【記号の意味】
時 ＝日時
料 ＝料金

所 ＝場所

内 ＝内容

対 ＝対象者

持 ＝持参物・必要書類

＝ファクシミリ

受 ＝受け付け

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30年2月9日号Ｎｏ．323

くらしとこころの
総合相談会

2月28日
（水）は国民健康保険税（9期）の納期限です

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
してください。
※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）

毎 年3月1日から7日まで の1週 間、
「春季全国火災予防運動」を行います。
全国統一防火標語
「火の用心 こ
とばを形に 習慣に」のもと、消防署
や消防団では、火災予防啓発のため、
住宅用火災警報器の街頭広報や高齢
者宅防火訪問、防火座談会などを行
い、住宅用火災警報器の重要性を呼
び掛けます。
市内では昨年、住宅火災による逃
げ遅れで2人の死者が出ています。こ
の運動を機に防火について見つめ直
し、万一の時に被害を最小限にとど
めるよう備えておきましょう。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）

住宅用火災警報器は
「煙感知式」を
住 宅 用火 災 警
報器には
「煙感知
式」と
「熱感知式」
の2種類がありま
すが、市では、
「煙式」の方が熱式よ
り早く感知できるため、場所を問わ
ず煙式を推奨しています。電池切れ
などによる本体交換の際には、
「煙式」
の住宅用火災警報器の設置をお願い
します。
問 消防本部予防課
（☎62-5119）
2018.2
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健康と福祉

国・府等関係機関と連携して市民
の皆さんの悩みや困り事などの解決に
向けて寄り添って支援します。
時 2月28日
（水）9時30分〜16時
所 峰山総合福祉センター
内
【市民相談】人間関係・隣 地境界・
苦情など、
【多重債務相談】連帯保証、
自己破産など、
【消費生活相談】悪質商
法、商品被害など、
【就労相談他なん
でも相談】就労相談、引きこもりなど、
【健康相談】
こころとからだの健康相
談、
【生活保護相談・くらしの資金相談】
生活保護相談、くらしの資金など、
【商
工関係の経営相談】商工業者の皆さん
の経営相談など、
【税務相談】納税相
談のほか税に伴う相談など、
【社会福

春季全国火災予防運動

子育て

し尿処理事業の運営を安定的かつ
持続的に実施するため、し尿処理手数
料を平成26年度から段階的に引き上げ
ており、第1期
（平成26年4月1日〜平成
28年3月31日）
、第2期
（平成28年4月1
日〜平成30年3月31日）
と改定してきま

200㍑超過分
250円
272.5円
25㍑ごとに
※くみ取り1回につき、10円未満の端
数は切り捨て
《くみ取りの申し込みはお早めに!》
手数料改定前は、くみ取りの申し込
みが集中することが予想されます。受
け付け後、くみ取りまでに通常4〜5日
程度日数を要しますので、3月中の受け
付けでも、4月以降のくみ取りとなる場
合は改定後の手数料となります。ご注
意ください。
問 竹野川衛生センター
（☎65-2836）

祉協議会相談】生活福祉資金貸付制
度など、
【ハローワーク峰山相談】就労
相談
※その他、日常生活で
お悩みのことなど何で
もご相談ください。担当部署・機関、
弁護士など専門家におつなぎします。
対 市内在住の方
持 相談内容に関する資料など
問 寄り添い支援総合サポートセンター
（ 0120-125-294）

講座・催し

平成30年4月から
し尿処理手数料を改定します

した。平成30年4月1日から第3期目の
改定を実施します。
現行
改定額
改定内容
（税込） （10円/㍑）（10.9円/㍑）
200㍑まで
2,000円
2,180円

集

冬季は水道管が凍結し、水が出なく
なったり破損したりすることがあります。
水道管が露出している場合は、特に注
意が必要です。ご家庭の利用状況を
確認の上、保温材などで防寒対策を
行ってください。また、水道管の破損
による漏水も多くなるため、月に一度
は水道メーターの確認を心掛けましょ
う。漏水を発見した場合は、速やかに
市指定工事事業者へ修理を依頼してく
ださい。
なお、隔月の1日から10日までの間、
水道メーターの検針を行っています。
積雪時は水道メーターボックス付近の
除雪にご協力ください。
問 水道整備課
（☎69-0580）

●詳しくはお問い合わせください。

募

水道管の凍結にご注意！

●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

要 ＝要件

平成29年分所得税・平成30年度住民税（市民税・府民税）
申告相談
【相談期間】2月16日
（金）
〜3月15日
（木）
（土日を除く）
2月
3月
相談会場 16 19 20 21 22 23 26 27 28 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15
金 月 火 水 木 金 月火 水 木 金月 火 水 木 金月 火 水 木
峰山税務署 2/16（金）〜3/15（木）の期間、確定申告会場を開設しています。（土日を除く）
峰山庁舎
●
●
●
●
●
●
アグリセンター大宮
○
●
●
●
ら・ぽーと（網野）
○
○
●
●
●
丹後庁舎
○
●
●
弥栄庁舎
●
●
●
久美浜庁舎
○
●
●
●
●
○：地区相談 ●：市役所相談
対応職員
開設時間
対象税目
区分
税務署相談 税務署
地区相談

【相談受付時間】9:00〜16:00※混雑状況によって
所得税
は、早めに相談受付を終了する場合があります。

税理士 【受付時間】8:30〜15:00【相談時間】9:00〜15:30
所得税
振興局 （12:00〜13:00は休憩）※地区相談終了後は、市役所相
住民税
市役所 談として17:00まで相談を受けます。
（受付は16:00まで）

市役所相談 市役所

所得税
住民税

【受付時間】8:30〜16:00【相談時間】9:00〜17:00
（12:00〜13:00は休憩）

国民健康保険に加入の方は
所得の申告を
国民健康保険税の適正な課税や軽
減判定（均等割と平等割を7割・5割・
2割軽減とする判定）
、高額療養費や
限度額認定証の所得区分判定（住民
税が課税世帯か非課税世帯かの判
定）に必要なため、平成29年中の所
得について国民健康保険の被保険者
および世帯主の方は所得申告をお願
いします。
▶収入のある方は、3㌻を参考に申告
してください。
▶国民健康保険に加入し、税法上ど
なたの扶養にもなっていない方で「収
入のない方」も申告が必要です。
「収
入がない」
という申告がないと、
①平成30年度国民健康保険税の軽減
判定ができないため減額されません。
②医療費の自己負担限度額が高くなり
ます。
※世帯全員が住民税非課税にな
ると、病院等の窓口で支払う自己負担
額が低くなります。
他 申告書が自宅に届かない場合は、税
務課または市民局で受け取り、申告して
ください。
問 制度について
保険事業課（☎69-0220）
申告書の記入について
税務課（☎69-0180）

