座シリーズ
所 丹後庁舎集合
〈第1回〉時 9月29日（金）9時〜11時
30分 内「丹後間人海岸の地層と地
形 の 学 習」
〈第2回〉時 10月5日（木）9
時〜11時30分 内「奇岩『立岩』周辺
の古墳の学習と古代の里資料館見
学」
〈第3回〉時 10月19日（木）8時30
分〜16時 内「豊岡市神鍋山溶岩流
コース見学」
対 市内在住の方 定 20人
（抽選）
持 飲み物、タオル、筆記用具
受 9月20日
（水）までに申込書（地域
公民館に設置）を提出
問 丹後地域公民館
（☎69-0664）

伝わる文章の書き方セミナー
（中級編）
時 10月12日
（木）13時30分〜16時30
分（受付：13時〜） 所 ら・ぽーと
内 お客様への連絡や、社内のコミュ
ニケーション、事業計画や補助金申
請などさまざまなビジネスシーンに
活用できる文章の書き方を学びます。
対 市内在住・在勤の方 定 40人
（先着）
問 商工会網野支所
（☎72-1863）

福祉資格者就業サポート研修
就労または復職を支援するための
研修を開催します。2日間の研修を通
して、最新の知識・技術を習得し、福
祉・介護分野への一歩を踏み出しま
せんか。
時 10月21日
（土）
・22日（日）10時〜
16時30分 所 福 知 山 公 立 大 学 介
護・福祉人材養成センター
内 座学、実技演習、就労相談など
対 介護福祉士や介護職員初任者研修
等の資格を有する方で、現在、福祉・
介護サービス事業所に就業しておら
ず、福祉の現場への就職・再就職を
希望している方 定 20人
8
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図書館（室）読み聞かせほか
場所（主催）

日時
行事名
10:30〜10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
峰山図書館
14:00〜14:30 おはなしひろば（3歳〜小学生対象）
10:00〜10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
あみの図書館
10:30〜11:00
毎週土
読み聞かせ（3歳〜小学生対象）
14:00〜14:30
丹後図書室
毎週水
10:30〜10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
9/16（土） 10:30〜11:00
おはなしランド（3歳〜小学生対象）
10/7（土） 10:30〜11:00
大宮図書室
10/11（水）10:30〜10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
11:00〜11:30
10/14（土）
おりがみの日（3歳〜）
14:00〜14:30
9/16（土） 11:30〜12:00 読み聞かせ会（3歳〜小学生対象）
弥栄図書室
9/21（木） 10:30〜10:50 おはなし会（乳幼児対象）
9/17（日） 14:00〜14:30 おはなしの花束（3歳〜小学生対象）
久美浜図書室
9/28（木） 10:30〜10:45 えほんのへや（乳幼児対象）
※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。
毎週金
毎週土
毎週木

受 10月13日
（金）までに☎

※詳細はお問い合わせいただくか、
でご確認ください。
問 府社会福祉協議会 京都府福祉人材・
研修センター（☎075-252-6297）
※平日 9時〜17時
http://fukujob.kyoshakyo.or.jp

福祉・介護のお仕事相談
北京都ジョブパーク福祉人材コー
ナーでは、福祉・介護職への就職を
目指す方のサポートを行っています。
資格・経験の有無は問いません。
時 10月2日
（月）9時〜12時
所 ハローワーク峰山
内 福祉の資格取得、福祉業界への就
職等の相談 受 前日までに☎
問 北京都ジョブパーク福祉人材コー
ナー（☎0773-22-3878）

子育て

マタニティクラス
時 9月20日
（水）9時30分〜11時30分

（受付：9時20分〜）
所 峰山総合福祉センター
内 自分らしいお産・子育てについて、先
輩ママと赤ちゃんとの交流など
対 市内在住の妊婦さん 持 母子健康
手帳 受 9月19日
（火）
までに☎
問 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）
時 9月21日（木）19時〜21時
（受 付：

