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丹後中学校

75

482

至弥栄町

問 企画政策課
（☎69-0120）

11月6日
（月）から網野庁舎の休日・夜
間窓口を網野保健センターに変更します。

ら・ぽーと

問 網野市民局
（☎69-0713）

10月31日
（火）は、市・府民税
（3期）
、国民健康保険税
（5期）の納期限です

内 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。
問 税務課
（☎69-0180）

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）

市民満足度アンケート実施中

健康と福祉

休日・夜間窓口

網野保健
センター

大宮診療所が大宮庁舎に
一時移転しています

子育て

網野庁舎の
休日・夜間窓口の変更

火災警報器は設置から10年を目安
に交換をお勧めしています。捨てる
時は本体と電池の分別を行ってくだ
さい。
【注意点】
▶火災警報器
「本体」は、市
民局、図書館、地域公民館などに設
置してある小型家電回収ボックスに
捨てるか、不燃ごみとして捨ててく
ださい。
▶火 災 警 報 器 の
「電池」は、有害ゴ
ミとして捨ててく
ださい。
※海外で生産され
た火災警報器の中
には放射線源を使
用した
「イオン化式」と呼ばれるもの
があり、特別の廃棄処理が必要です。

消防庁および気象庁では、全国瞬
時警報システム
（Ｊアラート）を利用した
全国一斉の情報伝達訓練を行います。
市においてもＪアラートを受信し、防災
行政無線による訓練放送を以下のとお
り行います。訓練放送ではご自宅の戸
別受信機と屋外スピーカーから放送が
流れます。
【緊急地震速報情報伝達訓練】
時 11月1日
（水）10時頃
放送内容：
「ただいまから訓練放送を
行います
（緊急地震速報）
」
※市民の皆さんは、放送を聴かれまし
たら机の下に隠れるなどの退避行動を
取ってください。
【全国一斉情報伝達訓練】
時 11月14日
（火）11時頃
放送内容：
「これはＪアラートのテストです」
※この訓練実施に伴い、丹後町、弥栄町、
久美浜町の11時の時報が流れません。
問 総務課
（☎69-0140）

11月17日まで
市民満足度アンケートにご協力く
ださい。市 のバナー、市民局、弥
栄病院、久美浜病院に設置している
アンケート用紙からご回答ください。
問 行革・管財課
（☎69-0080）
2017.10

講座・催し

テンキテンキ丹後

住宅用火災警報器を
捨てる際の注意点

Ｊアラートによる情報伝達訓練

集

丹後庁舎

火災での逃げ遅れが特に心配され
る高齢者世帯を訪問し、設置が義務
付けられている火災警報器の設置状
況などについて聞き取り調査をします。
時 9月〜平成31年8月末
（2年間）
対 市内の高齢者で構成された世帯
他 ▶訪問員
（消防職員）は火災警報器、
その他の物品の販売・あっせんは一切
行いません。
▶訪問員の服装は、制服
また は 背 中 に
「京 丹 後 消 防また は
KYOTANGO」
と書かれた活動服を着
用し、消防手帳
（身分証）を携行して訪
問します。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）

必ず販売店にご相談ください。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）

募

上下水道部を網野庁舎から丹後庁
舎（丹後町間人1780番地）に移転し
ます。電話番号の変更はありません。
※上下水道お客様センターも丹後庁
舎に移転します。

至網野町

●詳しくはお問い合わせください。
補助金・助成金など

上下水道部を丹後庁舎へ移転
11月6日（月）から業務開始

網野高校
間人分校

●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。

高齢者世帯への
住宅用火災警報器 戸別訪問

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

1

障害者の法定雇用率が
引き上げられます

国民健康保険税が
軽減されます
対象の方は、申し出により国民健
康保険税が軽減されます。
対 離職の翌日から翌年度末までの期
間に、以下のいずれかの失業等給付
を受ける方
▶雇用保険の特定受給資格者（例：
倒産・解雇などによる離職）
※雇用保
険受給資格者証の離職理由コード
が、11.12.21.22.31.32の方
▶雇用保険の特定理由離職者（例：
雇い止めなどによる離職）
※雇用保
険受給資格者証の離職理由コード
が、23.33.34の方
【対象期間】
▶平成24年3月31日〜平成25年3月
30日に離職した方は平成25年度のみ
▶平成25年3月31日以降に離職した
方は離職の翌日から翌年度末までの
期間
受 市 民 局 持 雇 用保 険 受 給 資 格 者
証、印鑑
他 ▶申出書は市民局にあります。
▶前年の給与所得を30/100とみな

住民票に「方書（かたがき）」を
表示しました
10月1日から、集合住宅や施設等
に住所がある方の住民票の住所欄に
方書（アパート名・居室番号、
○○方
等）を表示しました。
集合住宅などの場合、地番までの
表示だけでは住所が不明確であり郵
便物が正確にお届けできない等の問
題が生じることがあるため、方書を
住所の一部として住民票に表示する
ものです。
【例】9月30日以前：京丹後市峰山町
杉 谷○○○番 地→10月1日 以 降：京
丹後市峰山町杉谷○○○番地 □□
□アパート △△△号
※対象世帯には、8月中にお知らせを
送付していますが、市で方書が確認
できていない世帯は方書表示するこ
とができません。新たに方書の記載
が必要な方や方書の訂正が必要な方
は市民局に届け出てください。
持 本人確認書類
（運転免許証、マイ
ナンバーカード等）
、印鑑
▶住民票や印鑑登録証明書等の申
請、委任状、その他各種申請時の住
所欄の記載は方書までの記載が必要
です。
▶同じ建物内の別の部屋に引っ越し
た場合や建物の名称に変更があった

必ずチェック 最低賃金！ 使用者も 労働者も
京都府最低賃金は、平成29年10月1日から時間額856円（25円引上げ）

府最低賃金（地域別最低賃金）が10月1日から改正されています。府内の使用
者は、この金額より低い金額で労働者（アルバイト・パートタイマーなどを含む）
を使用することはできません。 問 京都労働局（☎075-241-3215）
2
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場合は住所変更の手続きが必要です。
▶市が発行している健康保険証や各
種医療証などの住所変更手続きは、
原則、必要ありません。有効期間満
了日まで引き続き使用できます。
問 市民環境課
（☎69-0210）

下水道の供用開始
以下の区域で下水道の使用が可能
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。
〈網野町網野・浅茂川地区の一部〉

線
野
網
詰
浜

障害者の雇用の促進等に関する法
律が一部改正により、身体障害者と
知的障害者に加え精神障害者も障害
者雇用の対象となり、法定雇用率が
以下のとおり引き上げられます。
法定雇用率
事業主区分
平成30年
現行
4月1日以降
民間企業
2.0％ ⇒
2.2％
▶障害者を雇用しなければならない
民間企業の範囲が、従業員50人以上
から45.5人以上に広がります。
▶平成33年4月までには、さらに0.1％
引き上げとなります。
問 ハローワーク峰山
（☎62-8609）
京都労働局
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

して、国民健康保険税を算定します。
▶雇用保険の失業等給付を受けられ
る期間とは異なります。
▶国民健康保険に加入中は、途中で
就職されても引き続き対象となりま
すが、会社の健康保険に加入される
など国民健康保険を脱退した場合
は、軽減は終了します。
（軽減終了後、
再離職により国民健康保険に加入す
る場合の軽減適用は、再度申し出が
必要）
▶特例受給資格者証、高年齢受給資
格者証をお持ちの方は、軽減の対象
外です。
問 税務課
（☎69-0180）

・
水之江区民会館
・
水之江コミュニティ広場

問 下水道整備課
（☎69-0550）

遡上するサケの捕獲は
法律で禁止されています
毎年10月から12月にかけて河川を
遡上するサケを許可なく捕獲するこ
とは、水産資源保護法で禁止されて
おり、違反すると刑罰を受けます。
サケの遡上は、河川の環境が良好
に保たれている証しです。静かに見
守りましょう。
問 府水産事務所
（☎0772-22-4438）

秋の全国火災予防運動
【全国統一防火標語】
「火の用心 ことばを形に 習慣に」
毎 年11月9日〜15日 は「秋 の 全 国
火災予防運動」が行われます。
期間中、消防団や消防本部では火
災想定訓練や防火広報、夜警などを
実施し、防火に対する普及啓発活動
を行います。
問 消防本部
（☎62-0119）

野焼きは法律で
禁止されています
野焼きは「農業、林業又は漁業を
営むためにやむを得ないものとして行
われる廃棄物の焼却」
として一部例外
的に認められる場合がありますが、消
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※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）

