【記号の意味】
時 ＝日時
料 ＝料金

所 ＝場所

内 ＝内容

受 ＝受け付け

要 ＝要件

持 ＝持参物・必要書類
窓 ＝窓口

＝フリーダイヤル

〒 ＝郵送

定 ＝定員
他 ＝その他

＝Ｅメール

＝ホームページ

●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。
平成29年12月8日号Ｎｏ．321

営業時間：通常通り9時〜17時
【小町公園】
休業日：12月29日
（金）
〜1月4日
（木）
営業時間：通常通り10時〜16時
【道の駅てんきてんき丹後】
休業日：12月31日
（日）
営業時間：1月1日
（月・祝）
10時〜17時、
1月2日
（火）
〜3日
（水）9時〜17時
その他の日は通常通り9時〜17時30分
【碇高原ステーキハウス】
12月12日
（火）
〜2月28日
（水）の 間 は
冬季休業
【風のがっこう京都】
宿泊のみ営業
（要予約）
【スイス村スキー場】
休業日：なし
営業時間：通常通り8時〜16時
【青少年山の家】
宿泊のみ営業
（要予約）
【風蘭の館】
休業日：12月26日
（火）
〜1月8日
（月）
【久美浜豪商
「稲葉本家」
】
休業日：12月29日
（金）
〜1月1日
（月・祝）
営業時間：通常通り9時〜16時
※1月3日
（水）は開館します。
【茶屋あそび石】
休業日：12月31日
（日）
〜1月3日
（水）
営業時間：12月31日
（日）までは通常
通り10時〜17時、1月4日
（木）〜3月
31日
（土）は予約営業のみ

【染色体験】
▶休業日：12月30日
（土）
〜1月3日
（水）
【たんご朝市】
▶休業日：12月31日
（日）
、1月7日
（日）
※年 内は12月24日
（日）
まで。1月14日
（日）から通常開催
（8時〜10時）
問 アミティ丹後
（☎72-5261）

アミティ丹後
年末年始の業務案内

大宮診療所は大宮庁舎に
一時移転しています

【地場産品販売など】
（日）
、1月1日
（月・祝）
▶休業日：12月31日
※1月2日
（火）は12時〜17時の短縮営
業。1月3日
（水）以降は通常営業

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）

時 12月28日
（木）
〜1月4日
（木）
内 峰山・あみの図書館では、年末年始

の休館期間も
「本の返却ポスト」をご
利用いただけます。
（他の図書室のポ
ストは利用できません）
※ＣＤ等視聴覚資料
は 破 損し や す い の
で、必ず開館日にカ
ウンターでお返しください。
問 峰 山図書 館
（☎62-5101）
、あみの
図書館
（☎72-4946）

講座・催し

「高齢者片道200円レール」
年末年始は利用できません
京都丹後鉄道の
「高齢者片道200円
レール」は、年末年
始は利用できません。
時 12月27日
（水）〜1月6日
（土）
問 企画政策課
（☎69-0120）

子育て
健康と福祉

12月27日
（水）
は、固定資産税（4期）、国民健康保険税（7期）の納期限です

市立図書館
（室）
年末年始の休館日

集

【丹後温泉はしうど荘】
休業日：12月26日
（火）
営業時間：12月31日
（日）
〜1月2日
（火）
13時〜22時
その他の日は通常通り16時〜22時
【宇川温泉よし野の里】
休業日：なし
営業時間：通常通り11時〜21時
【浅茂川温泉静の里】
休業日：なし
営業時間：12月31日
（日）
10時〜20時、
1月1日
（月・祝）12時〜21時
その他の日は通常通り10時〜22時
※浅茂川温泉プール
12月30日
（土）
〜1月5日
（金）
まで休業
【弥栄あしぎぬ温泉】
営業時間：12月30日(土) 通常どおり、
31日(日) 10時〜23時、1月1日(月・祝)
12時〜23時、2日(火)10時〜23時、
3日(水)10時〜22時※水曜日ですが
営業します。4日
（木）
〜通常どおり
※12月31日〜1月2日は最終受付22時
30分、1月3日は最終受付21時30分
【天女の里】
休業日：なし

●詳しくはお問い合わせください。

募

温泉施設・観光施設
年末年始の営業について

●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

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）
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年末年始におけるごみの収集と受け入れ
【ごみ収集のない日】12月31日（日）〜 1月3日（水）
【各施設の受け入れ日】
※各施設の受け入れ時間：9時〜16時30分
峰山クリーンセンター
（峰山町内記）

峰山最終処分場
（峰山町内記）

大宮最終処分場
（大宮町三坂）

○
○
○
○
×
×

×
○
×
×
×
×

○
×
○
×
×
×

○
×
○
×
×
×

×
○
×
○
×
×

臨時受け入れ日
「可燃ごみのみ持込可」
9時〜 12時

×

×

×

×

12月27日(水)
28日(木)
29日(金)
30日(土)
31日(日)
平成30年 1月1日(月・祝)
2日(火)

網野最終処分場 久美浜最終処分場
（網野町三津） （久美浜町三原峠）

3日(水)
×
×
×
×
4日(木)
○
○
×
×
5日(金)
○
×
○
○
【持ち込めるごみ】
▶峰山クリーンセンター：可燃ごみ・可燃性粗大ごみ・資源ごみ・有害ごみ
▶各最終処分場：不燃ごみ・不燃性粗大ごみ・有害ごみ（峰山最終処分場は除く）
※1月2日
（火）は、庭木の剪定くず・可燃性粗大ごみ・資源ごみ・有害ごみは持ち込めません。
※年末年始は施設場内の混雑が予想されます。できる限り
「市指定ごみ袋」での持ち込みにご協力ください。
問 市民環境課（☎６９-０２１０）