本人確認書類︵提示または写し︶

▶峰山税務署の申告書作成会場においては、申告書、決算書・収支内訳書等の作
成、パソコン操作はご自身で行っていただきます。
▶地区相談は、峰山税務署、近畿
税理士会峰山支部、公益社団法人峰山納税協会、京都府丹後広域振興局、京丹
後市の共催により開催します。ただし、税務署職員は相談業務には従事しません。
▶市役所では、2月15日
（木）以前の相談は受け付けません。
【相談内容】地区相談および市役所相談での相談内容は次のとおりです。
（○：相談
可、×：相談不可）
相談内容
地区相談
市役所相談
土地建物の譲渡所得、株式譲渡所得、雑損控除
×
×
退職所得
×
○
住宅借入金等特別控除
×
（税理士対応）
青色申告
×
上記以外の申告相談
○
○
【書類の整理】
▶事業収入（営業・農業など）や不動産収入のある
方は、収入金額・必要経費の分かる書類を項目ごとに集計し、
「収 【別表】
支内訳書」を作成の上、お越しください。
▶平成29年分から医療
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方
費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が創設され、
→マイナンバーカードだけで本人確認が可能
従来からの医療費控除との選択適用となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方
持 マイナンバー関係の確認書類（別表参照）
、申告書（送付され
→番号確認書類と身元確認書類が必要
た方のみ）
、給与・年金収入のある方は源泉徴収票、事業収入（営
【番号確認（正しい番号であることの確認）書類とは】
業・農業など）や不動産収入のある方は収支内訳書および収入
マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載さ
金額・必要経費の分かるもの、国民年金保険料・生命保険料・
れた住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
【身元確認（申告者等が個人番号の正しい持ち主で
地震保険料などの支払い証明書、従来からの医療費控除適用の
あることの確認）書類とは】▶写真表示のあるもの
場合：医療費控除の明細書、領収書、セルフメディケーション税
→運転免許証、パスポート、身障者手帳等、療育
制適用の場合：セルフメディケーション税制の明細書、予防接種
手帳等▶写真表示のないもの→公的医療保険の被
済証（原本）
、健康診査結果通知表（健診結果部分を黒塗りした
保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書等
写しで可）等、特定一般用医薬品等購入費であることが分かるレ
※写真表示のない身元確認書類の場合は、2種類
シート等、申告者名義の預金口座番号（所得税の還付を受ける場
以上の準備が必要
合）
、印鑑、使い慣れた眼鏡、電卓（お持ちの方のみ）など
問 税務課（☎69-0180）
2
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健康と福祉

後期高齢者医療制度の適正な保険料等の算定に必要なため、平成29年中（平
成29年1月1日〜平成29年12月31日）の収入等について、被保険者（本人）お
よび同一世帯の方は上記を参考に住民税の申告をお願いします。
収入のない方や扶養にとられている方も申告が必要です。
「収入がない」と
いう申告をしないと
▶平成30年度後期高齢者医療保険料が減額となる軽減対象に該当するか判定
できないため、減額されません。
※保険料は世帯主と被保険者（本人）の総所得
で判定します。
▶後期高齢者医療の高額療養費などを支給する際の自己負担限度額の負担区分
を判定できないため、窓口自己負担額が低くなりません。
※病院の窓口で支払う
自己負担額が非課税世帯（世帯全員が住民税非課税）になると低くなります。
他 申告書が自宅に届かない場合は、税務課または市民局で受け取り、申告してください。
問 制度について：保険事業課（☎69-0220）
、申告書の記入について：税務課（☎69-0180）

おむつ代を確定申告の医療費控除
の対象とする場合は、領収書と医師が
証明する
「おむつ使用証明書」が必要
です。また、2年目以 降の申告には、
上記証明書に代えて市が発行する
「主
治医意見書確認書」で申告することが
できます。
対 要介護
（要支援）認定者が以下の要
件に全て該当する場合：▶おむつ代の
医療費控除を受けるのが2年目以降▶
主治医意見書の「障害高齢者の日常
生活自立度(寝たきり度)」が「ランクB
またはC」
▶主治医意見書の「尿失禁」
欄に「チェック」がある※該当しない方
は、医師が証明する
「おむつ使用証明
書」が必要です。
受 市民局または 窓 へ申請
問 長寿福祉課
（☎69-0330）

子育て

後期高齢者医療の方・同一世帯の方は
所得の申告が必要です

確定申告 おむつ代の医療費控除
「主治医意見書確認書」を交付します
講座・催し

福祉医療制度（老人医療・障害者医療・ひとり親家庭医療・重度心身障害老
人健康管理事業）の受給資格の判定には所得の確認が必要なため、平成29年
中（平成29年1月1日〜平成29年12月31日）の収入等について、福祉医療制度
の該当者および同一世帯の方は上記を参考に住民税の申告をお願いします。
収入のない方で、どなたの扶養にもなっていない方も申告が必要です。
「収
入がない」という申告をしないと、所得判定ができず制度に非該当となる場合
がありますので注意してください。
他 申告書が自宅に届かない場合は、税務課または市民局で受け取り、申告してください。
問 制度について：保険事業課（☎69-0220）
、申告書の記入について：税務課（☎69-0180）

集

福祉医療制度の該当者・同一世帯の方は
所得の申告が必要です

募

※所得証明などの交付が必要な方は、上記以外の場合も申
告してください。
《住民税（市民税・府民税）申告書を送付》
19歳以上の方（平成30年1月1日時点）
で以下のいずれかに
該当する方には、1月下旬に
「住民税
（市民税・府民税）
申告書」
を送付していますので、該当する場合は申告してください。
▶前年度、未申告の方で、税法上どなたの扶養にもなってい
なかった方
▶平成29年1月2日〜平成30年1月1日の間に、新たに市内に
住所を移した方
▶前年度に住民税（市民税・府民税）申告をされた方
※ただし、以下の方には「申告書」を送付していません。
▷収入がなかった方▷年金収入のみの方で
▶昭和28年1月1日以前生まれで、平成28年中の年金収入が
148万円以下の方▶昭和28年1月2日以降生まれで、平成
28年中の年金収入が98万円以下の方
他 申告書が届かない方でも、
①、
②または③に該当する場合は、
申告が必要です。
※平成30年度住民税申告書には、
マイナンバーの記載と本人確認書
類の提示または写しが必要です。
問 税務課
（☎69-0180）

補助金・助成金など

《住民税（市民税・府民税）申告が必要な方》
以下のいずれかに該当する方
（所得税申告をする方は除く）
は、住民税（市・府民税）申告書を税務課または市民局に提
出してください。
（郵送可）
①給与収入のみの方で、勤務先から市に「給与支払報告書」
が提出されていない方
②営業・農業・不動産・利子・配当などの収入がある方
③給与・年金等の源泉徴収票に記載されていない控除を受
けようとする方
《以下に該当する方は申告をお勧めします》
収入がない方のうち・・・
▶国民健康保険に加入の方で、税法上どなたの扶養にもなっ
ていない方
▶後期高齢者医療制度に加入の方
▶児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特
別障害者手当を受給している方
▶非課税年金（障害年金、老齢福祉年金等）
を受給している方
▶福祉医療費受給者証等の交付を受けている方
▶施設利用や居宅介護等の障害福祉サービス、障害児通所
サービス、補装具や日常生活用具の給付、地域生活支援
事業、自立支援医療を受けている方
▶介護保険において要介護または要支援の認定を受けている方

ご案内

平成30年度住民税（市民税・府民税）の申告
【平成29年分所得の申告期限： 3月15日（木）】

道路上に張り出た樹木等の
適正な管理のお願い
道路上に樹木や竹が張り出している
と、車や歩行者の通行の妨げになるほ
か、枝が落下して交通事故を引き起こ
す原因となります。
私有地に生えている樹木等の管理
は土地所有者に責任があり、通行する
車両や歩行者の事故の原因となった場
合には、賠償責任を問われることがあ
ります。
また、冬季は積雪の重さで枝が垂れ
下がり、通行の支障となる場合があり
ますので、所有者において剪定や伐採
をお願いします。
【剪定・伐採が必要な範囲】
建築限界の範囲
剪定を要する部分