援員の派遣費、雇用管理システム等
利用費など）に要する経費
【補助金額】
①②共に上限100万円
【補助率】補助対象経費の30％（常時雇
用労働者数が千人以上の事業者は15％）
対 府内の事業所
受 平成30年2月2日
（金）まで
問 府商工労働観光部総合就業支援室
（☎075-682-8918）

市民力活性化支援事業補助金
（追加募集）

【対象事業】
平成30年3月31日までに完了するも
ので、障害者を常時雇用する上で必
要となる
①施設･設備等の整備（購入費、工事
費、改修費など）に要する経費
②定着支援（カウンセラー等外部支

【対象事業】公益・社会貢献的な事業
で、地域力向上を目的とした具体的
な効果や成果が期待できる事業
▶自然・環境▶地域福祉▶地域防災・
防犯▶青少年健全育成▶産業経済振
興▶スポーツ・芸術振興▶伝統文化
継承▶独身者の出会い

子育て

障害者雇用施設整備事業等への
補助金

※今年度中に完了する事業に限る
※申請日以前に実施した事業は対象外
【対象経費】報償費、旅費、費用弁償な
どの合計額が15万円以上の事業※備
品購入費・工事請負費は、ソフト事業
の実施に必要なものに限る
【補 助金 額・補 助率】上限30万円
（補
助対象経費の2/3）
対 市民活動団体、NPO法人、公共的
団体（地区など）
、企業※対象団体は
おおむね5人以上で組織し運営に関
する規則・会則を持つ団体で、予算・
決算を適正に行う団体
受 10月31日
（火）ま で に 企 画 書（ 窓 、
市民局、市 に設置）を提出
※府地域力再生プロジェクト支援事
業交付金に申請予定の事業も応募可
他 企画書、面談により審査、選考
問 市民協働課
（☎69-0240）

講座・催し

など

受注業者 契約金額（円） 工期
今度建設㈱ 31,613,760
H30.3.9
森建設㈱
31,204,440
H30.3.9
大宏産業㈱
2,160,000 H29.9.20
㈱ウエスコ
3,963,600 H29.12.8
㈱水口組
4,099,680 H29.12.8
㈱山寅組
16,178,400 H29.11.9
大建・西角特定建設
114,443,280 H30.3.23
工事共同企業体
㈱大建
57,991,680 H30.3.30
㈱マルキ建設 28,077,840 H30.3.26
㈱大建
22,467,240 H30.1.31
森建設㈱
16,944,120 H30.1.31
ニトー工業㈱ 13,215,960 H30.3.26
羽賀工業
9,292,320 H30.2.16
藤村電業㈱
6,732,720 H29.12.28
藤村電業㈱
3,316,680 H29.12.27
ヤサカワークス 2,574,720 H29.11.30
ニトー工業㈱
3,687,120 H29.12.22
㈱室野商店
4,718,520 H29.12.22
ニトー工業㈱ 10,458,720 H30.1.31

集

補助金
・助成金

工事場所
丹後町上野
丹後町尾和
峰山町安
峰山町新治他
峰山町新治他
丹後町平･中野･遠下
久美浜町佐野乙
丹後町中浜
丹後町尾和
峰山町長岡
久美浜町口馬地
丹後町袖志
丹後町尾和
網野町浜詰
丹後町袖志
網野町新庄
久美浜町新庄他
峰山町新治他
丹後町井谷

募

市内からの119番通報は、携帯電
話を含めて消防本部指令室で受信
し、最寄りの消防署から消防車や救
急車を出動させています。出動には、
災害の種類や発生場所など、正確な
情報が必要となります。落ち着いて
通報してください。
また、救急車を本当に必要とする
人のために、救急車の適正利用につ
いてご理解とご協力をお願いします。
問 消防本部警防課
（☎62-8129）

工
事
名
尾和用水改修工事（上野工区）
尾和用水改修工事（尾和工区）
いさなご小学校体育館窓開閉装置改修工事
京丹後市浄化槽設置工事その10
京丹後市浄化槽設置工事その11
平･中野･遠下地区配水管舗装復旧工事
佐野乙配水池新設工事その1
袖志漁港中央防波堤消波ブロック製作工事
尾和地区農道及び水路改修工事その1
峰山途中ケ丘公園駐車場造成工事
栃谷口馬地線道路改良工事
袖志地区用水管路布設工事その2
尾和地区農道及び水路改修工事その2
新開地通り道路改良工事
袖志地区農道舗装工事
新庄木津線道路維持工事
京丹後市浄化槽設置工事その12
京丹後市浄化槽設置工事その13
井谷地区配水管布設替工事

補助金・助成金など

11月9日は「119番の日」

8月公共工事発注状況

ご案内

防署に「火災とまぎらわしい煙又は火
災を発する恐れのある行為の届出書」
の提出が必要です。届け出た場合も、
焼却行為は最小限にとどめ、周辺の迷
惑にならないよう配慮しましょう。ま
た、焼却中はその場を離れず、火の後
始末を確実にしてください。
問 市民環境課
（☎69-0210）
、消防本部
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個人設置浄化槽補助金

【補助対象】
▶居住する建物に浄化槽を設置する方（見込みも含む）
▶簡易宿泊所
および旅館に浄化槽を設置する方
【要件】
▶年度内に浄化槽工事が完了すること▶年度内に住所の異動、維持管理
委託を行い居住すること▶市税等の滞納がないこと
対象建物
人槽区分
補助金額
床面積170㎡以下
５人槽
３５２,０００円
専用住宅
床面積170㎡を超えるもの ７人槽
４４１,０００円
併用住宅
2世帯住宅
１０人槽
５８８,０００円
11〜20人槽 １,００２,０００円
２１〜３０人槽 １,５４５,０００円
簡易宿泊所・旅館
３１〜５０人槽 ２,１２９,０００円
５１人槽〜
２,４２９,０００円
対
※併用住宅とは店舗等の床面積が1/2未満である住宅
※補助金額は予定額
【対象区域】
▶峰山町：新治▶大宮町：口大野の一部▶網野町：網野の一部、下岡
の一部、小浜の一部
※市水洗化計画の一部見直しに伴い、平成30年度から対象区域を変更します。
※51人槽以上を設置する場合、上記区域以外でも補助対象となる場合があります。
※予算に限りがあるため、申し込み順とします。
受 12月22日
（金）
までに、設置予定届出書（ 窓 、市民局、市 に設置）を窓 、市民
局に提出
問 下水道整備課
（☎69-0550）

ひとり親家庭の方の資格取得を
支援します
①〈自立支援教育訓練給付金〉
資格取得のために雇用保険制度の
教育訓練給付の指定講座を受講す
る場合に受講費の一部を支給
②〈高等職業訓練促進給付金〉
看護師、介護福祉士、保育士、その
他対象となる資格を取得するため
に養成機関に通学している場合に一
定の給付金を支給
③〈高等職業訓練促進資金貸付〉
高等職業訓練給付金の対象となる
方が、資格取得のための養成機関へ
入学、養成機関を修了し、資格取得
後の就職準備金を貸付
④〈高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〉
より良い条件での就職や転職を希
望する方が、高校卒業認定試験の合
格のための受講、試験合格したとき
に受講費の一部を支給
対 市内在住のひとり親家庭の親
※④のみ親と20歳未満の子ども
他 所得基準や、資格、講座などの諸
要件がありますので、受講前に問い
合わせてください。
問 生活福祉課（☎69-0310）
4
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募集
平成30年度
「児童福祉週間」標語の募集
毎年5月5日の「こどもの日」から
1週間を「児童福祉週間」と定めて、
児童福祉の理念の普及・啓発のため
の各種行事を行っています。平成
30年 度 の 児 童 福 祉 週 間 に 向 け て、
その象徴となる標語を募集します。
詳 細 は、
（公 財）児 童 育 成 協 会 の
（http://www.kodomono-shiro.or.
jp/jigyo/hyougo）
をご覧ください。
受 〜10月20日（金）
問（公 財）児 童 育 成 協 会 事 業 部
標語募集係（☎03-3498-4592）

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）
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。
対 市立保育所・幼稚園で勤務を希望
される方（資格不問）
持 ▶申 込 書（ 窓 、人 事 課、市 民 局、
市 に設置）▶自筆の履歴書▶業務
に関係する証明書の写し
他 提出書類は返却しません
問 子ども未来課（☎69-0340）

介護施設職員募集
（京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ）
【職種】看護師または准看護師、介護
員、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士【雇用形態】正職員、嘱託職員、
臨時職員
定 若干名 受 随時募集・採用
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。
問 京丹後市やさか老人保健施設ふく
じゅ（☎65-2200）