窓口業務のご案内
≪年末年始の窓口業務≫
12月29日
（金）
〜1月3日
（水）は閉庁と
なります。
≪窓口業務延長≫
時 毎週木曜
（祝日除く）17時15分〜19時
所 峰山市民局
【取り扱い業務】戸籍謄抄本・除籍謄
抄本・戸籍附票・身分証明書・独身
証明書・住民票謄抄本・住民票記載
事項証明書・印鑑登録証明書の発行
および印鑑登録・住民票コード通知票
再交付・本人通知制度登録申出・通
知カード紛失届、通知カード再交付申
請・マイナンバーカードの交付（閉庁日
を除く2日前に要予約）
持 ▶印鑑、本人確認書類
（運転免許
証・健康保険の被保険者証など）
▶印
鑑登録証明書申請の場合は印鑑登録
証（カード）
▶マイナンバーカード交付
の場合は対象の方に発送した「マイナ
ンバーカード
（個人番号カード）の受取
りについて」をご確認ください。
問 市民環境課
（☎69-0210）
≪電話予約による時間外交付≫
【交付できる証明書】住民票謄抄本・
印鑑登録証明書・税務証明書(所得証
2
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明、課税証明、非課税証明、納税証明、
固定資産評価証明、固定資産公課証
明、軽自動車税納税証明)
※申請できる方は本人または同一世帯
の方に限ります。
受取場所：市民局夜間窓口（宿直室）
受取時間：申込日の17時30分〜19時
（祝日除く）
受取方法：申請書記入後に交付
※申請者以外の方には交付できません。
持 ▶本人確認書類
（運転免許証・健康
保険の被保険者証など）
、手数料▶印
鑑登録証明書申請の場合は印鑑登録
証（カード）
料 一通200円※軽自動車税納税証明
は無料
受 月〜金 曜
（祝 日 除く）の9時〜17時
の間に電話で受け取りを希望する市民
局へ「証明書などの内容」
「受け取り時
間」などを伝えてください。
問 峰山市民局
（☎69-0711）
、大宮市
民 局（☎69-0712）
、網 野 市 民 局（☎
69-0713）
、
丹後市民局
（☎69-0714）
、
弥栄市民局（☎69-0715）
、久美浜市
民局（☎69-0716）

×
○
×

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
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。

平成29年12月8日号 No.321

平 成27年10月〜平 成29年8月9日
に通知カードに同封された「マイナン
バーカード交付申請書送付用封筒」の
差出有効期間は平成29年10月4日と
なっていますが、平成31年5月31日まで
使用できます。
また、
『マイナンバーカード総合サイ
ト』上に封筒様式が掲載されております
ので、印刷して利用できます。
▶
「マイ
ナンバーカード 封筒材料」
と検索
問 市民環境課
（☎69-0210）

年末は申し込みが集中します

内▶受付後、くみ取りまでに通常4〜5

給与支払報告書へのマイナンバーの記載と提出期限

支払を受ける者、控除対象配偶者、
控除対象扶養親族、16歳未満の ▶氏名・個人番号
扶養親族の各欄
支払者欄

▶前職分を含む場合、その支払者、支払金額、
社会保険料等の金額、源泉徴収税額
▶障害者控除適用の場合、対象者の氏名と特
別またはその他の区分

受 平成30年1月31日
（水）
まで。受給者が平成30年1月1日
（平成29年中に退職した
方は退職した日）に居住する市区町村長宛てに総括表を添えて提出してください。
【対象種別】給与・賃金等（役員、パート、アルバイト、専従者給与も含む）
問 税務課
（☎69-0180）
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健康と福祉

摘要欄

▶個人番号（個人事業主の場合）
・法人番号
▶住所・所在地▶氏名・名称

【浄化槽の工事が完了した場合】
工事完了後「浄化槽工事完了報告書」
を提出してください。
添付書類：浄化槽工事の点検票
【浄化槽の使用を開始した場合】
使用を開始した日から30日以内に「浄
化槽使用開始報告書」を提出してくだ
さい。
添付書類：保守点検業者・清掃業者
との委託契約書の写し
【浄化槽を廃止した場合】
下水道への接続や、建築物の解体に
伴い浄化槽を廃止する場合は、浄化
槽の最終清掃（汚泥引抜・洗浄）を行
い、浄化槽を廃止した日から30日以内
に「浄化槽廃止届出書」を提出してくだ
さい。
添付書類：最終清掃報告書（最終清
掃を行ったことを証する書類）
受 窓 、市民局に提出
問 下水道整備課
（☎69-0550）

子育て

平成30年度（平成29年分）の給与支払報告書は、マイナンバー制度の施行に伴
い、個人番号や法人番号の記載が必要になっています。
以下のことに留意して作成し、提出してください。提出方法は次号のおしらせ版
（H30.1.10発行号）に掲載します。
留意項目
記載事項

個人で設置した
浄化槽の手続きについて

講座・催し

日程度の日数を要しますので、早めに
申し込みをお願
いします。
▶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）
・ ・

集

し尿のくみ取り
お申し込みはお早目に

募

所得税の年末調整時の社会保険料
控除に使用する平成29年中の「国民
健康保険税・介護保険料・後期高齢
者医療保険料」の納付額は、領収書
や通帳により各自で確認していただきま
す。しかし、やむを得ない事情により納
付額が確認できない場合は、無料で納
付確認書を交付します。
受 市民局
対 本人または同居の家族、委任
（本人
の印鑑を押した委任状が必要）を受け
た方
持 申請者の本人確認ができるもの
（運
転免許証など）
他 ▶納付額は個人情報のため、電話
による確認は不可
▶所得税確定申告、住民税申告で納

マイナンバーカード交付申請書
送付用封筒について

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
▶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。
年末年始の休業日：12月29日
（金）
〜
1月3日
（水）
他 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。
問 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）

補助金・助成金など

平成29年中の
「社会保険料納付額」の確認

付額の確認が必要な方へ：平成30年
1月下旬に、平成29年中の納付額を記
載した
「社会保険料納付済通知書」
（年
金から特別徴収したものを除く）を送
付します。
問 税務課
（☎69-0180）

ご案内

▶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）

おしらせ版

償却資産申告書の提出を
お願いします
償却資産を市内に所有している方
は、毎年1月1日の資産状況を1月31日
までに申告する必要があります。税務
課で把握している該当事業者の方へ
12月下旬に申告書を送付しますので、
期限までに提出してください。
受 市民局、窓
他 ▶平成29年中に休業・廃業した方
もその旨を申告する必要があります。
▶新たに事業を始めた方には、申告書
を送付しませんので、ご連絡ください。
問 税務課
（☎69-0180）