18時45分〜） 所 峰山総合福祉セン
ター 内 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
対 市内在住の妊婦さんとそのパート
ナー 持 母子健康手帳 受 9月19日
（火）までに☎
問 子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

こども食堂と
こども学習サロンの開設
《こども食堂》
時 9月〜平 成30年3月まで の お お む
ね毎週水曜日の16時〜19時
所 NPO法人ハーブとスローフード
のまちづくり事務所（峰山町菅）
内 市内の小中学生と保護者を対象
に食事の提供を通して子ども同士、
親同士が交流できる場づくりとして
こども食堂を開設します。
対 小中学生・保護者（未就学児、一

平成29年9月8日号 No.318

子育てカレンダー
健 診 名

9/12（火） 12:45
9/19（火） 13:00 〜 13:10
9/20（水） 9:20 〜 9:30
9/21（木） 13:15
9/21（木） 18:45 〜 19:00
9/22（金） 13:00 〜 13:10
9/25（月） 13:00
9/26（火） 13:15
9/28（木） 13:00 〜 13:10
9/29（金） 13:00 〜 13:10
10/2（月） 13:00
10/3（火） 12:45
10/10（火） 13:00 〜 13:10
10/11（水） 13:00 〜 13:15
10/12（木） 13:00 〜 13:10
10/17（火） 12:45
10/18（水） 9:20 〜 9:30
10/19（木） 18:45 〜 19:00

場 所

峰山総合福祉センター

補助金・助成金など

10カ月児健診
1歳8カ月児健診
マタニティクラス
4カ月児健診
プレパパ＆ママスクール
3歳児健診
2歳6カ月児歯科健診
4カ月児健診
1歳8カ月児健診
3歳児健診
2歳6カ月児歯科健診
10カ月児健診
1歳8カ月児健診
離乳食教室
3歳児健診
1歳8カ月児健診
マタニティクラス
プレパパ＆ママスクール

※時間は受付時間
日 時

ご案内

般の方も可） 料 小学生以下は無料
中学生以上は300円 定 15人
受☎
（事前）
《こども学習サロン》
時 9月〜12月 ま で の お お む ね 毎 週
月・金曜日の16時〜19時
所 NPO法人音楽のまちづくり事務
所（峰山町菅）
内 市内の小中高生を対象に学習支援
等を目的に「こども学習サロン」を
開設します。サロンでは、学習支援
だけでなく、楽器演奏指導、着付け、
生け花、食事マナーの指導や、相談
支援も行います。 対 小学生から高
校生 定 10人 受 ☎
（事前）
問 NPO法人ハーブとスローフードのまちづ
くり・NPO法人音楽のまちづくり 田中千
穂さん（☎62-5994、090-1902-7216）

おしらせ版

久美浜庁舎
峰山総合福祉センター
弥栄保健センター
峰山総合福祉センター

対象治療

京都府制度

集

京丹後市制度
対象者

募

不妊治療費等を助成します
府内に1年以上居住し、かつ京丹後市に住所 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
を有する夫婦（事実婚を含む）
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
ただし、人工授精による治療をする場合は、 いか、極めて少ないと医師に診断された方
法律上の夫婦に限る
特定不妊

男性不妊

不育症

▶医療保険適用の治療
▶人工授精

▶体外受精
▶精 巣 内 精 子 生 検 採 取 法
▶ヘパリン注射
（TESE）および精巣上体内精
▶不育症の原因検 ▶顕微授精
※た だ し、卵 子 採 取 に 至 ら 子 吸 引 法（MESA）に よ る 手
査
ない場合は対象外
術（体外受精、顕微授精を目
的としたもの）

講座・催し

一般不妊

助成限度額 医療費自己負担の1/2
1回の治療につき15万円（一 自己負担額のうち、1回の治
1年度につき医療保険適 1回の妊娠につき 部の治療は7万5千円）※初回 療につき20万円
用の 治 療は6万円、人 工 10万円
の助成は15万円を上乗せ（一
授精を含む治療は10万円
部の治療を除く）
▶治療開始時の妻の年齢が 治療開始時の妻の年齢が43
43歳未満
歳未満
▶通算10回まで