丹後農業実践型学舎
第6期生募集
府と市が開校し
た丹後農業実践型
学舎では、国営農
地で農業の研修を
行い、次世代の京
都農業の担い手を育成します。
定 5人程度※修業年限2年
（平成30年
4月上旬入舎）
対
【個人】一定の技術力を有し、大規
模農業経営を目指すおおむね40歳未
満の就農希望者で丹後地域に定住
し、農業に従事する方
【法人】丹後国営開発農地を基礎とし
て大規模農業経営を目指し規模拡大
を行う農業法人の従業員
料 研修費は府と市が支援しますが、
教科書代や保険代、種苗、肥料代な
どの教材費、生活費などは自己負担
受 願書（府 、市 に設置）
を窓 に提出
【出願】12月14日（木）まで
【試験】平成30年1月12日（金）
問 府丹後農業研究所
（☎65-2401）
丹後農業実践型学舎で検索
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平成30年度 市設置浄化槽の希望者を募集

COOL CHOICE
実践優良事業所を募集

募
集
講座・催し
子育て
健康と福祉

京丹後警察署からのおしらせ「全国地域安全運動の実施」
毎年10月11日から20日までの10日間、地域住民、防犯ボランティア団体等による自主防犯活動により、安全で平穏な
地域社会の実現を目的とした「全国地域安全運動」が実施されます。
京丹後警察署では、防犯ボランティア・自治体・事業者等と連携を図りながら、市内各地で地域の安全に関
する活動を実施します。市民の皆さんも、防犯に関心を持ち、犯罪の起きにくいまちづくりにご協力ください。
【運動重点】
①子供と女性の犯罪被害防止 ②特殊詐欺被害防止 ③自転車盗被害防止 ④万引き被害防止

2017.10

補助金・助成金など

市 で は、家 庭・
業務部門から排出
される温室効果ガ
スのさらなる削減
に向け、地球温暖
化防止の取り組みが、我慢でなく快
適に推進される気運を高めるため、
市内でCOOL CHOICE（選ぶ温暖化
対策）を実践されている事業所等を
優良事業所として登録し、市 等で
広く紹介しています。
この取り組みを通じて、事業所等
が供給する低炭素型の製品やサービ
スを消費者が積極的に選択する好循
環や、その他の事業所等への波及効
果を高めることで、低炭素型のライ
フスタイルを賢く選択する新しい価
値観を当市から発信するものです。
対 下記①〜④の全てに該当する事業
所等
①市内に事業の拠点を有し、商品･
サービスを提供している
②COOL CHOICE 10要件（市 に掲
載）に取り組んでおり、今後も取り組
みを継続する
③事業所としてCOOL CHOICEに賛
同することができる
④顧客等に対しCOOL CHOICEの啓
発と普及を呼び掛けることができる
【登録期間】登録日〜平成30年度末
【登録すると】
▶市 、
関係媒体等での店舗・事業所、
取り組み・メッセージを紹介
▶登録証発行、のぼり旗配布
受 申請書
（ 窓 、市 に設置）を 窓 、
で提出（随時）
問 市民環境課
（☎69-0210）

ご案内

【対象区域】
▶峰山町：西山、小西、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部
▶大宮町：奥大野、上常吉、下常吉、五十河、延利、久住、明田、新宮
▶網野町：小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、
切畑、新庄、日和田、溝野、磯、網野の一部、浅茂川の一部、木津の一部
▶丹後町：竹野、宮、岩木、是安、吉永、矢畑、牧の谷、願興寺、家ノ谷、筆石、乗原、
此代、徳光の一部
（西小田）
、平、中野、中浜、久僧、上野、井上、井谷、畑、遠下、鞍内、
袖志、尾和、谷内、上山
▶弥栄町：田中、中津、中山、野中、吉野、須川、霰、味土野、大谷、来見谷、
等楽寺の一部（堀越）
、吉沢の一部（小原）
▶久美浜町：油池、神谷、河梨、栃谷、甲坂、口馬地、奥馬地、口三谷、奥三谷、出角、
新谷、谷、芦原、島、尉ヶ畑、奥山、二俣、円頓寺、坂谷、長野、竹藤、女布、丸山、永留、
一分、大井、関、三原、河内、蒲井、旭、海士、橋爪、西橋爪、坂井、友重、品田、新庄、
須田、金谷、畑、市場
※上記以外に集合処理区域（公共下水道、集落排水区域）ではあるが、地形条件
等により集合処理とすることが困難な建築物
※市水洗化計画の一部見直しに伴い、平成30年度から対象区域を変更（上記ア
ンダーライン）します。
【工事内容】
▶5人槽から50人槽までの浄化槽本体設置工事▶ブロワ設置工事▶配管工事（管
理ます含む）
▶附帯施設工事（必要なとき）
：荷重対策設備、放流ポンプ設備
【注意事項】
▶工事内容の対象範囲を超えた場合は、個人負担となります。
▶浄化槽の設置は
期間を要しますので、原則として4月〜6月の設置はできません。
▶専用住宅以外
の用途の建物については、設置までに期間を要することがあります。
【設置に当たっての条件】
①申込者は設置しようとする建物所有者またはその敷地の土地所有者であること
②家屋・車庫および塀などの構造物から離隔が確保できる敷地を提供すること
（車両の乗り入れや、
樹木、
石等の支障物がない場所を優先して選定します。
また、
建物の一部取り壊し、樹木、石等の撤去をお願いすることもあります）
③浄化槽の清掃等に使用できる給水栓を設けること
④設置工事の完了した日から1年以内に宅内の排水設備工事を完了し使用すること
⑤設置工事の完了後に受益者分担金27万円を納付すること（分担金は「一括」ま
たは「分割（3分割または12分割）
」で納付できます）
⑥使用開始後は条例に基づき使用料を支払うこと
⑦ブロワ・ポンプ設備等に必要な電気料金を負担すること（ブロワの消費電力に
応じて浄化槽使用料を減額します）
⑧保守点検、清掃等に伴う電気料金・水道料金を負担すること
⑨浄化槽処理水の放流先の側溝等の清掃管理を行うこと
受 12月22日
（金）までに、浄化槽設置希望届出書（ 窓 、市民局、市 に設置）を 窓 、
市民局に提出
問 下水道整備課
（☎69-0550）
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平成29年度市職員〔医療技術職員〕採用試験の実施
募集職種 採用予定者数

受験資格

看護職

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
若干名 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

薬剤師

若干名

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

臨床検査
昭和52年4月2日以降に生まれた方で、臨床検査技師の免許
若干名
を有し、生理学的検査の経験がおおむね2年以上ある方
技師
※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

申込書（ 窓 、弥栄病院管理課、久美浜病院管理課、市 に設置）に、
以下の書類を添えて 窓に持参または 〒

▶自筆の履歴書▶資格免許証の写し（医療に関する資格について全
添付書類 て提出のこと）
、資格取得見込者は卒業見込証明書※提出書類は原
則として返却しません。
※個人情報は職員選考以外には使用しません。
受付期間

10月10日（火）
〜31日（火）の8時30分〜17時15分（土日は除く）
※ 〒 の場合は10月31日必着

試験日時

11月11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）

会場
申込者に通知
内容
作文・面接
結果
本人宛に通知
【採用予定日】平成30年1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する場合は事前に申し出て
ください。
【配属先】弥栄病院
問 医療政策課（☎69-0360）

講座・催し
関西百名山
「依遅ヶ尾山」登山
矢畑地区の「依遅ヶ尾祭り」に合わ
せ、丹 後 町 の 最 高 峰「依 遅 ヶ 尾 山」
（540㍍）への登山、風船一斉放天な
どを行います。
時 10月15日
（日）9時30分〜
所 依遅ヶ尾山
（丹後町矢畑）
集合：登山口広場
対 小学生以下は保護者同伴
6
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持 登山・ハイキング装備、弁当・飲
み物、タオル、雨具など
問 丹後地域公民館
（☎69-0664）

道の駅「てんきてんき丹後」
感謝祭
道の駅「てんきてんき丹後」秋の感
謝祭を開催します。お菓子のすくい
取り、輪投げなど盛りだくさんの企
画があります。店前では、地元の団
体による模擬店も開設します。
時 10月21日
（土）10時〜 15時
所 道の駅
「てんきてんき丹後」
問 道の駅
「てんきてんき丹後」
（☎75-2525）

ふるさと就職フェアin丹後
時 10月21日
（土）13時〜16時

(受付12時30分〜)
所 アグリセンター大宮
内 ▶参 加 事 業 所PR▶就 職 面 接 会▶
各種相談コーナー※就学前のお子様
をお預かりするキッズコーナー完備
【参加事業所】丹後地域2市2町で求人
を行う30事業所
※詳しくは市 をご覧ください。
対 来春卒業予定の大学・短大・専修
学校等の学生、一般求職者、U･Iター
ン就職希望者
問 商工振興課
（☎69-0440）