除雪作業へのご協力を
お願いします
市では平成30年3月15日（木）
まで
を除雪期間として道路除雪を行いま
す。
積雪量が10㌢以上の場合に原則午
前5時から出動します。市民の皆さん
にはご不便をおかけすることがありま
すが、除雪作業へのご理解・ご協力
をお願いします。
【以下の点にご協力ください】
▶除雪作業の妨げとなる路上駐車の
防止
▶除雪後に各家庭
の玄関先に残った
雪の除去
▶屋根や庭木など
から道路に落ちた雪の除去 など
問 管理課（☎69-0510）

住宅用火災警報器の
設置が必要です
火災による死者の6割は住宅火災に
よるものです。警報器を設置すること
で、住宅火災による死者の発生や被
害を減少できます。警報器設置の「有・
無」を比較すると、
「有」の場合の死者
数は約2/3、燃えた面積は約1/2に減
少しています。

10月公共工事発注状況

工
事
名
弥栄果樹園管理棟併用休憩施設屋根等改修工事
道の駅てんきてんき丹後オートキャンプ場トイレ改修工事
此代地区配水管布設替工事
新庄地区配水管布設替工事
弥栄地域公民館高圧受変電設備改修工事
網野みなみ保育所エアコン更新工事
善王寺地区管渠布設工事その16
余ル部線道路改良工事
長岡地区管渠布設工事その29
大糸川河川改修工事
布多村日吉橋線道路改良工事
長岡地区マンホールポンプ設備工事その2
八丁浜シーサイドパーク屋外照明灯改修工事
京丹後市浄化槽設置工事その17

工事場所
弥栄町木橋2194番地
丹後町竹野
丹後町此代
久美浜町新庄
弥栄町溝谷
網野町小浜
大宮町善王寺
大宮町善王寺
峰山町長岡
峰山町赤坂
網野町浅茂川
峰山町長岡
網野町浅茂川・小浜
峰山町新治他

警報器は、火災か
らあなた自身はもち
ろん、大切な家族の
命を守るためにも設
置が必要です。
設置が必要な場所は、寝室、台所、
寝室のある階の階段です。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）

消防車・救急車などの緊急走行に
ご理解とご協力を！
消防車や救急車などの緊急車両は、
緊急時に迅速に通行するため優先的に
走行することが認められています。
緊急車両の円滑な走行のために、
以下のことについてご協力をお願いし
ます。
▶緊急車両と遭遇した場合は、交差点
を避け、車両を道路の左側に寄せて一
時停止するなど、周囲の状況に配慮
の上、進路を譲ってください。
▶狭い道路などの停車は緊急車両の
通行に支障がないようにしてください。
▶緊急走行中のサイレン吹鳴は、法律
で義務付けられています。夜間などの
サイレン音にご理解をお願いします。
問 消防団・消防本部
（☎62-8119）

小中学校では積雪時の通学路の除雪状況を把握し、地域やＰＴＡと連携し
て登下校の安全確保に努めています。積雪の状況によっては、児童生徒が車
道を登下校することがあります。
車の運転中、そのような場面に遭遇したときは、徐行運転にご協力ください。
また、家の前などを除雪するときは、子どもたちの歩くスペースが少しでも
確保できるようご協力ください。 問 学校教育課（☎69-0620）

2017.12

契約金額（円） 工期
4,766,040 H29.12.28
1,992,600 H29.12.28
50,664,960 H30.3.30
38,956,680 H30.3.30
10,800,000 H30.1.31
8,078,400 H30.1.19
38,557,080 H30.3.30
13,938,480 H30.3.23
10,486,800 H30.2.28
9,589,320 H30.2.23
8,381,880 H30.2.20
10,260,000 H30.2.28
1,242,000 H29.12.22
2,460,240
H30.2.9

※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）

積雪時の登下校の安全確保にご協力を
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受注業者
本井鉄工
丹後水道㈱
㈱マルキ建設
㈱辻建設
森電気工業㈱
㈱室野商店
林建設㈱
山崎工業㈱
羽賀工業
㈱平林組
㈱修己建設
藤村電業㈱
㈱大西商店
㈱好井工務店

年末の火災「ゼロ」を目指し
消防団年末警戒を実施
年末恒例の消防団年末警戒を実施
します。
時 12月28日
（木）〜29日（金）20時〜24時
所 消防車庫等市内77カ所
内 消防車両や徒歩により、管内の防火
広報とパトロール
問 消防本部総務課
（☎62-8119）

年末特別火災予防運動
消防本部では、12月20日
（水）
〜31
（日）の間「年末特別火災予防運動」
日
を実施します。
冬になり、家庭で火気を取り扱うこ
とも多くなります。外出時や寝る前に
は、必ず火の元を確認し、洗濯物を
ストーブの上に干したり、近くで乾か
したりするのはやめましょう。逃げ遅れ
を防ぐために、住宅用火災警報器の
設置・点検をしましょう。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）

消防出初式
新春恒例の消防出初式を開催します。
時 平成30年1月7日
（日）
所 丹後文化会館、周辺
道路、小西川沿い
内 ▶式典
（優良消防団員表彰他）9時
30分〜▶市 中 行 進（消 防 職 団員4列
縦隊・消防車両15台による行進）11
時10分頃▶放水（消防車両6台による

平成29年12月8日号 No.321

など

冲永文化振興財団
民俗芸能分野への助成

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）
高校、大学等への入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融資
制度です。お子さま1人につき350万
円以内を固定金利（年1.76％
［11月10
日現在］
）で利用でき、在学期間内は利
息のみの返済とすることができます。
詳しくは、
「国の教育ローン」で検索し
ていただくか、以下へお問い合わせく
ださい。
問 教育ローンコールセンター
（☎0570-008656、
（03）5321-8656）

ご利用ください
「くらしの資金」

2017.12
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失業や疾病、債務整理による生活
再建などにより、一時的に生活が困窮
している世帯に対し、くらしのための資
金をお貸しします。
対 市内在住の方
受 申込書、同意書
【限度額】1世帯20万円以内（無担保・
無利息）
【償還期間・方法】貸付日から2年〜3
年8カ月以内に分割または一括償還
【審査】
くらしの資金貸付審査会（毎月
2回開催）で審査
【貸付日】毎月5日・20日ごろ
【保証人】10万円以内の場合は不要。
10万円を超える場合は連帯保証人1
人が必要
他 ※受付時に世帯の生活状況などの
聞き取り調査をします。
※申込から貸付までに1〜2週間程度
かかります。
問 寄り添い支援総合サポートセンター
（ 0120-125-294）