所得制限

なし

夫婦の年間所得の合計が730 なし
万円未満
※所得額の計算方法は児童
手当法施行令を準用

医療機関

指定なし

府が指定した医療機関

申請制限

診療（治療）日の翌日から起算して1年以内 治療終了日の翌日から起算して1年以内に府丹後保健所また
に健康推進課または最寄りの市民局へ必要 は、健康推進課、最寄りの市民局へ必要書類を提出
書類を提出

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（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

問い合わせ 健康推進課（☎69-0350）

健康と福祉

なし

子育て

助成年齢
・回数等

▶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(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）
2017.09
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病後児保育事業
（申し込み方法変更）

お子さんのための
歯科講演会

ゆうかり子ども園でも申し込みが
できるようになりました。
時 8時〜18時（土日祝、年 末 年 始 を
除く） 所 ゆうかり子ども園
内 看護師および保育士が看護します。
対 市内在住の満6カ月以上の乳児、
幼児、小学校に就学している児童
要児 童 が 病 気 や ケ ガ の 回 復 期 に
あって、集団保育や、登校すること
が困難な状態のときで、保護者の方
が仕事の都合等により家庭で看護が
できない場合 定 1日6人
料 1人当たり1日2,000円
（4時間以下
の利用の場合は1,000円）
※生活保護
世帯、母子父子家庭等世帯、市町村
民税非課税世帯に該当する方につい
ては減免があります。
受 ゆうかり子ども園（ 窓 、市民局で
も可）①利用したい日の前日18時ま
でに、ゆうかり子ども園へ☎で仮予
約してください。電話がつながらな
い場合、当日の朝でも相談に応じま
す。
②利用日当日にゆうかり子ども
園でお子様の状態を確認し、受け入
れ可能であれば申請書を記入してい
ただきます。
持 印鑑、医療機関で受診した際の薬
剤情報提供書など
他 申請前に医療機関で診察を受け
てください。申込書はゆうかり子ど
も園、市民局、市 に設置
問 子ども未来課（☎69-0340）
ゆうかり子ども園（☎62-0343）

甘いものばかり欲し
が る・しっかりと噛ま
な い・指 吸 い・歯 並 び
などのお悩みはありま
せんか。お子さんの歯とお口の健康
を学ぶ講演会です。
時 ①10月11日
（水）
②11月8日（水）
各回9時〜11時（受付は9時15分まで）
所 ①峰山総合福祉センター
（受付は
ちびっこルーム）
②弥栄地域子育て
支援センター（弥栄こども園内）
内 ①悪いくせと歯並びについて〜指
吸いなどが及ぼす影響〜
②噛むことの大切さ 講師：伊東歯科・
矯正歯科医院 院長 伊東嵩英さん
対 乳幼児の保護者、参加を希望する方
受 ①10月6日（金）
、②11月2日（木）
までに☎
他 講師による個別相談や保育ルーム
を希望する場合は、申し込みの時に
伝えてください。
※個別相談は予定数になり次第受付
を終了します。
問 健康推進課
（☎69-0350）

いじめ相談専用ダイヤル
365日・24時間受付※通話料無料
ハ ヤ ク ゼロロクイチ

0120-889-061
「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。
対 市内在住の児童生徒・保護者の方など
問 学校教育課（☎69-0620）
10
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家庭子ども相談室
時 月〜金曜日（祝日、閉庁日を除く）
8時30分〜17時15分
所 大宮庁舎
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☎、来訪、
訪問など、希望に応じます。
問 子ども未来課（☎69-0340）