2.5m

車道

歩道

時 2月15日
（木）13時〜2月27日（火）23時まで
受 京都地方税機構の

で申込。
※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

適格証明書が必要です。
【公売予定物件（地目・地積等は公簿上のもの）】
番号
所在・地番・構造
地目・種類 地積・床面積
2,127㎡
1（土地）大宮町奥大野小字平家谷1712番 田
（土地）久美浜町神谷小字二反田485番1、486番 宅地
2
（建物）土蔵造2階建
物置

私有地

他 道路の安全確保のため、緊急の場
合は市が予告なく伐採・撤去すること
がありますので、
ご理解をお願いします。
問 管理課
（☎69-0510）

京丹後市企業ガイドブック2018
発行
高校・大学などの新卒者、就職を
希望する方やその家族などに、市内事
業所の魅力を知ってもらうため、ガイド
ブックを発行しました。ご活用ください。
料 無料
他 窓 、市民局、市 などに設置

見積価格
520,000円

計257.84㎡
延24.14㎡

500,000円

（土地）峰山町石丸小字間持541番、 田
3
計1,976㎡
542番、543番
（耕作放棄地）

250,000円

（土地）大宮町善王寺723番、740番 宅地
4 （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

計859.5㎡
41.80㎡ 5,236,000円
213.72㎡

（土地）網野町島津小字白砂1065番1、
5
田
1066番1、1075番1

計3,403㎡ 1,100,000円

6（土地）網野町下岡小字東トン田244番1 宅地
（土地）峰山町安小字丁田204番1、204番2 宅地
7
（建物）軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 物置

4.5m

私有地

インターネットによる不動産公売の入札参加の受付

294.00㎡ 2,540,000円
計239.00㎡
3,340,000円
24.75㎡

（土地）弥栄町国久小字下地589番、593番3 宅地
計398.89㎡
8
7,600,000円
居宅・事務所・車庫 延333.97㎡
（建物）木造瓦葺2階建（3棟）
9

計507.61㎡
（土地）網野町網野小字五反田286番、286番3 宅地
4,960,000円
（建物）木造瓦葺2階建
工場兼居宅 延247.51㎡

【入札日】3月6日（火）13時〜3月13日（火）13時
【買受代金納付期限】3月20日（火）14時
問 京都地方税機構丹後地方事務所
（☎68-1041）

入札参加資格審査申請を
受け付けます
一般競争（指名競争）入札参加資格
審査申請を受け付けます。入札の参
加を希望する方は以下のとおり申請
してください。
《定期受付》
【業種】物品等の供給および役務の提供
【資格の有効期間】平成30・31年度（2年間）

《追加受付》
【業種】建設工事、測量・建設コンサ
ルタント等業務※市内に本店がある
方のみ。
【資格の有効期間】平成30年度（1年
間）
※平成29・30年度の資格を有す
る方は、今回は申請不要です。
受 2月28日
（水）
までに申 請 書 類（ 窓 、
市民局、市 に設置）を 窓に提出
問 入札契約課
（☎69-0170）

12月公共工事発注状況

工
事
名
工事場所
受注業者 契約金額（円） 工期
和田野地区公共汚水ます設置工事その1 弥栄町木橋
㈱丹後北都公社 1,582,200 H30.3. 9
道の駅てんきてんき丹後雨樋取替工事 丹後町竹野
佐々木工務店 1,706,400 H30.2.16
2,289,600 H30.3.30
京丹後市浄化槽設置工事その23 久美浜町金谷他 鈴木建設
ニトー工業㈱ 4,018,680 H30.3.30
京丹後市浄化槽設置工事その24 網野町掛津
久美浜小学校消火ポンプ取替工事 久美浜町
森電気工業㈱ 3,445,200 H30.3.31
※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」
問 商工振興課（☎６９-０４４０）
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コーナーで閲覧できます。問 入札契約課（☎69-0170）

平成30年2月9日号 No.323

など

新商品・新製品開発事業

オリジナルの新商品などを開発す 補助率1/3以内
る事業
上限30万円

事業転換支援事業

新分野への事業転換を行う事業

国内外販路開拓促進事業

補助率1/2以内
自ら開発した製品等の販路開拓の
上限 国内20万円
ために行う事業
国外40万円

知的財産権取得支援事業

自ら開発した製品などの知的財産 補助率1/2以内
権取得に関する事業
上限20万円

産学連携研究等促進事業

市内産業の高度化等を目的に大学等 補助率1/2以内
研究機関との共同研究を行う事業
上限100万円

外国人観光客等受入れ
環境整備事業

施設看板・案内表示等多言語化事業
クレジットカード決済機器導入事業 補助率1/2以内
上限20万円
Wi−Fi等無線LAN整備事業
免税店開設事業

補助率1/4以内
上限100万円

対 中小企業者等※市税等の滞納者は除く 他▶事業は平成30年3月31日までに完
了する必要があります。
▶交付決定を受ける前に事業に着手する場合は、必ず「事前着
手届」も提出してください。
▶補助金は予算の範囲内での交付▶事業が完了し、実績
報告書の提出後に交付となります。 受 2月20日（火）まで※土日祝を除く
問 商工振興課
（☎69-0440）

※位置探索機は主たる機能がＧＰ
Ｓ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）
※平成29年度分の申請は、3月31日ま
でにお願いします。
受 市民局、窓
持 印鑑、領収書、補助
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）

2018.2

5

健康と福祉

戦没者等のご 遺族に特別弔慰金
（記名国債）が支給されます。今回につ
いては、ご遺族に一層の弔慰の意を表
するため、償還額を年5万円に増額す
るとともに、5年ごとに交付することと
しています。
【支給内容】額面25万円、5年償還の
記名国債

平成27年4月1日
（基準日）において「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」
などを受ける方（戦没者等の妻や父母
ら）がいない場合に、次の順番による
先順位のご遺族一人に支給。
（1）平 成27年4月1日までに戦 傷 病 者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方
（2）戦没者等の子
（3）戦没者等の①父母②孫③祖父母
④兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、
生計関係を有していることなどの要件
を満たしているかどうかにより、順番が
入れ替わります。
（4）上記（1）から
（3）以外の戦没者等
の3親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年
以上の生計関係を有していた方に限り
ます。
受 4月2日
（月）
までに 窓 、市民局に請求
問 生活福祉課（☎69-0310）

子育て

第十回特別弔慰金の支給
申請期限：4月2日（月）

対 戦没者等の死亡当時のご遺族で、

講座・催し

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。

補助率等

集

位置探索サービス利用補助金

事業内容

募

透析療法による治療を受けるじ
ん臓機能障害者の通院交通費等を
一部助成します。
対 市内在住のじん臓機能障害者
（身
体障害者手帳の交付を受け、障害名
に「じん臓機能障害」と記載がある方）
要
【助成金額】
▶公共交通機関を最も
経済的な経路・方法で利用した際の
1/2の額（月額上限5,000円）
。自家用
車の交通費助成に対しては条件があ
ります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▶通院証明書の発行費用の一
部（上限2,000円）
【対象期間】平成29
年12月〜平成30年2月分【申請期限】
3月12日（月）まで【支給時期】4月末
持 申請書
（ 窓 、市民局に設置）
、医療
機関が発行する通院証明書、通院証
明書料の領収書 受 窓 、市民局
問 障害者福祉課（☎69-0320）