第9回京丹後市車いす駅伝大会
障害の有る無しを超えた市民のふれ
あいの場にするとともに、車いすを体
験することにより、福祉のまちづくりを
考えることを目的に開催します。速さを
競うのではなく、事前に申告したタイ
ムとゴールタイムとの差の少ないチー
ムから順位をつける大会です。市内外
から多くのチームが参加します。
時 11月12日
（日）9時30分〜12時（小
雨決行、雨天中止）天候などによる実
施の判断は、当日の7時に決定
所 峰山庁舎および小西川周辺
他 ▶模擬店▶福祉器具の展示▶ご当
地ゆるきゃらの応援
問 障害者福祉課
（☎69-0320）

経ヶ岬灯台の一般公開
時 10月28日
（土）10時〜15時

（予備日10月29日（日）10時〜15時）
所 経ヶ岬灯台
内 灯台内部の公開、絵はがき配布
（数
量限定）
、ペーパークラフトのプレゼ
ント、海上保安官の制服試着、写真
パネル展示、地元ガイドによる灯台
等の解説、記念缶バッジ配布（先着
200人）
、サザエご飯等の販売
問 舞鶴海上保安部交通課
（☎0773-76-4120）

ハロウィンを楽しもう！
市国際交流協会と米陸軍経ヶ岬通
信所が共催で、ハロウィンイベント
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時 10月28日
（土）
、29日
（日）
10時〜16時

山陰近畿自動車道大宮峰山道路の
（仮称）大宮峰山ＩＣから主要道路ま
でのアクセス道路を都市計画道路と
して追加します。
時 10月25日
（水）19時〜 20時
所 峰山庁舎
内 京丹後都市計画道路の変更
（原案）
についての説明
他 市と府の共催で実施します。
問 管理課
（☎69-0510）

所 丹後王国
「食のみやこ」

内 ▶業種別部会の展示販売
（焼き蟹

「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」

日本遺産認定記念シンポジウム

時 10月28日
（土）12時〜16時
所 丹後王国
「食のみやこ」

2017みねやま秋の文化祭
29日（日）9時〜16時
所 峰山地域公民館

内 文化協会峰山支部の展示部門の団

体による展示。
華道、
盆栽、
写真、
洋画、
ちぎり絵 ほか
問 市文化協会峰山支部
（峰山地域公
民館内☎69-0661）

時 10月30日
（月）13時30分〜15時30分
所（福）
北丹後福祉会

くまのの里（久
美浜町栃谷）
内 施設見学・介助体験
対 介護・福祉事業所への就職を考え
ている方
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）

紅葉の内山ブナ林観察会
紅葉に色付く貴重な「ブナ」の自然
林に触れて、自然環境の保全の輪を
広げることを目的にハイキング形式
の観察会を実施します。
時 10月29日
（日）10時〜15時
（受付：小町公園前9時30分〜）
所 内山ブナハウス周辺のブナ林
（大
宮町五十河）
対 小学4年生以上で府内在住の方
定 20人
（申し込み多数の場合は抽選）
持 別途連絡します。
受 10月18日
（水）17時までに☎
問 市民環境課
（☎62-0210）

ノルディック・ウオーキング
in久美浜
かぶと山周辺の約5.5㌔のコース
でノルディック・ウオーキングを行
います。
時 10月29日
（日）9時〜※雨天中止
所 かぶと山公園に集合
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）

大宮町文化祭
〈展示会〉
時 11月4日
（土）9時〜17時
5日（日）9時〜15時
所 アグリセンター大宮
内 ▶文化協会大宮支部展示部門の団
体や公民館、高齢者大学大宮学園の
講座の作品を展示。書道・生け花・
短歌・俳句・川柳・日本画・ちぎり絵・
染色・着物着付け ほか
▶お茶席（5日10時〜）
〈ステージ発表会〉
時 11月19日
（日）13時〜
所 アグリセンター大宮
内 文化協会大宮支部ステージ部門の
団体による発表
問 市文化協会大宮支部
（大宮地域公
民館内☎69-0662）

2017.10
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健康と福祉

時 10月28日
（土）9時〜17時

福祉職場見学・体験会

子育て

※京丹後商工祭と同時開催
内基 調講 演
（日 本 遺 産 プ ロ デ ュ ー
サー 生駒芳子さん）
、パネルディス
カッション、丹後ちりめんに関する
伝統芸能披露、ちりめん紙芝居など
問 府丹後広域振興局企画振興室
（☎62-4300）

やきの杜（久美浜町竹藤）
内 ▶バザー物品販売
▶自主製品
（さをり製品・紙漉き製品・
豆腐・食品加工品など）展示販売
▶ステージ発表
▶模擬店・餅まき ほか
問 かがやきの杜
（☎84-0759）

講座・催し

（28日）
・シカ肉入りハヤシライス（29
日）ふるまい、木工教室、地酒等試飲、
染色体験など）
▶ステージイベント
（28日=夢よさこ
い〜だんす ダンス ＤＡＮＣＥ〜、29
日=DefWill、宇 宙 戦 隊 キ ュ ウ レ ン
ジャーショーなど）
▶スイーツフェスティバル（29日=試
食、販売）
他 詳しくは、10月下旬発行の新聞折
り込みちらしをご覧ください。
問 京丹後市商工会
（☎62-0342）

所 社会福祉法人久美の浜福祉会かが

集

都市計画道路の
計画変更説明会

時 10月29日
（日）10時〜15時

募

市商工会合併10周年記念
「第9回京丹後商工祭」

2017かがやきの杜
ふれあいフェスタ

補助金・助成金など

地域活性化に向けた山陰近畿自動
車道の活用について、市民の皆さん
と一緒に考えます。
時 10月28日
（土）14時〜 16時
所 アグリセンター大宮
内▶基調講演：京都大学大学院教授
藤井聡さん▶パネルディスカッション
他 詳細は、
後日 等でお知らせします。
問 管理課
（☎69-0510）

高速道路延伸による
地域活性化シンポジウム

ご案内

を行います。
時 10月28日（土）10時30分〜12時
※雨天中止
所 八丁浜シーサイドパーク
内 自動車にハロウィンのデコレーショ
ン、お菓子の配布、英語のゲームなど
対 3歳〜中学生（保護者同伴）
定 100人（先着） 料 無料
受 事前に☎、 、
問 市国際交流協会
（☎69-0120 69-0901）
kokusai̲koryu@kyotango.net

おしらせ版

大人のイブニング図書館
インあみの
閉館後の図書館で、図書館利用の
コツを聞いたり、大切な本にフィルム
コートをかける体験をしたりします。
時 10月20日
（金）19時〜21時
所 あみの図書館
持 本1冊
（フィルムコートをかけます）
対 高校生以上
（市内在住の方）
定 12人
（定員を超えた場合は抽選）
受 10月17日
（火）
までに 窓 、
☎
問 あみの図書館
（☎72-4946）

図書館（室）読み聞かせ
場所（主催）
峰山図書館
あみの図書館
丹後図書室
大宮図書室
弥栄図書室
久美浜図書室

日時
10:30〜10:45
14:00〜14:30
10:00〜10:20
10:30〜11:00
毎週土
14:00〜14:30
毎週水 10:30〜10:50
10/21（土）10:30〜11:00
11/ 4（土）10:30〜11:00
11/ 8（水）10:30〜10:50
10/19（木）10:30〜10:50
10/21（土）11:30〜12:00
10/15（日）14:00〜14:30
10/26（木）10:30〜10:45
毎週金
毎週土
毎週木

峰山図書館
おはなしひろば秋スペシャル
時 10月22日
（日）10時30分〜11時30分
所 峰山地域公民館

内 パネルシアター
「はたらくくるま」
、

大型絵本『いもほりバス』
、工作ほか
定 30人 受 事前に 窓 、
☎
問
問峰山図書館
（☎62-5101）

大宮図書室
ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒に読み聞かせに
参加し、その後ぬいぐるみだけ図書
室に泊まります。
時 11月2日
（木）16時50分集合
▶ぬいぐるみの迎え
11月4日（土）14時〜
所 大宮図書室
定 5組
（定員を超えた場合は抽選）
受 10月26日
（木）までに 窓 、
☎
問 大宮図書室
（☎69-0672）