不登校・教育などの悩みは
むぎ
京丹後市教育支援センター「麦わら」
不登校で悩んでいる
小中学生や保護者を支
援します。相談や適応指導などには
専任の指導員があたりますので、気
軽にご相談・お問い合わせください。
時 月〜金曜日（祝日・年末年始を除
く）8時30分〜16時30分（児 童 生 徒
の利用時間：9時〜14時）
所 峰山織物センター内（☎69-0625）
問 学校教育課（☎69-0620）

ファミリー・サポート・センターのご案内
◆ファミリー・サポート・センターとは？
子どもを預けたい方（おねがい会
員）と、子どもを預かりたい方（ま
かせて会員）からなる会員組織です。
市では、会員登録していただいた
「おねがい会員」と「まかせて会員」
の紹介（ペア組み）
、援助活動につ
いての連絡・調整を行っています。
◆ペアが成立すると、こんなときに
利用できます
▶保護者の就労や体調不良のとき
▶保護者等の求職活動中の援助
▶保育所・幼稚園の送り、迎え
▶保育所・学校等休み時の援助
▶放課後児童クラブの迎え
▶放課後児童クラブ終了後の預かり
▶冠婚葬祭のとき
▶他の兄弟姉妹の保育所・幼稚園・
学校等の行事のとき など
※その他利用できるケースがありま
すので、お気軽にご相談ください。
◆
「おねがい会員」
「まかせて会員」
を募集しています
ファミリー・サポート・センターの
取り組みに賛同いただいた上で、ご
協力いただける新たな会員を募集し
ています。
【会員の種類・条件】
▶おねがい会員（子どもを預けたい
方）
：市内在住で、おおむね生後2カ
月以上小学校3年生までの子どもを
養育する方
▶まかせて会員（子どもを預かりたい
方）
：市内在住の方で、自宅で安全に
子どもを預かることができ、心身とも
に健康で保育に熱意をお持ちの方
※資格の有無は問いませんが、セン
ターが開催する講習会の受講が必
要です。
▶両方会員（まかせて会員・おねが
い会員を兼ねることもできます）
【援助活動に対する報酬】
平日7時〜19時：500円/時
（上記以外の時間帯：600円/時）
土日祝日・お盆・年末年始：600円/時
【会員登録方法】
申込用紙（ 窓 、市民局に設置）を記
入し、提出してください。
【登録に必要な物】
▶顔 写 真（申 込 用 紙 用・4㌢×3㌢）

平成29年9月8日号 No.318

日 時

補装具などの無料相談
時 9月15日（金）13時〜14時30分

（受付終了時間：14時15分）
所 峰山地域公民館 内 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を行います。
持 身体障害者手帳、補装具（現在使
用している物があれば）、印鑑
他 相談内容は事前連絡してください。
問 障害者福祉課（☎69-0320）

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

結核健康相談・検査

休日応急診療

当番医

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

10月 1日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）
8日（日） 久美浜病院（久美浜町161☎82-1500）
9日（月・祝）
15日（日）

丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）

時 9月28日（木）
、10月26日（木）
いずれも13時〜15時30分
所 府丹後保健所
内 がんに関わる出張相談
受 実施日の前日16時までに☎
他 ☎および対面相談を、月〜金
（祝日・
年末年始を除く）
の9時〜12時、13時
〜16時に実施しています。
問 府がん総合相談支援センター
（ 0120-078-394）

チャレンジDay（メタボ予防相談日）
《大宮会場》
「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！
時 10月11日
（水）
、16日（月）
い ず れ も13時30分〜17時（1人30分
程度）
所 アグリセンター大宮
対 総合検診で、特定健康診査または
健康診査を受けた方
問 健康推進課（☎69-0350）

診療時間 9時〜12時・14時〜17時
診療科目 内科

健康と福祉

24日（日）

出張がん個別相談会

子育て

感染症法では65歳以上の方には、
年に1回の胸部レントゲン検査の受
診が定められていますので必ず検査
を受けましょう。
時 9月27日（水）14時〜16時
所 府丹後保健所
内 結核に関する健康相談・胸部レン