事業名

補助金・助成金など

じん臓機能障害者
通院交通費等の助成

商工業支援補助金
ご案内

補助金
・助成金

おしらせ版

平成30年度
医療確保奨学金・市立病院看護師等修学資金
《医療確保奨学金》
市立病院、市立直営診療所、そのほか市が定める地域医
療機関で勤務する意思を有する医師または医師を目指す方
に、修学などに要する資金を貸与します。貸与を受けた期間
と同期間、前述の医療機関で勤務された場合は奨学金の返
還を免除します。
【貸与額】
▶基本額：月額20万円以内▶加算：月額5万円
※加算は少子化対策として小児科・産婦人科に設定
【募集人数】4人程度（継続申請者を含む）
対 ▶専門研修を受けている医師▶臨床研修を受けている医師
▶大学院の医学を履修する課程に在学の医師▶大学の医学
を履修する課程に在学の方
受 5月7日
（月）
までに申請書と関係書類を提出。募集要領お
よび申請書類は 窓 、市 に設置
《市立病院看護師等修学資金》
看護系大学や専門学校などの看護師養成施設で修学し、看
護師などの免許取得後、直ちに市立病院（弥栄病院、久美浜
病院）
で看護師または助産師の業務に従事する意思のある方
に、修学資金を貸与します。貸与を受けた期間と同期間、市立
病院で勤務された場合は、修学資金の返還を免除します。
【貸与額】
月額5万円 【募集人数】24人（継続申請者を含む）
対 看護系大学や専門学校などの看護師養成施設で修学し、
将来、市立病院で看護師または助産師の業務に従事する意
思のある方（平成30年4月に入学予定の方も含む）
受 3月12日
（月）
までに申請書と関係書類を提出。募集要領お
よび申請書類は 窓 、市 に設置
問 医療政策課
（☎69-0360）

技能修得資金（第一次申請）
経済的な理由により技能修得が困
難な世帯のお子さんが、技能修得施
設（公共能力開発施設・各種専門学
校）で技能を習得する場合に、必要な
経費を支給します。
（申請は毎年必要
です）
対 ▶府内に居住し、経済的な理由によ
り技能修得が困難▶技能修得期間が1
年以上で授業時間が原則1週間18時
間（年間680時間）以上の技能修得施
設（看護師・准看護師学校養成所を
除く）に満20歳に達する日以後の最初
の3月31日までに入所すること など
受 3月19日
（月）
までに丹後保健所に申
請書（丹後保健所、生活福祉課、市
民局に設置）
と必要書類を添えて申請
※生活福祉課、市民局では3月12日
（月）
まで受け付けます。
6
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高校生給付型奨学金（第一次申請）
経済的な理由により修学が困難な世帯のお子さんに、
高等学校での修学を支援する支援金と入学支度金を支給
します。
対 府内在住の市民税非課税世帯のお子さんで平成30年4
月に高等学校などに修学予定で以下に該当する方▶母子世
帯▶父子世帯▶児童世帯▶障害者世帯など（父や母が身体
障害者手帳3級以上等の世帯）
▶長期療養者世帯（父や母
が6カ月以上入院等している世帯）
※父母以外の20歳以上65歳未満の同居者がいる世帯、同
居者に住民税課税者がいる世帯は対象外です。
給付内容
1年生
2年生
3年生
入学支度金
45,000
(新1年生のみ
〜178,000円
入学時1回限り)
60,000円※
「同種の資金」の貸与または給
支援金（年額） 付を受けている場合は、支給額を減額・調
整することがあります。
奨学金

府外の高等学校等に修学の場合に限り、
奨学金を支給します。

受 2月28日
（水）
までに丹後保健所に申請書（丹後保健所、
生活福祉課、市民局に設置）
と必要書類を添えて申請してく
ださい。
※生活福祉課、市民局では2月23日（金）
まで受け付けます。
持 申請書、平成29年度市町村民税非課
税証明書、在学証明書（4月以降に提出）
問 丹後保健所
（☎62-4302）
、生活福祉課（☎69-0310）

持 申請書、平成29年中の世帯収入が

分かるもの
問 丹後保健所
（☎62-4302）
生活福祉課（☎69-0310）

募集
第68回京丹後ちりめん祭
出店者募集
《呉楽市》
時 4月14日
（土）10時〜16時
15日（日）10時〜15時30分
所 網野体育センター

【販売商品】着 物（古 着含む）
、反 物、
和装用小物など
【その他】店舗設営は出店者が行うこ
い こう
しゅ もく
と。衣桁、撞木は出店者で準備する
こと。
《丹後うまいもん市》
時 4月15日
（日）10時〜15時30分
所 アミティ丹後駐車場
【業種内容】飲食のみ
【その他】テントは主催者で準備しま
すが、店舗設営は出店者が行うこと。
《共通事項》
対 市内で事業を行っている事業者
定 約10店舗
（応募多数の場合は抽選）
料 出店料 1ブース5,000円
（出店場
所は主催者抽選）
受 2月23日
（金）
までに以下に申し込み
他 販 売 ス ペ ー ス 間 口3㍍×奥 行3㍍
（予定）
、ごみなどは出店者が持ち帰
ること
問 京丹後市商工会網野支所
（☎72-1863）

平成30年2月9日号 No.323

きものでよさこい「それぞれの『成人式』」
参加者・モデル募集

講座・催し

所 峰山庁舎

内 市役所の仕事を知り、採用試験を

受 3月9日
（金）
までに☎、 （氏名・メー

ルアドレス・電話番号・見学希望職
場※事務職・技術職・消防職に限り
ます）
問 人事課
（☎69-0150）

健康と福祉

時 3月20日
（火）10時30分〜15時15分

子育て

募集種目
年齢資格
受付期間
試験期日
3/4(日)
自衛官候補生 男子 18歳以上27歳未満の方 〜3/2（金） 2/24(土)、
18歳以上34歳未満の方
一般
4/14(土)〜4/18
18歳以上で国家免許資
（水）
予備自衛官補
格等を有する方（資格に 〜4/6（金）
（※いずれか1日を
技能
より53歳未満〜55歳未
指定します）
満の方）
※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）

京丹後市役所説明会
（1日インターンシップ）

集

自衛官等募集

募

2020年はいよいよ東京オリンピッ
クが開幕します。スポーツに関わる
あらゆる分野での女性の参画を推進
し、さまざまなスポーツに男性も女
性も親しみ、チャレンジし、活躍で
きるようになるためのキャッチフレー
ズを募集します。このキャッチフレー
ズは、平成30年度
「男女共同参画週間」
のポスターをはじめ、さまざまな場面
で使用されます。
対 どなたでも応募可
受 2月28日
（水）
までに から応募（
「内
閣府男女共同参画局」で検索）
他 応募作品は返却しません。未発表
で自作のものに限ります。入賞作品
の著作権は内閣府に帰属します。
問 内閣府男女共同参画局
「キャッチ
フレーズ募集係」
（☎03-5253-2111）