第30回
網野町ふれあいコンサート
時 11月5日
（日）13時30分〜（開場13時10分）
所 アミティ丹後

内 網野町の住民による合唱や吹奏楽

などの手作りのコンサート
【出演団体】コール・アカシア、あみ
の福祉会「桃山の里」
、網野グリーン
クワイア、炎のDコーラス、京丹後市
高齢者大学網野学園「唱歌」講座、島
津小学校5・6年生、網野中学校吹奏
楽部、網野高等学校
※出演順ではありません。
問 網野地域公民館
（☎69-0663）
8
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プラネタリウム童夢の利用
星空体験学習室 童夢（ドーム）で
は、季節の星座解説をはじめ、学習
プログラム、童話やギリシア神話、
オーロラ、星空の自動解説など全25
プログラムから選んで上映できます。
ご家族、お友達、地域団体等でお越
しください。
時 毎日
（年末年始を除く）1日3回（10
時30分〜、13時30分〜、15時30分
〜）
※1回70分以内（希望されるプロ
グラムにより異なります）
所 丹後庁舎
定 1回当たり5人〜27人
受 事前(利用当日除く3日前まで)に申
請書（ 窓 に設置）を提出
問 丹後市民局
（☎69-0714）

金剛童子山市民登山会
弥栄町のシンボルである金剛童子
山（613㍍）登山道および関連施設の
整備を記念して登山会を開催します。
時 11月5日
（日）9時集合〜15時
（少雨開催）
所 野間基幹集落センターに集合
対 小学生以下は保護者同伴
料 300円
持 登山・ハイキング装備、弁当・飲
み物・雨具など
問
「金剛童子山を守る会」事務局
（☎0772-65-3537）

行事名
えほんのじかん（乳幼児対象）
おはなしひろば（3歳〜小学生対象）
えほんのへや（乳幼児対象）
読み聞かせ（3歳〜小学生対象）
えほんのへや（乳幼児対象）※11/1はお休み
おはなしランド（3歳〜小学生対象）
ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
おはなし会（乳幼児対象）
読み聞かせ会（3歳〜小学生対象）
おはなしの花束（3歳〜小学生対象）
えほんのへや（乳幼児対象）

おおみや
生き活きフェスタ2017
時 11月5日(日)10時〜14時

※少雨決行
所 大宮庁舎前駐車場
内 ▶屋台村
（村づくり委員会、商工団
体ほかによるグルメ出店）
▶ステージ（大宮よさこい舞小町、大
宮児童合唱団、大宮中ブラスバンド
部ほか）
▶その他（おおみや共同作業所など
の製品販売、文化協会所属団体の展
示）
▶フリーマーケット
問 実行委員会事務局
（大宮市民局内
☎69-0712）

丹後古代の里資料館展示解説
開催中の特別展示「大宮売神社
〜古代祭祀とその後の展開〜」
（前期
展示）の内容をより深く理解いただ
ける展示解説を行います。
時 ▶京都府立大学学生による解説：
11月3日（金・祝）
▶展示担当者による解説：11月11日
（土）いずれも13時30分〜14時30分
所 丹後古代の里資料館
料 展示解説の開催日は無料、ほかの日
は有料（大人300円、小中学生150円）
問 丹後古代の里資料館
（☎75-2431 75-2432）
tango-kodai@mxc.nkansai.ne.jp
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丹後国風土記シンポジウム
所 峰山総合福祉センター

峰山球場

P

〈荒山〉

ハーブと木の実の
クリスマスリース作り
時 11月25日
（土）9時30分〜12時
所 峰山地域公民館

内 ハーブと木の実を使ったクリスマ

スリース作り
講師：井上宏子さん（ハーブコミュニ
ケイター）
対 市内在住・在勤の成人
定 12人※定員を超える場合は抽選
料 1,500円（受講料500円、材料費
1,000円）
受 11月10日
（金）
までに☎、はがき（住
所、氏名、電話番号を明記※当日消
印有効）
【結果】申込者全員に通知します。
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉
谷1030番地 峰山地域公民館「クリ
スマスリース」係（☎69-0661）

講座・催し
子育て

ハーブガーデン公開講座
見ごろのセージ類の香りに包まれ

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
エクセル入門講座
11/8〜12/6 （9回） 9,000円（別途教材費要） 丹後勤労者
Dコース
福祉会館
エクセルVBA入門講座 11/9〜12/14 （9回） 9,000円

健康と福祉

《くるみのロールケーキ》
時 11月1日
（水）10時〜12時30分
所 峰山地域公民館
内 くるみを使ったロールケーキ作り
講師：田中利枝さん
定 12人
（申込み多数の
場合は抽選）
料 1,500円（受 講 料500円・材 料 費
1,000円）
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉
谷1030番地 峰山地域公民館「お菓
子講座」係（☎69-0661）

〈講習会〉
時 11月16日
（木）14時〜16時
所 峰山途中ケ丘公園管理棟
定 15人 受 11月1日
（水）9時から☎
〈展示会〉
時 11月14日
（火）9時〜20日（月）16
時30分
所 峰山途中ケ丘公園管理棟
〈出品者募集〉
展示会に寄せ
植えを出品いた
だける方を募集
します。
定 15人
受 11月1日
（水）9時から☎
他 搬入日時：11月13日
（月）14時〜16時
問
（公財）京丹後市公園緑 化事業団
(☎62-7470)

ハーブガーデン

集

お菓子講座

「くるみのロールケーキ」
「甘酒スイーツ」

寄せ植え講習会と展示会

峰山地域公民館
丹後文化会館

募

リズム体操
① 11月 2日（木）
（サザエさん体操等）
② 11月 3日（金）絵手紙教室
③ 11月 9日（木）金銀寿亀づくり
④ 11月11日（土）習字教室
⑤ 11月13日（月）うた声サロン
⑥ 11月15日（水）前結び着付け教室
⑦ 11月17日（金）絵手紙教室
⑧ 11月25日（土）習字教室
⑨ 11月27日（月）うた声サロン
②④⑤⑦⑧⑨9時30分〜、
①⑥14時
〜、
③13時30〜
所 ②⑦和い輪い楽
習館、
①③④⑥⑧が
や 我 家（楽 習 室）
、
⑤⑨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） 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）

︿杉谷﹀

和い輪い楽習館
11月開講講座

補助金・助成金など

内「豊受大神と風土記」
をテーマとし
た講演とパネルデスカッション
定 200人
問 丹波の文化を伝承する会 藤村
（☎62-3676）

るガーデンを楽しみ、リラックスし
た時間をお過ごしください。
時 11月11日
（土）13時30分〜16時
（雨天の場合は11月18日）
所 ハーブガーデン
（下図参照）
内 挿し木からの苗作り、ハーブの冬
越し ほか（予定）
他 園芸作業を希望の方は、作業ので
きる服装・手袋・園芸道具を持参し
てください。
問 峰山地域公民館
（☎69-0661）

ご案内

時 11月12日
（日）13時〜17時

《甘酒スイーツ》
時 11月9日、30日いずれも木曜日
（全
2回）19時〜21時30分
所 弥栄地域公民館
内 甘酒を使ったお菓子作り
講師：田中利枝さん
定 12人
（申込み多数の場合は抽選）
料 各回1,600円
（受講料600円・材料
費1,000円）の計3,200円
問 〒627-0111京丹後市弥栄町溝谷
3443-2弥栄地域公民館「はじめての
お菓子教室」係（☎69-0665）
〈共通事項〉
対 市内在住・在勤の成人
受 10月23日
（月）
までに☎、はがき
（住
所、氏名、
☎を明記※当日消印有効）
【結果】申込者全員に通知します。

おしらせ版

【時間】18時30分〜21時30分
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
（先着）
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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市・京産大連携事業
健康長寿社会を目指す講演会
時 11月11日
（土）13時〜14時40分
（開場：12時30分）
所 アグリセンター大宮
内 スポーツの習慣化を通じて地域を
元気にする方法を提案します。
定 300人（先着）
受 10月30日
（月）までに☎
問 企画政策課
（☎69-0120）

子育て

マタニティクラス
時 10月18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
持 母子健康手帳
受 10月17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 10月19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 市内在住の妊婦とそのパートナー
持 母子健康手帳
受 10月17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）
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子育てカレンダー
健 診 名

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

※時間は受付時間
日 時

10/17（火）12:45
10/18（水）9:20〜9:30
10/19（木）13:15
10/19（木）18:45〜19:00
10/20（金）13:00〜13:10
10/23（月）13:00
10/24（火）12:45
11/ 2（木）13:15
11/ 7（火）12:45
11/ 8（水）13:00〜13:15
11/ 9（木）13:00〜13:10
11/13（月）13:00
11/14（火）12:45
11/15（水）9:20〜9:30
11/16（木）13:00〜13:10
11/16（木）18:45〜19:00
11/20（月）13:00