トゲン検査など
対 ▶65歳以上で近年胸部レントゲン
検査を受けていない方▶結核に対し
て不安をお持ちの方など
問 府丹後保健所（☎62-4312）

講座・催し

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。
時 9月25日(月)9時〜11時30分
所 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。
受☎
（事前）
問 健康推進課（☎69-0350）

9月18日（月・祝） 丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）
23日（土・祝）

場 所

9/12（火）9:30〜11:30、12:30〜15:30 峰山庁舎
9/24（日）9:30〜11:30、12:30〜15:30 ショッピングセンターマイン

集

「いのちが一番大切にされる、生き心
地の良いまちづくり」
を目指して
市では、自殺予防対策を市の重点
課題として捉え、誰一人自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目
指し、さまざまな取り組みを行って
います。自殺予防についての知識を
深め、いのちの大切さをあらためて
考える期間にしましょう。
もしも身近に悩んでいる人がいた
ら相談してください。
問 健康推進課（☎69-0350）

項 目

募

9月10日〜16日は
自殺予防週間です

献血
献血

補助金・助成金など

健康と福祉

献血カレンダー

ご案内

（会 員 証 用・2.5㌢×2㌢）
▶運 転 免
許証または保険証などの身分証明書
他 知り合い同士での入会も可能で
す。センターで補償保険に加入して
いるため、万が一預かりの際に事故
やケガなどが発生したときも安心で
す。詳しくはお問い合わせください。
問 京丹後市ファミリー・サポート・
センター（☎69-0340）

おしらせ版

※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。
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結果報告会（大宮会場・峰山会場）
総合検診の結果報告会を以下の日程で実施します。
詳しくは、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。
〈大宮会場〉
対【7月27日〜28日に総合検診を受けた方】
日程
会場
受付時間
9/25日（月） 善王寺公民館
9:30〜11:30
奥大野公民館
9:30〜10:30
26日（火）
上常吉公民館
13:00〜13:30
対【8月1日〜8日に総合検診を受けた方】
10/ 4日（水） 口大野公民館
9:30〜13:30
5日（木） 河辺公民館
9:30〜13:30
周枳公民館
9:30〜11:00
6日（金）
五十河基幹集落センター
13:30〜14:30
10日（火） アグリセンター大宮
9:30〜14:30
対【上記の日程で来所できない方】
10/11日（水） アグリセンター大宮
13:30〜18:00
〈峰山会場〉
対【8月9日〜10日に総合検診を受けた方】
10/12日（木） 丹波公民館
9:30〜11:00
13日（金） 荒山区公民館
9:30〜14:00
対【8月18日〜25日に総合検診を受けた方】
峰山林業センター
10/24日（火）
9:30〜11:30
（ウッデイいさなご）
安区公民館
9:30〜11:30
25日（水）
菅区公民館
13:30〜15:00
長岡集落センター
9:30〜11:00
26日（木）
峰山総合福祉センター
13:30〜15:00
27日（金） 峰山総合福祉センター
9:30〜14:30
対【9月8日に総合検診を受けた方】
9:30〜14:00
11/ 1日（水） 峰山総合福祉センター
対【上記の日程で来所できない方】
11/ 2日（木） 峰山総合福祉センター
13:30〜18:00
問 健康推進課（☎69-0350）

10月1日〜7日は「法の日」週間
特設人権相談所を開設します
時 10月2日
（月）13時30分〜16時

所 アグリセンター大宮

内 差別、いやがらせ、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。
問 京都地方法務局京丹後支局
（☎62-0365）