子育て

事業資金融資で負担された利子に対
し、利子補給を行います。
対 以下の全てに該当する方
▶市内に住所を有する個人事業者（市
外で事業を行っている場合は、市民税
の納税義務者等）
または市内に所在地
を有する法人事業者
▶京都信用保証協会の保証対象業種
を営んでいる方
▶市税等（市税・延滞金・督促手数料）
を滞納していない方
要
【対象融資】
▶府中小企業融資制度に基づく融資
▶政府系金融機関の融資制度に基づ
く融資
▶京丹後市商工業振興融資制度に基
づく融資
【対象利子】平成29年3月31日以前の
借 入に対し、平 成29年1月1日〜12月
31日までに支払われた利子（延滞利子
除く）
※ただし、初回利子支払月から
60カ月間
【対象融資の限度額】運転資金・設備
資金合計で1億1,000万円まで※平成
29年1月1日現在の借入残高（平成29
年1月2日以降に借り入れた融資はその
借入額）の合計で計算します。
【補給率】借入利率のうち2.5％以内。
ただし補給後の末端金利（実質負担金
利）は以下のとおり
▶平成28年3月31日以前の借入：1.7％
以上
▶平 成28年4月1日以 降、平 成29年3
月31日以前の借入：1.8％以上
▶平成29年4月1日以降の借入：補給
の対象外
【補給限度額】1事業者当たり100万円
受 市民局、窓 に申請書
（市民局、窓 、
市 に設置）
と以下の添付書類を提出
持 ▶借入金融機関が京都銀行・京都
北都信用金庫・但馬信用金庫の場合
承諾書兼手数料口座振替依頼書
※複数の金融機関の融資がある場合

講座・催し

市が雪害対策本部を設置した期間
内において、以下の助成要件全てに該
当する場合に、区が建設業者等を手
配して行った屋根の雪下ろしなど、除
雪に要した経費の一部を助成します。
▶65歳以上の高齢者世帯、身体障害
者世帯、母子世帯
▶区 長と市 民 局 長と
の協議により必要と認
められる世帯
▶地域で除雪協力者の確保ができな
い場合
▶社会福祉協議会の『雪下ろし、雪
すかし事業』が実施できない場合
【補助対象期間】
市が雪害対策本部を設置した期間
【除雪の範囲】
▶雪下ろし…居住している家屋の屋根
▶雪すかし…玄関から道路までの外出
に支障がでる通路
※いずれも区長が必要と認めたもの
に限ります。
【補助金額】
1回当たりの除 雪 費 用の半 額（上 限

内 商工業者の経営を支援するため、

集

雪下ろし等の除雪費用助成

時 平成30年1月4日
（木）
〜31日
（水）

募

団体が実施する伝統民俗芸能の公
演・公開事業や、伝統民俗芸能の保
存伝習事業に対しての助成を行いま
す。府教育委員会の推薦書が必要で
すので、事前にご相談ください。
受 平成30年3月13日
（火）
まで
問 文化財保護課
（☎69-0640）

商工業経営安定利子補給金

は金融機関ごとに申請書を提出
※利子支払証明は、市が申請者の方
に代行して各金融機関へ依頼します。
※証明手数料は、申請者の負担となり
ます。
（後日、指定口座から振り替えら
れます）
▶借入金融機関が日本政策金融公庫・
その他政府系金融機関等の場合
申請書に借入金融機関の証明を受け
てください。
※対象融資が複数ある場合は、融資
ごとに申請書を提出してください。
他 詳しくはお問い合わせください。
問 商工振興課
（☎69-0440）

補助金・助成金など

補助金
・助成金

20,000円）
※100円未満切り捨て
受 区長の証明を受けた上で平成30年
3月30日（金）
までに申請書（市民局、
窓 に設置）
を、市民局、窓 に提出
問 長寿福祉課
（☎69-0330）

ご案内

一斉放水）11時30分頃（約3分）
他 ▶進行状況により時間が前後する場
合があります。
▶積雪などによる中止の場合は防災
行政無線でお知らせします。
問 消防本部総務課
（☎62-8119）

おしらせ版

在宅障害者介護支援金
対 在宅障害者を介護している家族など
要 ①在宅障害者の要件▶65歳未満

（昭 和28年1月3日以 降 生まれ）
▶介
護保険の要介護認定を受けていない
▶
「身体障害者手帳1・2級」
「療育手
帳A判定」
「精神障害者保健福祉手帳
1級」のいずれかの交付を受け、6カ
月以上常時介護を要する状態である
と認められる▶平成29年7月1日から
平成30年1月1日まで引き続き市内在
住▶平 成30年1月1日現 在、障 害 者
援護施設などに入所していない▶平
成29年7月1日から平 成30年1月1日
までの間に、通算して90日以上居宅
で日常生活を営んでいる
②介護している家族等の要件▶①を
介護している配偶者または3親等内の
家族▶①と同居し、かつ生計を共に
している▶市内在住
③その他の要件▶①と生計を共にする
世帯員全員が平成29年度住
民税非課税である
【支 援 金 額】5万 円（在 宅 障
害者1人につき年1回支給）
受 平成30年1月4日
（木）
〜15日
（月）窓
問 障害者福祉課
（☎69-0320）

持 印鑑、領収書、補助
受 市民局、窓
対象経費を支払ったことが分かる書
類の写し、補助金振り込み口座の通帳
問 長寿福祉課（☎69-0330）

募集
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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、日程等の詳細は
市 をご覧ください。
問 人事課
（☎69-0150）

消防団員募集

旬の京丹後
ロゴマークとキャッチコピー利用者を募集
市では「京丹後ならではの旬やこ
だわりの食材と料理でもてなす観
光」を推進するため、シンボルとな
るロゴマークとキャッチコピーを決
定しました。
市内の事業者や各種団体、市民の
皆さんにも活用していただけます。
利用要件・申し込み方法等について
は市 に掲載していますので、ご覧
ください。
問 観光振興課（☎69-0450）