市選挙管理委員会では、広く市民の皆さんに選挙に対する関心を高めていた
だくとともに、投票しやすい環境づくりを行うことを目的として、4月8日執行
予定の京都府知事選挙の期日前投票立会人を一般公募します。
【期日前投票とは】投票日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても
選挙期日と同じく投票を行うことができる（投票用紙を直接投票箱に入れること
ができる）投票制度です。
【業務内容】期日前投票事務の執行が公正に行われるように、期日前投票手続き
の全般について立ち会う。
【応募資格】
▶市内に住所を有し、選挙権のある方▶期日前投票事務の公平を確
保する公益代表として、期日前投票立会人の職責を果たせる方
【募集人数など】1期日前投票所につき各日2人×6投票所×16日間
※応募が定員を超える場合は、抽選により決定します。
※より多くの方に従事し
ていただけるよう、2日以上の申し込みについては応じられない場合があります。
【期間・時間】3月23日（金）
〜4月7日（土）
（16日間を予定）8時30分〜20時
【従事場所】峰山庁舎、大宮庁舎、網野庁舎、丹後庁舎、弥栄庁舎、久美浜庁舎
のいずれか
【報酬】9,500円/日※自宅から従事場所までの距離が2㌔以上の場合は、市の規
定により交通費を支給します。
他 食事は、選挙管理委員会で準備します。
※詳しくは、募集要項（市民局に設置）をご覧ください。
受 2月22日
（木）までに、申込書（市民局にあります）に必要事項を記入の上、市
民局へお申し込みください。
（希望日および希望の従事場所を指定できます）
※選任通知は2月26日（月）以降に送付します。
問 市選挙管理委員会事務局
（☎69-0140）

補助金・助成金など

平成30年度「男女共同参画週間」の
キャッチフレーズを募集

京都府知事選挙「期日前投票立会人」を募集
ご案内

人生の節目を着物でお祝い！七五
三・十三参り・二十歳・還暦・古希・
米寿など、それぞれの「成人式」とし
て着物を着てよさこいを踊りましょ
う。
※着物で参加申込者の先着30人
に2,000円相当の昼食お食事券をプ
レゼントします。着物フォトサービ
スや豪華賞品が当たる「大抽選会」に
も参加できます。
時 3月21日
（水・祝）11時〜
所 丹後王国
「食のみやこ」情報交流センター
《着物ショーモデル募集》
きものでよさこい「それぞれの『成
人式』
」
（七五三・十三参り・二十歳・
還暦・古希・米寿など）
での着物ショー
のモデ ルをしていただいた 方に
2,000円相当のお食事
券をプレゼント。着物
のレンタルも可能で
す。着物フォトサービ
スもあります。
受 2月15日
（木）
まで
《大抽選会の協賛店募集》
賞品を提供していただいた事業者
の店舗名と品物をＰＲします。ぜひ、
ご協力をお願いします。
受 2月28日
（水）まで
問 京丹後よさこい連 尾崎
（☎68-0330 68-0331）

おしらせ版

受験する参考になるように業務の説
明会を開催します。
対 市職員採用試験の受験を検討して
いる方
定 40人程度
（先着順）
2018.2
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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】2月23日（金）まで
【試験】3月2日（金）
問 府丹後農業研究所
（☎65-2401）
は丹後農業実践型学舎で検索

人形供養の「ひな人形」募集
多くの思いが詰まった「おひな様」
。
役目を終えて行き場のない人形を小
町公園で最後のお披露目をした後、
合同供養を行います。
【飾る時期】2月末から3月上旬
対 家庭に眠っているおひな様
※返却不可
受 小町公園、商工会大宮支所
問 大宮地域を活性化する会
（こいの
ぼり応援団）
奥田
（☎090-5255-1385）

「ゆめサンサンロード」イベント
鯉のぼり募集
峰山地区河川整備等まちづくり促
進協議会では、5月に向けて「ゆめサ
ンサンロード」沿いのフェンスに鯉の
ぼりを取り付ける計画をしています。
使用しなくなった鯉のぼりをお譲り
ください。
受 ☎または持ち込み
問 協議会事務局
（峰山市民局内☎69-0711）
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講座・催し
平成29年度 丹後文化芸術祭
アマチュアロックフェスティバル
時 2月18日
（日）12時30分〜16時45分
所 丹後文化会館

内 丹後地域で活躍中の多世代、多ジャ
ンルのアマチュアグループ（13グルー
プ）
による音楽フェスティバルです。
料 500円※中学生以下無料（要整理券）
問 丹後文化会館
（☎62-5200）

丹後古代の里資料館コーナー展示
「震災から立ち上がったまち」
丹後震災から復興した峰山町を描
いた絵巻を展示します。
時 2月24日（土）
〜4月15日（日）9時
30分〜16時
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）
※火曜日休館

第47回丹後震災記念展
丹後震災に関する写真パネルや資
料などを展示します。
時 3月3日
（土）
〜7日（水）10時〜17時
所 峰山地域公民館1階練習室
問 文化財保護課
（☎69-0640）
たど

歩いて辿る丹後震災の記憶
丹後震災について、当時の状況が
分かる場所を峰山高等学校生徒が案
内します。
時 3月18日
（日）10時〜11時30分
所 丹後震災記念館、全性寺、峰山小
学校などを歩きます。
定 20人
他 集合場所などは参加
者へ後日連絡します。
受 事前
問 文化財保護課
（☎69-0640）

人権落語講演会
学校、家庭、地域が連携して差別
のない明るい地域社会を築くため、
落語の中の笑いを通じて人権問題の
正しい知識と認識を深める「人権落
語講演会」を開催します。
時 2月27日
（火）19時30分開演
所 弥栄地域公民館
内 切磋亭琢磨
（社会人落語家）さんに
よる「人権落語会」
「講演会」
対 市内在住の方
問 弥栄地域公民館
（☎69-0665）

合唱団 定期演奏会
《峰山少年少女合唱団 第39回定期
演奏会》
峰山少年少女合唱団が日頃の成果
を発表します。
時 3月11日
（日）13時（開演13時30分）
所 峰山総合福祉センター
料 無料
問 峰山少年少女合唱団 糸井
（☎090-8375-0054）
《大宮児童合唱団 定期演奏会》
大宮児童合唱団が日頃の成果を発
表します。
時 3月11日
（日）13時（開演13時30分）
所 アグリセンター大宮
料 無料
問 大宮児童合唱団 清水
（☎64-4789）

大宮ふれあい工房
第8回陶芸作品・花器生け花展
時 3月10日
（土）
〜12日（月）9時〜17時
所 大宮ふれあい工房

内 生涯学習を実践する方々の陶芸作

品と、創作花器に、早春の花木を生
け た「花 器＆生 け 花」
（約40点）を 展
示します。
問 社会教育課
（☎69-0630）

普通救命講習Ⅰ
時 3月10日
（土）9時15分〜12時15分
所 峰山地域公民館
定 28人
（先着）

受 2月26日
（月）
〜3月7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。
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弥栄図書室
わくわく教室
所 弥栄地域公民館

内「しゅぽしゅぽ？」
空気がなくなる

あみの図書館

所 久美浜図書室

内「ペットボトルでねらいうち」
ペッ

峰山図書館
おはなしひろば春スペシャル
所 峰山地域公民館

内 パネルシアター
「ねこのおいしゃさ

ん」
、大型絵本『そらまめくんのベッ
ド』
、工作他
定 30人
（先着）
問 峰山図書館
（☎62-5101）

弥栄図書室
久美浜図書室

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）
おはなし会（乳幼児対象）
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）

いきいき教室
3Ｂ体操

和い輪い楽習館
3月開講講座

時 3月2日〜30日の 毎 週 金 曜日
（全5
回）10時〜11時
所 アグリセンター大宮
内 3Ｂ用具で音楽に合わせて無理なく
動きます。運動不足の大人に最適な
体操です。 対 市内在住・在勤で5回と
も参加できる方 定15人（先着順）
料 1,800円 受 事前に☎、
問 大宮地域公民館
（☎69-0662 64-5648）