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」
お子さんは、もぐもぐカミカミ、
離乳食を食べてくれますか？「離乳
食を食べなくなった」
「少し粒がある
とえずく」
「口を動かさずに丸飲みす
る」など順調に離乳食が進みにくい
方のための離乳食教室です。
時 10月26日
（木）9時30分〜12時頃
所 峰山総合福祉センター
内 調理実習、試食、個別相談など
持 母子健康手帳、問診票、エプロン、
三角巾、おんぶひも、お子さんに必
要なもの
対 10〜12カ月頃のお子さんと保護者
受 10月20日
（金）までに☎
問 健康推進課
（☎69-0350）

子育てホ〜ッと講話
＆座談会
熊ちゃん先生の子育てのヒント
になるお話の後、座談会をします。
お菓子をつまみ、お茶を飲みながら
子育てについてみんなと話をして、
ホッとラクになれる座談会です。
時 10月25日（水）10時30分〜12時
所 峰山地域公民館
内 熊本敬一さん（元福知山児童相談
所相談判定課長）による講話、雑談
など
料 お茶菓子代：300円、相談料：500円
他 講師との個別相談は予約制（〜23

場 所

峰山総合福祉センター

弥栄保健センター
網野保健センター

峰山総合福祉センター

日）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
問 子育てホ〜ッと座談会 北部ネット
事務局 中西直美（☎ 62-5303）

子育て講演会

親子ふれあいあそび うたあそび♪リズムあそび
市内在住のメゾソプラノ歌手・ピア
ニスト・読み聞かせのスペシャリスト
の3人をお迎えし、音楽に合わせて楽
しく体を動かしたり、大型絵本を見た
り、いっぱい動いて、いっぱい歌って、
笑って、親子で一緒に楽しみましょう!!
時 11月6日（月）10時〜11時
（受付は9時30分〜）
所 アグリセンター大宮
対 市内在住の保育所・幼稚園入所入
園前の子どもとその保護者
持 靴袋（ビニール袋等）
、動きやす
い服装
他 駐車場混雑回避のため乗り合わ
せてお越しください。
問 子ども未来課（☎69-0340）

特別児童扶養手当
対 精神もしくは、身体に中程度以上
の障害のある20歳未満の児童を自
宅で監護・養育している方※施設入
所、障害の内容、所得により対象に
ならない場合があります。
【支給額】
障害の状況によって金額が異なり
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募
集
講座・催し
子育て

お子さんのための
歯科講演会
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 11月8日（水）9時30分〜11時
（受付9時00分〜9時15分）
所 弥栄地域子育て支援センター（京

丹後市立弥栄こども園内）
内 講演
「噛むことの大切さ」講師：伊
東歯科・矯正歯科医院 院長 伊東
嵩英歯科医師
対 乳幼児の保護者、参加を希望する方
受 11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）
2017.10
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平成30年度の保育所・こども園・
幼稚園の利用児童を募集します。詳
しくは、募集要項（ 窓 、市民局、保
育 所・こ ど も 園・幼 稚 園 に 設 置）
、
市 をご覧ください。
※職場復帰、就職、出産などで、年
度の途中（平成30年4月以降平成31
年3月末まで）から利用を希望する
方、通 所（園）中 の 施 設 か ら、市 内
の別の施設へ転所（転園）を希望す
る方についても、この募集期間に申
し込んでください。
※里帰り出産等で市外の保育所等
を希望する場合（広域入所）は、ご
相談ください。
受 10月10日
（火）
〜11月10日（金）に
窓
申込書を 、市民局、入所（園）希望
の施設に提出
【見学会・体験入園】
対 未入所
（園）の親子等
▶保育所・こども園見学会（大宮北
保育所、こうりゅう虹保育園を除く）
10月14日（土）10時〜 11時
16日（月）10時〜 11時
▶大宮北保育所・こうりゅう虹保育
園見学会
10月21日（土）10時〜 11時
23日（月）10時〜 11時
▶網野幼稚園体験入園
10月24日
（火）9時30分〜10時30分
28日
（土）9時30分〜10時30分
問 子ども未来課（☎69-0340）

児童クラブ名
設置場所
対象児童
峰山放課後児童クラブ
旧新山保育所内 峰山・新山・丹波小学校の児童
長岡放課後児童クラブ
長 岡 小 学 校 内 長岡小学校の児童
いさなご放課後児童クラブ いさなご小学校内 いさなご小学校の児童
大宮放課後児童クラブ
大宮北保育所内 大宮町周枳・河辺区域の児童
口大野放課後児童クラブ 旧口大野保育所内 大宮町口大野・善王寺区域及び大宮南小学校の児童
網野北放課後児童クラブ 網野北小学校内 網野北・島津小学校の児童
網野南放課後児童クラブ 網野南小学校内 網野南・橘小学校の児童
丹後放課後児童クラブ
旧豊栄保育所内 丹後町区域の児童
弥栄放課後児童クラブ
旧溝谷保育所内 弥栄町区域の児童
久美浜放課後児童クラブ 旧海部小学校内 久美浜町区域の児童
【開所日】月〜土※日祝、お盆期間、年末年始は休所
【開所時間】授業のある月〜金は、下校時〜18時30分
土、夏休みなどの長期休業日は、7時30分〜18時30分
対 平成30年4月1日現在で、放課後や長期休業期の昼間、保護者の就労、疾
病などにより、家庭での保育に欠ける小学1年〜6年生の児童
料 ①2・5・6月、9〜11月の利用料：1人当たり月額3,000円
②1・3・4・7月、12月の利用料：1人当たり月額4,000円
③8月の利用料：1人当たり月額6,000円
④土曜日を利用する場合：上記①〜③の利用料に1,200円を加算
受 10月10日（火）
〜11月10日（金）
持 申込書（ 窓 、市民局、各児童クラブに設置）を 窓 、市民局へ提出
【注意事項】
▶平成30年度に利用を希望する場合は、11月10日（金）までに申し込んでく
ださい。期限を過ぎると希望する日からの利用ができないことがあります。
▶利用申込み期間は1年単位です。進級により継続利用を希望する場合も申
し込みが必要です。
▶新規申込者は、面接を行います。また、継続利用の場合も、保護者の就労
状況が変わるなど書類内容によって面接を行う場合があります。面接日時は
後日書面でお知らせします。
▶申込書類の「放課後児童クラブのしおり」を必ず読んでから申し込んでくだ
さい。
問 子ども未来課（☎69-0340）

補助金・助成金など

保育所・こども園・幼稚園の利用申し込みは
11月10日
（金）
までに

放課後児童クラブ利用児童募集
（継続利用の場合も申し込みが必要です）
ご案内

ます。
（月額：児童1人につき）
▶1級：51,450円▶2級：34,270円
※平成29年4月現在の手当額。物価
変動等により改定される場合があ
ります。
持 申 請 書（ 窓 、市 民 局 に 設 置）
、戸
籍謄本、住民票、専用の医師診断書
（一部診断書を省略できる場合あり）
等
他 受給後は、所得状況、障害状況な
どを定期的に届け出る必要があり
ます。
問 生活福祉課（☎69-0310）

おしらせ版

里親制度の推進について
さまざまな事情のため家族と暮
らすことのできなくなった子ども
を自分の家庭に受け入れ、温かく愛
情をもって育ててくださる里親さん
を募集しています。
関心のある方は、
以下へご相談ください。
問 府北部家庭支援センター
（☎0773-22-3623）

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
専任の指導員が当たりますので、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（☎69-0625）
問 学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル
365日・24時間受付※通話料無料

8時30分〜17時15分
所 大宮庁舎
問 子ども未来課（☎69-0340）

マザーズジョブカフェ
巡回相談
専門のカウンセラーがあなたの
就職についての疑問や不安などの
相談にマンツーマンで応じます。ど
んな相談でも結構です。（1人50分）
時 10月20日（金）10時〜16時
所 ハローワーク峰山
受 前日までに☎
問 北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）

健康と福祉

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）

家庭子ども相談室
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。
時 月〜金曜日（祝日、閉庁日を除く）
12
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チャレンジDay（メタボ予防相談日）
《峰山会場》
「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 11月2日（木）
、8日（水）
い ず れ も13時30分〜17時（1人30分
程度）
所 峰山総合福祉センター
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）