位置探索サービス利用補助金
認知症等による徘徊等で行方不明
になるおそれのある高齢者が、
ＧＰＳ
端末による位置探索サービスを利用
した場合の初期費用を補助します。
対 市に登録された、認知症等による
徘徊等で行方不明になるおそれの
ある方、またはその4親等以内の親
族でＧＰＳ端末による位置探索サー
ビスの利用を契約した方
要 補助対象：サービス利用開始にか
かる初期経費（位置探索機、充電器
等の購入に要する経費（いずれも1
個に限る）
、加入料、手数料等）
※月々の利用料および探索費用等
は除きます。
※位置探索機は主
た る 機 能 がＧＰＳ
により情報を発信
するものである端
末に限ります。
補助額：上限1万円（1人につき1回限り）

市職員採用試験実施について

市消防団では消火活動をはじめ、
風水害時の水防活動、震災時の救出
活動などを行っています。まちの安全
を守り、安心して暮らせる生活のため
に、あなたの力をお貸しください。
対 市内在住、在勤の18歳以上の健康
な方
時（採用予定）
平成30年4月1日
※随時の入団も可能です。お気軽に
ご相談ください。
女性消防団員も随時募集しています！
内
【男性団員】
①火災発生時の消火活動、風水害時
の水防活動、震災時の救出活動
②①のための各種訓練
③火災予防を中心とした広報、
啓発、点検活動
【女性団員】
①月1回程度の定例会議
②火災予防を中心とした広報、啓発
活動
【その他】
①団員報酬および出動手当などを支
給します
②消防団活動中に負傷された場合は
補償制度があります
受 入団申込書
（ 窓 、市民局に設置）を
窓 、市民局に提出
問 消防本部総務課
（☎62-8119）

自衛官等募集
募集種目

年齢資格

自衛官候補生 男子 18歳以上27歳未満の方

受付期間

試験期日

〜平成30年 平成30年
1/26（金） 1/27（土）

1次 試 験：平 成30
陸上自衛隊
中 卒（見 込 み 含 む）17歳 〜平成30年 年1/20（土）
高等工科学校 男子
未満の方
1/9（火）
2次 試 験：平 成30
生徒
年2/1
（木）
〜4
（日）
※試験会場等の詳細はお問い合わせください。
問 自衛隊京都地方協力本部京丹後地域事務所
（☎64-2498）

平成29年12月8日号 No.321

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）

和い輪い楽習館
1月開講講座
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子育て

① 1/ 6（土） 習字教室
② 1/ 9（火） うた声サロン
③ 1/11（木） リズム体操（サザエさん体操等）
④ 1/16（火） 太極拳（基礎編）
⑤ 1/17（水） 前結び着付け教室
⑥ 1/19（金） 絵手紙教室
⑦ 1/20（土） 習字教室
⑧ 1/22（月） うた声サロン
⑨ 1/30（火） 太極拳（基礎編）
※①②⑥⑦⑧9時30分〜、
④⑨13時
30分〜、
③⑤14時〜
所 ⑥和 い 輪 い 楽 習 館、
①③④⑤⑦⑨
がや我家（楽習室）
、
②⑧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）

講座・催し

内 口大野団地
（大宮町）2戸、角田団
地（弥栄町）2戸、長岡団地（峰山町）
1戸、網野団地（網野町）1戸、その他
市外の24団地40戸
受 12月14日（木）
、15日（金）9時30
分〜 11時30分、13時〜 16時
所 府峰山総合庁舎※別日に中丹・丹

時 平成30年1月26日
（金）までの間毎
日①9時45分〜12時25分②13時〜
15時40分※どちらかの時間帯
所 峰山自動車学校
（峰山町荒山738）
内 峰山自動車学校の専任講師による
エコドライブ講習
対 市内在住、在勤の方
定 40人
（先着）
受 平成30年1月19日
（金）17時まで
希望日の1週間前までに以下の必要
事項を☎、 、
▶受講希望日時、
氏名（フリガナ）
、年齢、性別、住所、
電話番号、運転免許証記載の免許の
条件等、事業所として申し込む場合
は所属事業所名※受講希望日時に沿
えない場合もあります。
▶受付後に受
講日等について連絡します。
▶1人で
も2人1組でも可
他 ▶受講当日は必ず運転免許証と運
転免許証（表面）の写し（コピー）を持
参してください。
▶眼鏡等の条件があ
る方は、眼鏡も忘れずに持参してく
ださい。
▶運転しやすい履物で参加し
てください。
▶詳しくは市 にも掲載
しています。
問 市民環境課
（☎69-0210 62-6716）
shimin@city.kyotango.lg.jp

人と自然の共生を通した地域活性
化について考えるセミナーを次のと
おり開催します。
時 12月17日
（日）13時30分〜15時
（受付は13時〜） 所 島津勤労者と子
どものセンター（網野町島津）
▶基調講演：佐竹節夫さん（豊岡市
立ハチゴロウの戸嶋湿地代表・日本
コウノトリの会会長）
▶講演：森豊彦
さん（人と自然の共生ネット会長）
▶
コメンテーター： 北垣和也さん（豊
岡市立コウノトリ文化館・自然解説
員）
、宮津高等学校フィールド探究部
問 人と自然の共生ネット
（京の里セ
ンター内☎62-5226）

集

府営住宅の入居募集

エコドライブ講習会

コウノトリのまちづくりセミナー

募

市の魅力を紹介できる時節（2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】
▶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 12月28日
（木）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）

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 随時受付
問 都市計画・建築住宅課
（☎69-0530）

補助金・助成金など

平成30年2月発行の「議会だより」
表紙写真を募集

峰山町長岡の宅地を
分譲します

講座・催し

ご案内

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、
この登録者の中から選考し、任用を
決定します。
対 市立保育所・幼稚園で勤務を希望
する方（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）

後エリア内の総合庁舎でも受付
他【入居時期】平成30年3月下旬（予
定）
【募集案内の配布】府峰山総合庁
舎、丹後保健所、都市計画・建築住
宅課、市民局【特定目的優先入居】別
途13戸を募集します。詳しくは、丹
後保健所（☎62-4302）に問い合わせ
てください。
問 府住宅供給公社 中丹・丹後府営住宅管理
センター（綾部総合庁舎内☎0773-42-1021）