全国一斉！法務局休日相談所を開設します
時 10月1日
（日）10時〜16時

所 京都地方法務局

内 登記相談、戸籍・成年後見・国籍相談、供託相談、人

権相談、遺言・後見など公正証書に関する相談 受 9月
29日（土日祝日を除く8時30分〜17時15分）までに☎
問 京都地方法務局総務課
（☎075-231-0148）
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認知症の相談窓口
地域密着型の介護保険事業所（認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等）
において「認知症あんしんサポート相談窓
口」を実施しています。認知症に関する不
安や悩み、介護の方法等について、施設職員が個別に丁
寧に対応します。
名称
住所
問い合わせ
いさなご荘
峰山町鱒留523
69-1375
グループホームもみじ 峰山町吉原71-4
69-5300
はごろも苑ないきの家 峰山町内記416
62-8018
はごろも苑さかいの家 峰山町堺44
62-5353
ふれあいホーム桃山
網野町網野3060
72-1515
ふれあいホームあみの
網野町網野390-10 72-5550
グループホームあみの
グループホームいわきの里 丹後町岩木985
75-2339
小規模多機能施設間人あきばの里 丹後町間人2511-6 75-0407
あけぼの荘
大宮町上常吉1226 68-1580
グループホームおおみや 大宮町三坂132-3 64-5755
おおみや苑あけだの家 大宮町明田1165
68-1095
グループホームかえで 弥栄町溝谷3581
65-4111
デイサービス満寿園
弥栄町溝谷39-6
65-0222
田村ゆうゆうの里
久美浜町関199-1 83-2011
川上ふれあいの家
久美浜町金谷965
85-0345
グループホームいきがい 久美浜町湊宮467-60 83-2114
久美浜苑くまのの里
久美浜町栃谷2375 82-1108
京都府認知症コールセンター：認知症について、日頃か
ら悩んでいること、疑問に思っていることを相談員（看
護師・認知症介護経験者等）にご相談ください。相談内
容については秘密厳守します。
▶京都府認知症コールセンター（ 0120-294-677）
月〜金曜10時〜15時（土日祝、年末年始を除く）
▶京都府若年性認知症コールセンター（ 0120-134-807）
月〜金曜日10時〜15時（土日祝、年末年始を除く）
問 長寿福祉課（☎69-0330）

10月16日〜22日は行政相談週間
1人で悩まず 行政相談

国の役所や独立行政法人などの仕事やサービスについて、お
困りのこと、お尋ねしたいことはありませんか？困りごとや要
望をお聞きし、改善につなげていきます。市では、毎月行政相
談を行っています。日程、場所などについては、
「各種相談窓口」
のページをご覧ください。 問 市民協働課（☎69-0240）

寄り添い支援総合サポートセンター
時 月〜金曜日（祝日、年末年始除く）9時〜
所 峰山総合福祉センター敷地内西側建物

17時

内日常の悩みや仕

事などに関する相談から支援までをワンストップで行います。
問 0120-125-294
（相談電話）☎62-0032（代表電話）
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各種相談窓口
相談窓口

※原則無料。秘密は厳守します。

日 時
9/20（水） 13:30〜16:30
10/ 3（火） 13:30〜16:00
10/10（火） 9:00〜12:00
10/12（木） 13:30〜16:00

場 所
峰山庁舎
久美浜福祉センター
大宮庁舎
弥栄地域公民館

行政書士相談

10/ 4（水） 10:00〜13:00

峰山総合福祉
センター

公証相談所

京都地方法務局
10/ 5（木） 13:30〜16:00 京丹後支局

行政相談

司法書士
登記・多重債務・ 10/ 5（木） 13:30〜16:30 峰山地域公民館
法律相談

年金事務所による 9/28（木） 11:00〜15:00 峰山総合福祉
センター
10/26（木）
「年金相談」
9/22（金）
臨床心理士
10:00〜16:50 峰山総合福祉
こころの健康相談 10/11（水）
センター
27（金）