10月17日〜23日は
薬と健康の週間です
「お薬手帳」
「かかりつけ薬剤師・薬
局」の活用を！
複数の薬を服用
す る と き は、薬 の
重複や飲み合わせ
に気を付けましょ
う。「お 薬 手 帳」に
薬局でもらった薬を記録しておき、
それを薬剤師や医師、歯科医師に見
てもらうことで、薬の重複や相互作
用が起こることを防ぐことができま
す。
また、いつも利用する薬局を「か
かりつけ薬局」として一つに決める
ことで、医師から処方された薬だけ
でなく、市販薬やサプリメントの情
報も一元的・継続的に管理してもら
うことができ、
「かかりつけ薬剤師」
が相談に応じてくれるなど、薬によ
る治療がより効果的なものになる
ようお手伝いをしてもらえます。
無承認・無許可医薬品に注意！
「無 承 認・無 許 可 医 薬 品」と は、
本来であれば医薬品とみなされる
べきものが食品として流通したり、
医薬品や保健機能食品でもないの
に、それらと紛らわしい効能・効果
などを表示・広告して販売等された
りしているもののことをいいます。
こうした製品は、医薬品医療機器
等法に違反しているばかりか、品
質・有効性・安全性の確認がなされ
たものでないため、使用することは
大変危険です。絶対に使用しないで
ください。
問 健康推進課（☎69-0350）

適正な受診や薬の服用を
心掛けましょう
薬の飲み忘れ、飲みすぎに注意しましょう
薬袋にはあなたの症状に最も適
した服用指示が書かれています。薬
の十分な効果を期待するには、
「書
いてある通りに飲む」ことが必要で
す。薬を飲み忘れたり、必要以上に
飲んだりしないようにしましょう。
重複受診はやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診
することは控えましょう。医療費が
かさむだけでなく、重複する検査や
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臨床心理士による
こころの健康相談

※送迎バスを運行します。
内 パステルアート体験・マジック鑑
賞・フラダンス鑑賞
対 市内在住の聴覚障害者の方、ご家
族、関係者 料 1,000円（材料費・昼
食 代） 受 10月16日（月）ま で に☎ま
持 お茶
たは
問 社会教育課（☎69-0630 68-9061）

インフルエンザ予防接種費用の
一部を助成します。
時 10月25日（水）
〜12月28日（木）
所 市内協力医療機関、府広域予防接
種協力医療機関
対 市内在住で▶接種日に満65歳以
上 の 方▶60歳 以 上65歳 未 満 の 方
で、心臓、じん臓、呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障害を有する方（該当者
には事前に予診票を送付します）
料 自己負担額1,000円（生活保護世
帯は自己負担免除）
他 他府県で接種を希望する場合は
事前に 窓 に連絡してください。
現在治療中の方は、主治医と相談し
て接種してください。
【接種の流れ】
①接種を希望する医療機関に接種
を予約
②予診票（市内医療機関、窓 、市民
局に設置）と保険証を持参して医療
機関で接種し、1,000円を支払う
③接種後「予防接種済証」を保管
問 健康推進課（☎69-0350）

時 10月30日（月）10時30分〜15時

聞こえの相談会
時 11月2日
（木）
13時30分〜15時30分
所 網野保健センター

内 言語聴覚士による聴力測定、聞こ
えや補聴器にかかる生活相談
※補聴器などの販売はしません。
問 聴覚言語障害センター
（☎ 62-5529）
※相談会以外の日も相談
を受け付けています。

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス
時 10月23日(月)9時〜11時30分
所 峰山総合福祉センター※会場ま

認知症の方を介護する
介護者のつどい
時 10月31日
（火）13時15分〜15時45

分（受付は13時〜）
所 峰山総合福祉センター
内 ▶講 話
「地 域 で 支 え る 認 知 症 の
人々」講師：弥栄病院 名誉院長
安原正博医師▶交流会
対 認知症の方を在宅で介護されてい
る家族
受 10月27日
（金）まで
問 長寿福祉課
（☎69-0330）

で来られない方、または日程が合わ
ない方はご相談ください
内 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。
受 事前に☎
問 健康推進課（☎69-0350）

2017.10
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30分（受付は10時〜）
所 峰山総合福祉センター
内 講演、峰高吹奏楽部の演奏・交流、
実践交流
対 視覚障害者の方、支援に関わるボ
ランティアの方
料 500円
（昼食を希望する方）
受 10月19日
（木）までに以下に☎
他 ちらしを 窓 、地域公民館に設置
問 府丹後教育局社会教育担当
（☎0772-22-4504）
社会教育課（☎69-0630）

時 11月21日（火）13時30分〜16時
30分
所 綾部市保健福祉センター
内 金銭トラブル・人権侵害・虐待・
金銭管理・成年後見制度の相談など
対 障害のある方・家族・支援者等
定 3人
受 11月20日（月）までに☎
他 相談は1件1時間以内
問 府障害者相談センター
（☎075-702-1190 075-702-1190）

子育て

視覚に障害のある方のための
研修会

障害者のための
法律相談・生活相談

講座・催し

所 アグリセンター大宮

インフルエンザ予防接種費用の
助成（高齢者）

場 所

㈱日進製作所 本社
㈱日進製作所 赤坂工場
丹後庁舎
久美浜庁舎
ショッピングセンターマイン

集

時 10月27日
（金）10時〜15時

13:00〜15:00
13:00〜15:00
12:30〜15:00
12:30〜15:00
12:30〜15:30

募

聴覚障害者交流研修会

日 時

10/23（月）
10:00〜11:30
10/24（火）
10:00〜11:30
10/25（水）
10:00〜11:30
11/17（金）
10:00〜11:30
11/23（木・祝） 9:30〜11:30

補助金・助成金など

心の相談の専門家である臨床心
理士が、あなたの悩みを整理しなが
ら解決の糸口を見つけるお手伝いを
します。
時 10月27日（金）
、11月8日（水）、
24日（金）
、12月13日（水）
10時00分〜 16時50分（1人50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。
対 さまざまな要因で精神的な悩み
を抱えている方とそのご家族
受 事前に☎
問 健康推進課（☎69-0350）

献血カレンダー

ご案内

投薬により、かえって体に悪影響を
与えてしまうなどの恐れがあります。
問 保険事業課（☎69-0220）

おしらせ版

10月15日（日） 丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）

休日応急診療

当番医

診療科目 内科

29日（日）

※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。
※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。

11月 3日（金・祝）

丹後ふるさと病院（網野町小浜 ☎72-5055）

5日（日） 弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）
12日（日） 久美浜病院（久美浜町161☎82-1500）

合同行政相談所を開設します

法律・人権・行政合同相談のご案内

所 峰山総合福祉センター

所 ら・ぽーと

時 10月23日（月）13時〜16時（受付は15時30分まで）
内 ▶土地家屋の売買や相続に関する登記などの諸手続き

▶税金に関する相談
▶年金・健康保険の手続き
▶国や市の行政についての意見や苦情
▶道路に関する相談
▶各種法律相談 など
問 京都行政監視行政相談センター（☎075-802-1100）
市民協働課（☎69-0240）

京都青年司法書士会による「無料法律相談」
時 11月18日（土）13時30分〜16時30分

所 峰山地域公民館、久美浜農業センター

内 不動産・会社登記、相続、クレジット・サラ金問題、

高齢者・障害者法律問題など。
受 直接会場へお越しください。
問 京都青年司法書士会 俣野司法書士（☎68-1381）
市民協働課（☎69-0240）

その他
「市長とフラット座談会」
開催希望団体を募集
市民の皆さんとの協働によるまち
づくりを推進するため、
市長が地域の
団体やグループなどのもとを訪問し、
市政についてざっくばらんに語り合う
座談会を開催しています。なお、座談
会の主催は申し込み団体とします。
時 原則として土日祝を除く、
9時〜21
時までの1時間〜1時間半程度
対 市内在住または在勤者で構成され
るおおむね20人未満の団体やグ
ループ、サークルなど 受 所定の申
込書を提出してください。
問 秘書広報広聴課（☎69-0110）
14

診療時間 9時〜12時・14時〜17時

22日（日） 弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

2017.10

時 10月26日（木）13時30分〜
内 ▶市民無料法律相談

16時30分

京都弁護士会派遣の弁護士による法律相談。交通事故、
土地家屋、金銭、相続、家庭の問題など。
▶人権相談
人権擁護委員による相談。差別、いやがらせ、名誉・
信用の侵害、子ども・高齢者の虐待、家庭内のもめご
となど。
▶行政相談
行政相談員による相談、国・特殊法人などの仕事で「困っ
た・分からない・こうしてほしい」という苦情や相談
受 市民無料法律相談のみ10月23日（月）の9時〜☎
（先
着）
問 市民協働課（☎69-0240）