おしらせ版

離職者向け短期職業訓練
「基礎からのオフィスソフト科／丹後2」
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】
▶パソコン操作の基本、
各種アプリケーションソフト
（ワード・
エクセル・パワーポイント）の技術と
操作技能の習得▶Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ検
定3級の資格取得を目指す
【就職支援】
▶期間中および終了後3
カ月間の再就職活動をサポート
時 平成30年1月30日〜3月29日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
ている方で以下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 7,992円 受 平成30年1月
9日
（火）
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

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〜」
（後期展
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 平 成30年1月13日
（土）13時30分〜
所
14時30分
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

図書館（室）読み聞かせ
場所（主催）

日時

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

毎週金
毎週土

14:00〜14:30

毎週木

10:00〜10:20 えほんのへや（乳幼児対象）
※12/28、1/4はお休み
10:30〜11:00 読み聞かせ（３歳〜小学生対象）
14:00〜14:30 ※12/30はお休み

毎週土

10:30〜10:50 えほんのへや（乳幼児対象）
※1/3はお休み
12/16（土）10:30〜11:00
おはなしランド（３歳〜小学生対象）
1/ 6（土）10:30〜11:00
1/10（水）10:30〜10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）
12/21（木）10:30〜10:50 おはなし会（乳幼児対象）

弥栄図書室
冬のお楽しみ会
時 12月16日
（土）14時〜 15時
所 弥栄地域公民館

内 手あそび、大型絵本
『ひつじぱん』

『ねずみくんのチョッキ』
『だいおうい
かのいかたろう』
、パネルシアター
「か
さじぞう」
、工作
協力：虹色のたね
問 弥栄図書室
（☎65-2101）

大宮図書室
冬のおたのしみ会
時 12月17日
（日）10時〜 11時30分
所 アグリセンター大宮

内 人形劇
「へなりしゃもじ」
、エプロ

ンシアター「うらしまたろう」
、詩の
暗唱、大型絵本『とんとんとん』
、工
作「へんしんおめん」
協力：朗読ボランティア
「手をつなごう」
問 大宮図書室
（☎69-0672）

講座名
実施期間（回数） 受講料
場 所
イラストレーター入門講座Bコース 1/ 9〜2/23（14回） 15,000円 峰山地域公民館
ＭＯS Word2013資格取得講座
1/10〜2/ 7 （9回） 11,000円（※）
丹後勤労者
コンピュータサービス技能評価試験
1/11〜2/15 （9回） 11,000円（※）
福祉会館
（ワープロ部門）3級受験講座
1/19〜2/16 （9回） 9,000円（※）

【時間】18時30分〜21時30分
※別途教材費要
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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おはなしひろば（３歳〜小学生対象）
※12/30はお休み

毎週水

丹後地域職業訓練センター職業訓練講座（夜間）

ワード応用講座Cコース

行事名

えほんのじかん（乳幼児対象）
10:30〜10:45
※12/29はお休み

「ベニシア 映画＆トーク」
開催中止について
広報京丹後11月号に掲載の平成
30年3月4日（日）に開 催 予 定 だった
『ベニシア 映画＆トーク』は、出演
者の事情により中止します。
楽しみにされていた方には、大変
申し訳ございませんが、ご了承くだ
さい。
問 丹後文化会館
（☎62-5200）

子育て
プレパパ＆プレママスクール
両親学級
時 12月13日
（水）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 12月12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）

平成29年12月8日号 No.321

マタニティクラス

子育てホ〜ッと講話
＆座談会

ている間、保護者同士でコミュニケー
ションの時間をとってもらいます。
対 幼児〜中学生(保護者同伴)
料 お 子 さ ん1人 に つ き700円（材 料
費を含みます） 受 自由参加ですが
11時30分までにはお越しください。
持 上履き、着替え、タオル
問 絵を描く会事務局 中西直美
（☎ 62-5303）
ewokakukai@nao-2004.com

365日・24時間受付※通話料無料
ハ ヤ ク ゼロロクイチ

時 12月16日（土）10時〜12時
所 峰山地域公民館

内 ポスターカラーと太い筆で、自由

に絵を描きます。子どもが絵を描い

二種混合予防接種は、乳幼児期に
接種した三種混合予防接種のⅡ期と
して、11歳から13歳未満を対象に1
回接種します。これにより、ジフテ
リア・破傷風の感染を予防します。
接種のご案内は、小学6年生になっ
た春に郵送しています。まだ接種し
ていない方は、送付の説明書をよく
お読みいただき、早めに接種の計画
をしましょう。
所 市内委託医療機関
対 11〜12歳
（13歳の誕生日の前日ま
で） 料 無料（二種混合予防接種予診
票が必要） 受 接種を希望する医療

峰山総合福祉センター

機関に☎
問 健康推進課
（☎69-0350）

麻しん風しん2期予防接種
麻しん風しん予防接種は、より長
く免疫効果を保つために、2回接種
となっています。麻しんは「はしか」
とも呼ばれ、高熱と発疹を主症状と
し、感染力が非常に強く、かかると
まれに急性脳炎を発症し、重篤な後
遺症が残る病気です。
接種のご案内は、保育所の年長に
当たる春に郵送しています。まだ接種
していない方は、送付の説明書をよく
お読みいただき、早めに接種の計画
をしましょう。
時 平成30年3月31日まで
所 市内委託医療機関
対 就学前の1年間に当たるお子さん
（平成23年4月2日〜平成24年4月1日
生まれ） 料 無料（麻しん風しん2期予
防接種予診票が必要） 受 接種を希望
する医療機関に☎
問 健康推進課
（☎69-0350）

聞こえの相談会
時 1月11日
（木）
13時30分〜15時30分
所 アグリセンター大宮

健康と福祉

絵を描く会

二種混合（ジフテリア・破傷風）
予防接種

弥栄保健センター
網野保健センター

子育て

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）

峰山総合福祉センター

講座・催し

健康と福祉

場 所

集

いじめ相談専用ダイヤル

12/11（月）13:00
12/12（火）12:45
12/13（水）18:45〜19:00
12/14（木）13:00〜13:10
12/18（月）13:00
12/19（火）12:45
12/20（水）9:20〜9:30
12/21（木）13:00〜13:10
12/22（金）13:15
平成30年1/9（火）
13:00〜13:10
1/10（水）13:00〜13:15
1/11（木）13:00〜13:10
1/12（金）13:15
1/16（火）12:45