女性相談・電話

9/28（木） 9:30〜11:00

女性相談・面談

月2回 13:30〜16:30

就職個別相談会

9/21（木） 10:00〜16:00
10/ 5（木） 10:00〜16:00
10/19（木） 10:00〜16:00

看護職就業相談会 10/ 5（木） 13:30〜15:00

おしらせ版

ー
峰山総合福祉
センター ほか

内容など

予約

申込・問い合わせ先

国の行政施策について
の苦情や意見、要望な
不要 京都行政評価事務所
（☎ 075-802-1100）
ど
司 法 書 士 に よ る 登 記・
京都司法書士会総合
多重債務・法律相談（1 事前 相談センター
人30分程度）
（☎ 075-255-2566）
建 設 業 許 可、農 地 法、
京都府行政書士会
相続･遺言、各種契約書 不要 第1支部事務局
作成など
（☎68-0237）
公正証書作成について 不要 京都地方法務局京丹後支局
公証人による相談
（☎62-0365）
お手元に
「年 金 手 帳」な
舞鶴年金事務所
どの基礎年金番号が分 事前 （☎0773-76-5772）
かるものを準備
あなたの悩みをお聴き
し、解決の糸口を見つ 事前 健康推進課
（☎69-0350）
けるお手伝いをします
女性問題アドバイザー
不要 市民協働課
による電話相談
（☎69-0240）
女性専門相談員（フェミ
ニスト・カウンセラー） 事前 市民協働課
（☎69-0240）
による面接相談

峰山総合福祉センター
あなたの就職活動を応
北京都ジョブパーク
事前
ら・ぽーと
援します
（☎0773-22-3815）
峰山総合福祉センター
復 職・転 職 に 関 す る 相
公益社団法人京都府看護協会
ハローワーク峰山 談、情報提供、再就業の 不要 京都府北部看護職支援センター
ために研修情報の提供
（☎0772-46-9002）

臨床心理士による
教育相談

9/11（月）
12（火） 月・木は午後
火は午前
21（木）
28（木）

消費生活センター

月〜金曜日 9:00〜17:00
（祝日、年末年始除く）

京丹後市消費生活センター
契約やクーリング・オ
峰山総合福祉センター
（☎62-6768）
フの方法など、消費生 不要
敷地内西側建物
消費者ホットライン
活に関する相談
（☎188）

聞こえの相談会

10/17（火） 15:00〜17:00

峰山総合福祉
センター

若者向け就職相談

月・火・木 11:00〜16:00
（祝日、年末年始除く）
(1人50分)

15歳〜39歳の就職活動をし
北京都若者サポートステーション
寄り添い支援総合
ている方と家族を対象に就職 事前 京丹後サテライト
サポートセンター内 のためのサポートをします
（☎050-3559-2804）

相談窓口

日 時

高齢者介護
相談窓口

随時

大宮庁舎

子どもの発達や不登校
学校教育課
事前
等の相談
（☎69-0620）

言語聴覚士による聴力測
定、聞こえや補聴器にか 事前 京丹後市聴覚言語障害センター
（☎62-5529）
かる生活相談

内 容

申込・問い合わせ先
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）
介護に関する相談 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）
介護よろず相談所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。
2017.09
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地
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ぷ
っ
た
時分

9/16
（土）
〜9/22
（金）

00
6 30
45
00
7 15
30
00 特集
海の京都
15
8
「クルージングフェスタ」
30
〈8月26日開催〉
45
00
15
9
消防庁火災予防ビデオ
30
45
00 特集
15
夏休み少年少女
10
30
エコ体験ツアー
45
〈8月18日開催〉
00 再放送
千日会観光祭
15 2017京丹後市ドラゴンカヌー
11
30
選手権大会
45
〈8月6日開催〉
00
12 15
30
00 再放送
15 第8回京丹後市総合文化祭
13
30
舞台芸能祭
45
その3
00
〈5月28日開催〉
15
14
30
歴史街道
45
00
15 15
30
00 特集
15
海の京都
16
30
「クルージングフェスタ」
45
〈8月26日開催〉
00
15
17
30
気象庁防災啓発ビデオ
45
00
15
18
30
45
00
19 15
30
00 特集
15
夏休み少年少女
20
30
エコ体験ツアー
45
〈8月18日開催〉
00 再放送
15
フェスタ「飛天」2017
21
30
in京丹後
45
〈8月6日開催〉
00
22 15
関西三関王
30
23 00