リズム体操
① 3/ 1（木）
（サザエさん体操等）

京丹後まち会議
〜考えよう！自分たちにできるまちづくり〜
地方創生に対する理解を深めて、
まちの活力向上につなげるために、
自分たちにできるまちづくりとは何
かを考えていただく催しを開催しま
す。パネルディスカッションを通して、
国、府、市のそれぞれの立場で地方
創生について話していただきます。
ぜひご参加ください。
時 3月17日(土)18時〜20時20分（開
場17時30分）
所 峰山総合福祉センター
内 パネリスト：本田太郎衆議院議員、
巽昭府議会議員、三崎市長、櫛田啓
料 無料
京丹後青年会議所理事長
問 一般社団法人 京丹後青年会議所
（☎62-3153）
10時30分〜16時※平日12時〜13時・
土日祝は除く

②
2（金） 絵手紙教室
③
6（火） 着物リフォーム教室
④
9（金） 靴下カバーづくり
⑤
10（土） 習字教室
⑥
12（月） うた声サロン
⑦
14（水） 前結び着付け教室
⑧
16（金） 絵手紙教室
⑨
20（火） 着物リフォーム教室
⑩
23（金） 靴下カバーづくり
⑪
24（土） 習字教室
⑫
26（月） うた声サロン
※②⑤⑥⑧⑪⑫9時30分〜、
④⑩10
時〜、
①③⑦⑨14時〜
所 ②⑧和い 輪 い 楽 習 館、
①③④⑤⑦
⑨⑩⑪がや我家（楽習室）
、
⑥⑫いき
いきセンター
料 300円※材料費は別途
持 要問い合わせ 受 事前
（8時30分〜
17時15分※土日祝は休み）
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）

2018.2

健康と福祉

時 3月11日
（日）10時30分〜11時30分

大宮図書室

えほんのへや（乳幼児対象）

子育て

トボトルを使いおもちゃを作って遊
びます。
対 おおむね4歳〜小学生
（小学生未満
定
は保護者同伴） 15人（先着順）
受 2月28日
（水）まで
問 久美浜図書室(☎82-1771）

丹後図書室

読み聞かせ（3歳〜小学生対象）

講座・催し

時 3月4日
（日）10時30分〜11時30分

あみの図書館

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）※3/1はお休み

集

久美浜図書室
工作あそび教室

峰山図書館

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
2/17（土） 10:30〜11:00
3/ 3（土） 10:30〜11:00
3/14（水） 10:30〜10:50
2/15（木） 10:30〜10:50
2/17（土） 11:30〜12:00
3/15（木） 10:30〜10:50
2/18（日） 14:00〜14:30
2/22（木） 10:30〜10:45
毎週金
毎週土
毎週木

募

《科学あそび教室》
時 2月25日
（日）10時〜11時30分
所 あみの図書館
内
「やじろべえであそぼう！」
▶簡単な
工作もします。講師：深田和幸さん
対 おおむね5歳〜小学生
（小学生未満
は保護者同伴） 定 25人
（先着順）
受 2月10日
（土）10時〜
《第17回大人の 耳から読書 》
時 3月4日
（日）10時〜11時
所 あみの図書館
内 語り、朗読など 対 小学生以上
協力：あみの読み聞かせボランティ
アの会
問 あみの図書館
（☎72-4946）

場所（主催）

補助金・助成金など

とどうなる？いろいろな実験をして、
空気とはなにか、どんな動きをして
いるのか調べます。
（浮沈子も作りま
す） 講師：深田和幸さん
対 小学生 定 20人
（先着順）
受 2月16日
（金）まで
問 弥栄図書室
（☎65-2101）

図書館（室）読み聞かせ
ご案内

時 2月18日
（日）10時〜11時30分

おしらせ版
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あみの福祉会
「春の感謝祭」
時 3月10日
（土）10時〜18時

11日（日）10時〜15時
所 社会福祉法人あみの福祉会 桃山
の里 四つ葉ハウス（網野町網野）
内 さをり織り製品、
陶芸製品等の作品
展や自主製品の展示
販売、天然酵母のパン
問 社会福祉法人あみの福祉会 四つ
葉ハウス（☎79-2525）
【カフェ・こぴーぬ「3周年感謝祭」
】
時 3月9日
（金）
〜11日（日）10時〜16時
所 カフェ・こぴーぬ
（網野町島津）
内 米粉100％のタル
ト、ロールケーキ等
の販売
問 カフェ・こぴーぬ
（☎72-2366）
【だるまハウス「古本市」
】
時 3月10日
（土）
〜11日（日）9時30分
〜17時
所 社会参加交流ハウス いっぷく亭
（網野町網野）
内 会場いっぱいに古
本を用意してます
問 社会福祉法人あみの福祉会 だる
まハウス（☎72-5202）

FUKUSHI就職フェア
Kyoto
約100法人が出展し、
介護・福祉の仕事の合
同就職説明会を行いま
す。先輩アドバイザー
があなたをサポートし
ます！
時 3月4日
（日）12時〜17時
所 メルパルク京都
（京都市下京区）
内 出展法人によるリレートーク、福
祉の魅力探究セミナー、合同就職説
明会ブースエリア、相談コーナー
対学生
（2019年 卒 業 予 定 者 等）
、一
般求職者（未経験者可）
他 5ブース訪問でQUOカードプレゼ
ント（先着100人）
問 福祉職場就職フェア実行委員会
（☎075-252-629）

福祉お仕事フェア
（就職相談会）
時 3月6日
（火）9時30分〜11時
所 ハローワーク峰山(峰山町杉谷)

内 福祉・介護職の求職者を対象とし
た福祉・介護事業所による4法人(太
陽福祉会・はしうど福祉会・丹後大
宮福祉会・丹後福祉会)の就職説明

小学生チアダンス『ブルーエンジェルス』
コース
活動期間
時間
定員
対象
内容
会費
（予定）

新設 Ａコース（キッズチア）
Ｂコース
4月〜平成31年3月 毎週月曜日
17：15〜18：00
18：15〜19：15
10人
10人
小学1・2年生の女児
小学3〜6年生の女児
チアダンスを中心にしたダンスを楽しみ、運動能力の向上と心の発
達を促します
4,000円程度/月（講師料・冷暖房費含む）
※別途ユニフォーム代、諸経費は実費負担

所 峰山地域公民館 他
講師：中西香里さん（キッズ・ジュニアエアロビック指導員）
受 3月17日
（土）までにはがき（住所、保護者氏名、電話番号、子どもの氏名、新
学年、学校名、希望コースを記入）
※当日必着。申込多数の場合は抽選
他 ▶電話での申し込みは、受け付けません。
【結果】申込者全員にはがきで通知
します▶毎週月曜日の18時15分〜19時15分に練習しています（見学自由）
▶事
前説明会と見学会を3月3日（土）17時30分〜18時30分に峰山地域公民館で行い
ます。
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷1030番地
峰山地域公民館『ブルーエンジェルス』係（☎69-0661）
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会。法人の特徴・仕事内容・働き方
など説明をします。(求職活動証明書
を発行します)
問 北京都ジョブパーク福祉人材コー
ナー（☎0773-22-3878）