募

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 12月20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（2日
前までに☎）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）

2歳6カ月児歯科健診
3歳児健診
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
10カ月児健診
マタニティクラス
1歳8カ月児健診
4カ月児健診
1歳8カ月児健診
離乳食教室
10カ月児健診
4カ月児健診
1歳8カ月児健診

※時間は受付時間
日 時

補助金・助成金など

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 12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）

健 診 名

ご案内

時 12月20日
（水）9時30分〜11時30

子育てカレンダー

おしらせ版

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。

2017.12
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献血カレンダー

インフルエンザの予防について
インフルエンザの感染力は非常に
強く、毎年12月から3月にかけて流
行します。38度以上の高熱、頭痛、
関節痛、筋肉痛など全身症状が急に
現れ、重症化することがあるため注
意が必要です。以下のことに注意し
て、インフルエンザの感染を予防し
ましょう。
▶流行前のワクチン接種が有効です
▶外出後は手洗い・うがいをしましょう
▶適度な室温・湿度を保ちましょう
▶十分な休養、バランスのとれた食
事をとりましょう
▶人混みをさけ、外
出時はマスクを着
用しましょう
また、
インフルエンザにかかった時は、
発熱から5日間あるいは、解熱から2
日間は外出しないようにしましょう。
問 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
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。
12月10日（日）
12月17日（日）
12月23日（土・祝）

日 時

12/22（金） 9:30〜11:30
12/24（日） 9:30〜11:30
12/28（木）11:30〜16:00
平成30年1/7
（日） 9:30〜11:30
1/9（火） 9:30〜11:30

12:30〜15:30
12:30〜15:30
12:30〜15:30
12:30〜15:30

時 12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、または日
程が合わない方はご相談ください。
受☎
（事前）
問 健康推進課 （☎69-0350）

ジェネリック医薬品の利用に
ご協力を！
市国民健康保険では薬代の自己負
担の軽減や国民健康保険財政の改善
に有効とされることから「ジェネリッ
ク医薬品（後発医薬品）
」の普及を推
進しています。
国民健康保険証に貼る
「ジェネリッ
ク医薬品希望シール」をお持ちでな
い方は、窓 もしくは最寄りの市民局
に用意してありますのでご利用くだ
さい。
【ジェネリック医薬品（後発医薬品）
とは？】
最初に作られた薬（先発医薬品：新薬）

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）

休日応急診療当番医

12月24日（日）

久美浜病院(久美浜町161☎82-1500）

12月30日（土・年末）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

12月31日（日・年末）

弥栄病院(弥栄町溝谷☎65-2003）

1月 1日（月・祝） 丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）
1月 2日（火・年始）
1月 3日（水・年始）
1月 7日（日）

久美浜病院(久美浜町161☎82-1500）
丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

1月 8日（月・祝） 久美浜病院(久美浜町161☎82-1500）
1月14日（日）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

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。
※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。

12月10日〜16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう。
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場 所

大宮庁舎
ショッピングセンターマイン
丹後中央病院
ショッピングセンターマイン
峰山庁舎

の特許が切れてから作られた薬です。
【効き目や安全性は同じなの？】
新薬と同じ主成分を基に作られてい
るので、効き目や安全性が先発医薬
品と同等であると国から承認された
お薬です。
【同じ成分なのにどうして安いの？】
医薬品の開発には膨大な費用と時間
がかかります。ジェネリック医薬品
はそれらのコストをかけずに、すで
に有効性や安全性が確認された薬を
作るため価格も安くなります。
【利用するためには？】
全ての薬にジェネリック医薬品があ
るわけではありません。また、個人
によって効き方などが異なる場合が
あるため、かかりつけの医師または
薬剤師にご相談く
ださい。
問 保険事業課
（☎69-0220）

平成29年12月8日号 No.321

各種相談窓口
相談窓口

行政相談

司法書士
登記・多重債務・
法律相談

日 時
12/12（火） 9:00〜12:00
14（木）13:30〜16:00
20（水）13:30〜16:00
平成30年
9:00〜12:00
1/9（火）
13:30〜16:00
10（水）13:30〜16:00
11（木）13:30〜16:00
平成30年

1/11（木）13:30〜16:30

平成30年

行政書士相談

1/10（水）10:00〜13:00

年金事務所による
「年金相談」
就職個別相談会

おしらせ版

※原則無料。秘密は厳守します。
場 所
内容など
予約 申込・問い合わせ先
大宮庁舎
弥栄地域公民館
峰山庁舎
京都行政監視行政相談
国の行政施策について
大宮庁舎
の苦情や意見、要望な 不要 センター
（☎ 075-802-1100）
久美浜機業センター ど
網野ら・ぽーと
丹後庁舎
峰山地域公民館

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
峰山総合福祉センター 相続･遺言、各種契約書 不要 第1支部事務局
作成など
（☎68-0237）

12/26（火）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
1/12（金）11:00〜15:00 アグリセンター大宮 どの基礎年金番号が分 事前 （☎0773-76-5772）
1/25（木）11:00〜15:00 峰山総合福祉センター かるものを準備
あなたの就職活動の相
12/21（木）
北京都ジョブパーク
平成30年
10:00〜16:00 峰山総合福祉センター 談にマンツーマンで応 事前
（☎0773-22-3815）
じます。
1/18（木）

平成
30年

マザーズジョブカフェ
12/15（金）10:00〜16:00 ハローワーク峰山
巡回相談
平成30年

看護職就業相談会

1/11（木）13:30〜15:00

ハローワーク峰山

ひとり親自立支援・マ
北京都ジョブパーク
事前
マさんコンシェルジュ
（☎0773-22-3815）
復 職・転 職 に 関 す る 相
公益社団法人京都府看護協会
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）

月・火・木 11:00〜16:00
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
（祝日、年末年始除く）
サポートセンター内 対象に就職をサポート
（☎050-3559-2804）
（1人50分）