おしらせ版の音声版を
お届けします
視覚障害のある方など、文字情報
を得ることが困難な市民の方に、市
や関係団体等が実施する各種事業、
行政サービスに関する情報を提供す
るため、月 1 回発行している
「広報京
丹後おしらせ版」の 音声版 を作成
しています。音声版（ＣＤ）の送付を希
望する方は、以下へお申し込みくださ
い。
受 ☎、窓 、
障害者福祉課、市民局
他 送付先の住所を変更した場合、利
用をやめる場合などは、必ずご連絡く
ださい。
いただいた個人情報は、
「広報
京丹後おしらせ版音声版制作・発送
等業務」の委託先である社会福祉法
人丹後視力障害者福祉センターに提
供しますので、
あらかじめご了承くださ
い。
問 秘書広報広聴課（☎69-0110）

平成29年10月10日号 No.319

各種相談窓口
相談窓口

行政相談

※原則無料。秘密は厳守します。

日 時
10/18（水）13:30〜16:30
11/ 7（火）13:30〜16:00
11/ 8（水）13:30〜16:00
11/ 9（木）13:30〜16:00
11/14（火） 9:00〜12:00
11/15（水）13:30〜16:30

場 所
峰山庁舎
久美浜機業センター
ら・ぽーと
丹後庁舎
大宮庁舎
峰山庁舎

11/ 1（水）10:00〜13:00

峰山総合福祉
センター

司法書士
登記・多重債務・ 11/ 2（木）13:30〜16:30 峰山地域公民館
法律相談
行政書士相談

おしらせ版

内容など

予約

申込・問い合わせ先

京都行政監視行政相談
国の行政施策について
の苦情や意見、要望な 不要 センター
（☎ 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）

10/26（木）11:00〜15:00 峰山総合福祉センター お 手 元 に
「年 金 手 帳」な
舞鶴年金事務所
年金事務所による
事前
どの基礎年金番号が分
11:00〜15:00
11/
9
（木）
アグリセンター大宮
（☎0773-76-5772）
「年金相談」
11/21（火）11:00〜15:00

女性相談・電話

10/26（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

10/19（木）10:00〜16:00
11/ 2（木）10:00〜16:00
11/16（木）10:00〜16:00

看護職就業相談会 11/ 2（木）13:30〜15:00

峰山総合福祉センター かるものを準備
ー
峰山総合福祉
センター ほか

女性問題アドバイザー
不要 相談専用電話
による電話相談
（☎69-0217）
女性専門相談員（フェミ
市民協働課
ニスト・カウンセラー） 事前
（☎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 10/12（木）、16（月）、17（火）、26（木）
大宮庁舎
月・木は午後、火は午前
教育相談

学校教育課
子どもの発達や不登校
事前
（☎69-0620）
等の相談

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）

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
北京都若者サポートステーション
寄り添い支援総合
をしている方と家族を 事前 京丹後サテライト
サポートセンター内 対象に就職をサポート
（☎050-3559-2804）
ワンストップで日常の悩

相談電話

寄り添い支援総合 月〜金曜日 9:00〜17:00 峰山総合福祉センター みや仕事などに関する
不要 0120-125-294
（祝日、年末年始除く） 敷地内西側建物
サポートセンター
相談や支援を行います
☎62-0032（代表電話）
相談窓口

高齢者介護
相談窓口

日 時

随時

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。
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ケーブルテレビ（ACTV京丹後局）

11チャンネル番組表

10/14〜11/17

時 分 10/14
（土）
〜10/20
（金）10/21
（土）
〜10/27
（金） 10/28
（土）
〜11/3
（金） 11/4
（土）
〜11/10
（金） 11/11
（土）
〜11/17
（金） 分 時

00
日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
6 30
番組のご案内
45
健康体操
00
京丹後おしらせ便
7 15
文字お知らせ情報
30
週間！ニュース
00 特集
特集
特集 ふるさと文化財めぐり第38回 特集
15 ふるさと海づくり大会 平成29年度認知症セミナー 特集
第33回丹後吹奏楽
8
〈9月10日開催〉
30
フェスティバル
第33回丹後吹奏楽
〈9月10日開催〉
45
後半
フェスティバル
消費生活センター啓発寸劇
00 消費生活センター啓発寸劇 日本ケーブルテレビ連盟
〈9月23日開催〉
前半
15
〈9月23日開催〉
加盟局番組
9
30
歴史街道
歴史街道
歴史街道
45
よさこい体操
00 特集
特集
特集
特集
15 知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
10
30「京丹後市の大地と歴史」① 「京丹後市の大地と歴史」② 「京丹後市の大地と歴史」③ 「京丹後市の大地と歴史」④
45
自然公園の魅力と
山陰海岸ジオパークと
ジオサイトの植物と現状
丹後の古墳と歴史
00
自然保護官の役割
世界のジオパーク
15
〈9月20日開催〉
〈9月27日開催〉
〈9月13日開催〉
〈9月6日開催〉
11
30
45
関西三関王
関西三関王
関西三関王
関西三関王
京丹後おしらせ便
00
12 15
文字お知らせ情報
週間！ニュース
30
00 再放送
アンコール
再放送
再放送
15
英語講座
2016丹後大学駅伝
英語講座
英語講座
13
30 〜初級から中級編〜
〜初級から中級編〜
〜初級から中級編〜
45
第3回
第1回
第2回
00
〈3月10日開催〉
〈2月27日開催〉
〈3月6日開催〉
15 消防庁火災予防ビデオ
14
30
歴史街道
歴史街道
歴史街道
45
関西三関王
関西三関王
関西三関王
京丹後おしらせ便
00
文字お知らせ情報
15 15
週間！ニュース
30
00 特集
特集
特集
特集
15 知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
知って語れるマメ知識
16
30「京丹後市の大地と歴史」① 「京丹後市の大地と歴史」② 「京丹後市の大地と歴史」③ 「京丹後市の大地と歴史」④
45
自然公園の魅力と
山陰海岸ジオパークと
ジオサイトの植物と現状
丹後の古墳と歴史
00
自然保護官の役割
世界のジオパーク
15
〈9月20日開催〉
〈9月27日開催〉
〈9月13日開催〉
〈9月6日開催〉
17
30
45 消費生活センター啓発寸劇 与謝野町有線テレビ制作番組 特集 ふるさと文化財めぐり第38回 消防庁火災予防ビデオ
京丹後おしらせ便
00
健康体操
15
18
歴史街道
30 民生委員制度創設100周年
関西三関王
45
京都地域ニュース
00
19 15
文字お知らせ情報
週間！ニュース
30
00 特集
特集
特集
特集
15 ふるさと海づくり大会 平成29年度認知症セミナー
第33回丹後吹奏楽
第33回丹後吹奏楽
20
30
フェスティバル
フェスティバル
〈9月10日開催〉
〈9月10日開催〉
45
前半
後半
消防庁火災予防ビデオ
00 再放送
〈9月23日開催〉
〈9月23日開催〉
再放送
15 第13回京丹後市総合体育大会
外来生物セミナー
21
30
再放送
再放送
〈9月9日開催〉
〈9月3日開催〉
45
ふるさと海づくり大会
平成29年度認知症セミナー
00
〈9月10日開催〉
〈9月10日開催〉
歴史街道
22 15
関西三関王
関西三関王
30
再放送「週間！ニュース」前週分
23 00
テレビショッピング
市議会再放送予定
（9月議会一般質問）

10月21日（土）19:00 〜 21:45
10月22日（日）19:00 〜 22:30

10月28日（土）19:00 〜 22:00
10月29日（日）19:00 〜 22:30

00
30 6
45
00
15 7
30
00
特集
京丹後市小学校駅伝競走大会 15
8
30
〈10月14日開催〉
45
再放送 ふるさと文化財めぐり第38回 00
消防庁火災予防ビデオ 15
9
30
歴史街道
45
00
特集
15
第1回歯科講演会
10
30
〈10月11日開催〉
45
00
15
11
30
歴史街道
45
関西三関王
00
15 12
30
00
再放送
15
韓国語講座
13
〜深く学びたい方向け講座〜 30
45
第1回
00
〈8月29日開催〉
15
14
30
歴史街道
45
関西三関王
00
15 15
30
00
再放送
15
第33回丹後吹奏楽
16
30
フェスティバル
45
前半
00
〈9月23日開催〉
15
17
再放送 ふるさと文化財めぐり第38回 30
消費生活センター啓発寸劇 45
00
15
18
30
45
00
15 19
30
00
特集
京丹後市小学校駅伝競走大会 15
20
30
〈10月14日開催〉
45
00
特集
15
第1回歯科講演会
21
30
〈10月11日開催〉
45
00
15 22
30
00 23

11月4日（土）19:00 〜 22:15

※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

16

2017.10

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。