北部オストメイトのための
社会適応訓練講習会
時 2月25日
（日）13時〜16時
所 生涯学習センター知遊館
（与謝野町

岩滝☎0772-46-2451）
内 講演と医療相談、自己紹介、ストー
マ装具類の展示、新製品の紹介ほか
問 JOA京都府支部役員（☎0773-43-2851）

ハーブガーデン講座
ハーブや花についての知識を深め
たい方、ガーデニング初心者、大歓
迎です。
時 4月14日
（土）
〜平成31年3月、土曜日
の13時30分〜15時30分（毎月2回程度）
所 ハーブ畑
（峰山町荒山）
、峰山地域
公民館 他
内 ▶ガーデン実習：苗の植付け、成
長と管理について、収穫など
▶屋内講義：ハーブの楽しみ方や活
用の仕方（料理、クラフト）
日程
内容
4月
開講式
5月

ハーブの種まき、苗を植えて
育てる

6月

香りの小物クラフト、ハーブ
フェスタ

7月

視察研修、収穫と保存の仕方

8・9月

ハーブクラフト、挿し木で簡
単に増やす

10月

土作りの基本、ハーブを使っ
た料理

11月 日々の管理の仕方、リース作り
12月 畑の冬じたく
3月
春に向けての準備
※日程、内容は変更する場合があり
ます。
※講座の準備、受付、会計などは受
講生が行います。
講師：井上宏子さん（ハーブ・コミュ
ニケイター）他
対 市内在住・在勤の20歳以上で年間
を通じて参加できる方
料 年間4,000円程 度
（別途 教 材 費は
実費、応募人数により変更する場合
あり）

平成30年2月9日号 No.323

30歳の成人式in京丹後

健 診 名

2/13(火)
2/14(水)
2/15(木)
2/16(金)
2/19(月)
2/20(火)
2/21(水)
2/22(木)
2/22(木)
2/26(月)
2/27(火)
3/ 1(木)
3/ 2(金)
3/ 5(月)
3/ 6(火)
3/ 8(木)
3/12(月)
3/13(火)
3/14(水)
3/14(水)
3/15(木)
3/15(木)

海洋高校
ブイヤベースラーメンサミット

久美浜庁舎

峰山総合福祉センター
網野保健センター

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
大宮保健センター
峰山総合福祉センター

を進呈。また、スタンプラリーでス
タンプを揃えていただいた方には先
着30人にプレゼントがあります。
【スタンプラリー実施期間】3月18日
（日）〜 5月7日（月）
※出店している5店の実店舗への来店
も対象です（海洋高店舗は当日のみ）
問 商工振興課
（☎69-0440）

子育て

方のための離乳食教室です。
時 2月23日（金）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
対 10〜12カ月頃のお子さんと保護者
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
受 2月19日
（月）
までに☎
問 健康推進課
（☎69-0350）

子育て

マタニティクラス
時 2月21日
（水）9時30分〜11時30分

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

（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 2月20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）
2018.2
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府立海洋高等学校の生徒が考案
し、
「第4回ご当地！絶品うまいもん
甲子園」で全国準優勝となった「海洋
高校 ブイヤベースラーメン」の提
供店舗（宮津市4店舗、京丹後市1店
舗）と 海 洋 高 店 舗 の6店 舗 が 出 店。
各店舗のオリジナルラーメンが食べ
ら れ る「海 洋 高 校 ブ イ ヤ ベ ー ス
ラーメンサミット」が開催されます。
また、
「いちごスイーツ」
、京丹後市事
業者による海洋高校「京の鯖」缶を
使った「丹後ばらずし」
「狛猫ばらず
し」の販売も同会場で行います。
時 3月18日
（日）11時〜14時30分（受
付は9時30分〜）
所 宮津ロイヤルホテル
対 どなたでも可
料 入場無料※会場内の食事は別途料
金が必要となります。

峰山総合福祉センター

講座・催し

kyotangocity30@gmail.com
大木
（☎080-5323-5167）

場 所

集

他 来場者にはオリジナルコースター

問 同実行委員会

12:30〜12:45
13:00〜13:15
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:45〜13:00
13:00〜13:10
9:20〜 9:30
12:45〜13:00
18:45〜19:00
12:45〜13:00
12:30〜12:45
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:45〜13:00
12:30〜12:45
9:20〜 9:30
13:00〜13:15
13:00〜13:10
18:45〜19:00

募

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

※時間は受付時間
日 時

補助金・助成金など

つながり をベースに地域活性化
を考えるイベント。30歳の若者が一
堂に会し、故郷京丹後の未来を語り
合います。
時 3月10日
（土）15時〜19時
所 プラザホテル吉翠苑
内 式典、京丹後をテーマにしたパネ
ルディスカッション、懇親会（会費有
り）他
対 市出身で1987年4月2日〜1988年
4月1日生まれの方、30歳の成人式の
趣旨に賛同いただける方
受 2月28日
（水）
までに、
Facebookペー
ジまたは で申し込んでください。
Facebookページ：

子育てカレンダー

ご案内

受 3月23日
（金）までに☎、はがき（住
所、氏名、電話を記入）
問 〒627-0012 京丹後市峰山町杉
谷1030番地 峰山地域公民館『ハー
ブガーデン講座』係（☎69-0661）

おしらせ版

プレパパ＆プレママスクール
両親学級
時 2月22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 2月20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）

乳幼児子育て教室
『親子で楽しむ読み聞かせ』
子どもの成長に欠かせない「読み
聞かせ」の大切さを理解するととも
に、親子の交流を図ります。
時 3月7日
（水）10時〜 11時30分
所 峰山地域公民館
内読 み 聞 か せ の
大切さについての
お話、大型紙芝居
や大型絵本の読
み聞かせ、パネル
シアター上演、親子のスキンシップ
（手遊び、ふれあい遊び）
※予定
講師：図書館、峰山図書館読み聞か
せボランティア「わ」の皆さん
対 市内在住の乳幼児、保護者、育児
に携わっている方
受 2月22日
（木）までに☎、窓
他 読み聞かせについてのお話の時間
は、保護者の方のみ対象でお子さん
は別室でお預かりします。
問 峰山地域公民館
（☎69-0661）

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）
8時30分〜17時15分
所 大宮庁舎
受 事前に☎
問 子ども未来課
（☎69-0340）
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子育て支援医療費（旧子ども医療費）助成制度
平成29年4月1日受診分から助成対象を18歳まで拡充しています
0歳から18歳年度末までの子どもの医療費の自己負担を「1カ月、1医療機関
につき200円」となるようにその差額を助成します。
《府の制度》
▶0歳〜3歳到達月の月末まで（入院・通院）と3歳到達月の
翌月〜中学校卒業まで（入院）
【証の色】白色 【交付時期】出生時・転入時等
《市の制度》
▶3歳到達月の翌月〜中学校卒業まで（通院のみ）
【証の色】桜色 【交付時期】3歳到達月の月末頃・転入時
▶中学校卒業後〜18歳になった最初の3月31日まで
（4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日まで）
【交付時期】受給者証の交付はありません。領収書を添えて
支給申請をしてください。
詳細については 窓または市民局へ尋ねていただくか、市 をご覧ください。
問 保険事業課
（☎69-0220）