若者向け就職相談

学校教育課
京丹後市教育支援 月〜金曜日 8:30〜16:30 峰山織物センター内 不登校に悩んでいる小
不要
中学生や保護者を支援
（☎69-0620）
（祝日、年末年始除く）
センター「麦わら」
（月）
、21
（木）
、28（木）
臨床心理士による 12/11
大宮庁舎
いずれも午後
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
あなたの悩みをお聞き

平成30年

臨床心理士
12/22（金）
、1/10（水）
、26（金） 峰山総合福祉センター し、解決の糸口を見つ 事前 健康推進課
こころの健康相談
（☎69-0350）
10:00〜16:50
けるお手伝いをします
女性相談・電話

12/21（木） 9:30〜11:00

女性相談・面談

月2回 13:30〜16:30

ー

女性問題アドバイザー
相談専用電話
不要
による電話相談
（☎69-0217）

女性専門相談員（フェミ
市民協働課
峰山総合福祉センターほか ニスト・カウンセラー） 事前
（☎69-0240）
による面接相談
契約やクーリング・オ

京丹後市消費生活センター

活に関する相談

消費者ホットライン（☎188）

消費生活センター 月〜金曜日 9:00〜17:00 峰山総合福祉センター フの方法など、消費生 不要 （☎62-6768）
（祝日、年末年始除く） 敷地内西側建物

寄り添い支援総合
サポートセンター
相談窓口

日 時

高齢者介護
相談窓口

随時

ワンストップで日常の悩
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
（祝日、年末年始除く） 敷地内西側建物
相談や支援を行います

相談電話
0120-125-294
☎62-0032（代表電話）

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☎
、弥栄はごろも苑（弥栄
介護に関す 74-0174）、介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）
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
る相談
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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12/16
（土）
〜12/22
（金）

ケーブルテレビ（ACTV京丹後局）

11チャンネル番組表

12/23
（土）
〜12/31
（日）

1/1
（月）
〜1/5
（金）

12/16〜1/12

1/6
（土）
〜1/12
（金）

分 時

00
00
日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
6 30
30 6
番組のご案内
45
45
健康体操
00
00
京丹後おしらせ便
7 15
15 7
文字お知らせ情報
30
30
週間！ニュース
00
00 特集
特集 ふるさと文化財めぐり第40回 特集
特集
15
第9回車いす駅伝大会
15
第10回丹後活性化
京丹後郷土芸能祭「丹後の祭り」
特集
8
8
30
〈11月12日開催〉
30
プレゼンテーション大会
平成29年度京丹後市小・中学校
記録保存映像
45
45
〈11月5日開催〉
音楽フェスティバル
00
日本ケーブルテレビ連盟
00
〈11月15日開催〉
日本ケーブルテレビ連盟
15
加盟局番組
15
加盟局番組
9
9
歴史街道
30
30
よさこい体操
45
45
00
00 特集
特集
特集
特集
15 京丹後市・京都産業大学共同開催
丹後国風土記シンポジウム 15
第2回京丹後市文化財セミナー
丹後大学駅伝
10
10
30
30
「豊受大神と風土記」前半
〈11月24日開催〉
公開講座
第79回関西学生対抗駅伝競走大会
45
45
〈11月12日開催〉
〈11月11日開催〉
〈11月18日開催〉
00
00
再放送 ふるさと文化財めぐり第40回 15
15
11
11
30
30
歴史街道
歴史街道
歴史街道
45
45
関西三関王
関西三関王
関西三関王
00
00
京丹後おしらせ便
12 15
15 12
文字お知らせ情報
30
30
週間！ニュース
00
00 再放送
再放送
再放送
再放送
15
15 「300年を紡ぐ絹が織り成す
丹後大学駅伝
第9回車いす駅伝大会
第4回久美浜病院まつり
13
13
30
〈11月12日開催〉
丹後ちりめん回廊」
〈11月5日開催〉
第79回関西学生対抗駅伝競走大会 30
45
45 日本遺産認定記念シンポジウム
〈11月18日開催〉
00
00
〈10月28日開催〉
日本ケーブルテレビ連盟
アンコール
15
15
丹後七姫劇団プロデュース
加盟局番組
14
14
30
30
「しずかの奏」
歴史街道
45
45
関西三関王
関西三関王
関西三関王
00
00
京丹後おしらせ便
15 15
15 15
文字お知らせ情報
30
30
週間！ニュース
特集
00
00 再放送
特集 ふるさと文化財めぐり第40回 再放送
15
第9回京丹後商工祭
丹後国風土記シンポジウム 15
京丹後市・京都産業大学共同開催
特集
16
16
30
30
〈10月28日開催〉
「豊受大神と風土記」前半
平成29年度京丹後市小・中学校
公開講座
45
45
〈11月12日開催〉
〈11月11日開催〉
音楽フェスティバル
00
00 京丹後市消費生活セミナー
〈11月15日開催〉
再放送 ふるさと文化財めぐり第40回 15
15 啓発寸劇「あなたの口座差し押さえです」
17
17
30 与謝野町有線テレビ制作番組 与謝野町有線テレビ制作番組 アンコール ふるさと文化財めぐり第39回 消費生活センター啓発寸劇 30
45
45
消防庁火災予防ビデオ
日本遺産知るく旅 第2回
健康プラザ 第22回
消防庁火災予防ビデオ
00
京丹後おしらせ便
00
15
健康体操
15
18
18
30
歴史街道
30
45
関西三関王
45
00
京都地域ニュース
00
19 15
15 19
文字お知らせ情報
30
週間！ニュース
30
00
00 特集
特集
特集
特集
15
15
第10回丹後活性化
丹後大学駅伝
第9回車いす駅伝大会
京丹後郷土芸能祭「丹後の祭り」
20
20
30
30
プレゼンテーション大会
〈11月12日開催〉
第79回関西学生対抗駅伝競走大会
記録保存映像
45
45
〈11月5日開催〉
〈11月18日開催〉
00
00 特集
特集
15
15 京丹後市・京都産業大学共同開催
第2回京丹後市文化財セミナー
21
21
30
30
日本ケーブルテレビ連盟
〈11月24日開催〉
公開講座
45
45
加盟局番組
〈11月11日開催〉
00
00
歴史街道
歴史街道
22 15
15 22
関西三関王
関西三関王
30
30
再放送「週間！ニュース」前週分
テレビショッピング
23 00
00 23

※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。