ケーブルテレビ（ACTV京丹後局）

11チャンネル番組表

9/23
（土）
〜9/29
（金）

9/30
（土）
〜10/6
（金）

9/16〜10/13

10/7
（土）
〜10/13
（金）

分 時

00
30 6
45
00
15 7
30
00
15
8
30
45
00
15
9
30
45
00
15
10
30
45
00
15
11
歴史街道
歴史街道
歴史街道
30
関西三関王
関西三関王
関西三関王
45
京丹後おしらせ便
00
文字お知らせ情報
15 12
週間！ニュース
30
00
アンコール
再放送
再放送
支え合いの地域づくり講座
海の京都
丹後ミュージカル
15
13
「クルージングフェスタ」
〈3月26開催〉
「誰もが安心して暮らせる地域づくり」
30
〈8月26開催〉
〈7月27日開催〉
45
00
15
14
歴史街道
歴史街道
30
45
関西三関王
00
京丹後おしらせ便
15 15
文字お知らせ情報
30
週間！ニュース
00
特集
特集
特集
韓国語講座
15
韓国語講座
韓国語講座
16
〜深く韓国語を学びたい方向け〜 〜深く韓国語を学びたい方向け〜 〜深く韓国語を学びたい方向け〜 30
45
第1回
第2回
第3回
00
〈8月29日開催〉
〈9月5日開催〉
〈9月7日開催〉
15
17
日本ケーブルテレビ連盟
再放送 第17回2017歴史街道
再放送 ふるさと文化財めぐり第37回 30
45
加盟局番組
丹後100kmウルトラマラソンハイライト
消防庁火災予防ビデオ
00
京丹後おしらせ便
15
健康体操
18
30
歴史街道
45
関西三関王
00
京都地域ニュース
15 19
文字お知らせ情報
30
週間！ニュース
00
特集 ふるさと文化財めぐり第37回 特集
特集
15
第13回
ふるさと海づくり大会
特集
20
30
京丹後市総合体育大会
〈9月10日開催〉
丹後半島ラリー2017
45
〈9月3日開催〉
〈8月26日・27日開催〉
再放送
再放送
再放送 ふるさと文化財めぐり第36回 00
15
夏休み少年少女
「新しい働き方」講演会
再放送
21
30
エコ体験ツアー
第1回市民対象講座
丹後半島ラリー 2017
45
〈8月18日開催〉
〈7月29日開催〉
〈8月26日・27日開催〉
00
歴史街道
歴史街道
15 22
関西三関王
関西三関王
30
再放送「週間！ニュース」前週分
00 23
テレビショッピング
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
特集 ふるさと文化財めぐり第37回 特集
特集
第13回
ふるさと海づくり大会
特集
京丹後市総合体育大会
〈9月10日開催〉
丹後半島ラリー 2017
〈9月3日開催〉
〈8月26日・27日開催〉
与謝野町有線テレビ番組
アンコール 京丹後市消費生活セミナー
再放送 第17回2017歴史街道
「よさぶら。。」特別編
丹後100kmウルトラマラソンハイライト
啓発寸劇「オリンピック詐欺」
歴史街道
消費生活センター啓発寸劇
よさこい体操
特集
特集
特集
韓国語講座
韓国語講座
韓国語講座
〜深く韓国語を学びたい方向け〜 〜深く韓国語を学びたい方向け〜 〜深く韓国語を学びたい方向け〜
第1回
第2回
第3回
〈8月29日開催〉
〈9月5日開催〉
〈9月7日開催〉

※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）
発行 京丹後市役所
編集 秘書広報広聴課
〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889 ☎0772-69-0110 0772-69-0901
http://www.city.kyotango.lg.jp
hishokoho@city.kyotango.lg.jp
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広報京丹後
ご利用ください おしらせ版 音声版

音声版
（デイジー版・一般CD）を無料でお届けしま
す。希望する方は秘書広報広聴課へご連絡ください。