子育て支援センター
平成30年度の利用登録者募集
会場

所在地・連絡先

峰山地域子育て支援センター
（峰山こども園内）

峰山町長岡1677番地の2
（☎69-1166）

大宮南地域子育て支援センター
（大宮こども園内）

大宮町周枳167番地
（☎68-3088）

大宮北地域子育て支援センター
（大宮北保育所内）

大宮町河辺4713番地の8
（☎68-9277）

網野地域子育て支援センター
（網野みなみ保育所内）

網野町小浜133番地
（☎72-5794）

丹後地域子育て支援センター
（丹後こども園内）

丹後町間人300番地
（☎75-2501）

弥栄地域子育て支援センター
（弥栄こども園内）

弥栄町木橋551番地
（☎65-0122）

かぶと山地域子育て支援センター
（かぶと山こども園内）

久美浜町浦明570番地の1
（☎83-2277）

開催日時

月〜金曜日
（9時〜14時）
※祝日除く

こうりゅう地域子育て支援センター 久美浜町永留246番地の4
（こうりゅう虹保育園内）
（☎84-0221）
内 親子のふれあい遊びや保護者同士の交流、育児相談など

対 市内在住・在宅の乳幼児
（おおむね4カ月以上）とその保護者
受 随時受け付けていますが、4月からの利用をご希望の方は、2月13日
（火）
〜3
月9日（金）の間に登録申請書（各子育て支援センター、各市民局、子ども未来課
に設置）を提出してください。
【注意事項】
▶現在登録している方も再度登録してください。
▶複数の子育て支援センターを重複して利用することはできません。
▶利用日などは登録した方に個別に連絡します。
問 各子育て支援センター
（☎は上記）
子ども未来課（☎69-0340）

平成30年2月9日号 No.323

いじめ相談専用ダイヤル
ハ ヤ ク ゼロロクイチ

不登校・教育などの悩みは
むぎ
教育支援センター「麦わら」

日 時

聞こえの相談会
時 3月8日
（木）13時30分〜15時30分
所 弥栄地域公民館

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

2/25（日） 9:30 〜 11:30 12:30 〜 15:30
3/14（水） 9:30 〜 11:30 12:30 〜 15:30
3/25（日） 9:30 〜 11:30 12:30 〜 15:30
3/30（金） 10:00 〜 11:30 12:30 〜 15:00

場 所

ショッピングセンターマイン
峰山総合庁舎
ショッピングセンターマイン
久美浜庁舎

国民健康保険被保険者証の
有効期限は3月31日まで
現在お持ちの「国民健康保険被保
険 者証」の有 効期限は3月31日まで
で、3月下旬に国民健康保険被保険
者証の一斉更新を行う予定にしてい
ます。
以下に該当する方については、所
定の手続きを必ず行ってください。
▶就職（社会保険等に加入）された方
【国民健康保険の喪失】
持 ご加入の社会保険証等または加入
証明書、認印、現在お持ちの国民健
康保険証
▶退職（社会保険等を脱退）された方
【国民健康保険への加入】
持 資格喪失証明書(脱退証明書)、認印
受 窓、市民局
他 国民健康保険にご加入の方で、各
届出(転出・住所変更など）をされる
際には、お持ちの国民健康保険証を
必ず持参してください。
問 保険事業課
（☎69-0220）
2018.2
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健康と福祉

献血カレンダー

時 3月6日
（火）13時45分〜15時15分
（受付終了時間：15時）
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▶補装具の修理の相談など
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 相談内容等は事前に連絡してくだ
さい。
問 障害者福祉課
（☎69-0320）

子育て

も月曜）10時30分〜15時
※1日3枠(各50分程度)
所 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敷地内）
内 ひきこもりの方のご家族やご本人
または関係者の皆さんへの出張相談
受 事前に☎
問 特定非営利活動法人ニュートラル
（☎090-7363-8530）

補装具などの無料相談
講座・催し

時 2月26日、3月12日、26日
（い ず れ

集

ひきこもり出張相談
(予約制)

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 2月26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）

血圧測定を通し、健康への関心を
高め、健康管理に対し積極的に取り
組む習慣を養うことを目的に、自動
血圧計を貸し出しています。
対 市内在住の方で、在宅での健康管
理に関心のある成人の方。
（医師から
血圧測定を勧められた方、高血圧が
気になる方など）
受 申請書
（ 窓 に設置）を提出
他 機器は最長1年間無料で貸し出し
ます。また、保健師や栄養士による
電話・訪問などでの相談や指導を受
けることができます。
問 健康推進課
（☎69-0350）

募

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
問 学校教育課（☎69-0620）

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

高血圧予防に
自動血圧計をお貸しします

補助金・助成金など

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）

健康と福祉

※測定、相談は無料です。補聴器な
どの販売はしません。
問 聴覚言語障害センター
（峰山町荒山☎ 62-5529）
※相談会以外の日で
も、相 談 を受け 付け
ています。

ご案内

365日・24時間受付※通話料無料

おしらせ版

2月11日（日）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

12日（月・祝） 丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

休日応急診療

当番医

18日（日）

中江医院（峰山町白銀☎62-0266）

25日（日）

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

3月 4日（日）
11日（日）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）
弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

司法書士無料相談「相続・遺言推進月間」
相続が発生したまま登記を放置していると、いざ登記
をするときに関係者間でトラブルが発生したり、負担が
増大するなど登記手続きが困難になる場合があります
ので、事前にぜひご相談ください。(他 土地や建物の
売買・贈与等の登記、会社の設立・変更等の登記、成年
後見、クレジット・サラ金問題など)
時 所 ▶2月17日
（土）アグリセンター大宮、久美浜農業
センター、丹後地域公民館▶2月24日（土）峰山総合福
祉センター、弥栄地域公民館、ら・ぽーと
※いずれも13時〜16時
他 事前申込不要です
問 京都司法書士会丹後支部
（☎65-9009）

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元を訪問し、
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 申込書
（ 窓に設置）
を提出
問 秘書広報広聴課（☎69-0110）
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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。

弾道ミサイルが発射されたら…
弾道ミサイルが飛来する可能性があるときは「Ｊア
ラート」を活用し、関係する地域に防災行政無線で特別
なサイレン音とメッセージを流すほか、携帯電話への緊
急速報メール等で警戒を呼び掛けます。
▶警戒を呼び掛けた時…
【屋外にいる場合】近くの建物の中か地下に避難（頑丈な
建物が望ましい）
【建物がない場合】物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭
部を守る
【屋内にいる場合】窓から離れるか、窓のない部屋に移動
▶近くにミサイルが落下した時…
【屋外にいる場合】口と鼻をハンカチで覆い、現場から離
れ、密閉性の高い屋内または風上へ移動
【屋内にいる場合】換気扇を止め、窓を閉め、目張りをし
て室内を密閉
問 総務課
（☎69-0140）

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、市民局に☎
他 ▶いただいた個人情報は、
「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。
▶既にご利用の方で、送付先の住所
を変更した場合や利用をやめる場合
などは、
必ずご連絡ください。
問 秘書広報広聴課（☎69-0110）
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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
13:30〜16:00
2/21（水）
13:30〜16:00
3/ 6（火）
13:30〜16:00
8（木）
13（火） 9:00〜12:00
13:30〜16:00
14（水）

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
峰山庁舎
久美浜機業センター 国の行政施策について
京都行政監視行政相談
の苦情や意見、要望な 不要 センター
丹後庁舎
（☎ 075-802-1100）
ど
大宮庁舎
ら・ぽーと

3/ 1（木）
13:30〜16:30 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
3/ 7（水）
10:00〜13:00 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）

行政書士相談
年金事務所による
「年金相談」
就職個別相談会

11:00〜15:00
2/22（木）
11:00〜15:00
3/ 8（木）
11:00〜15:00
22（木）
10:00〜16:00
2/15（木）
10:00〜16:00
3/ 1（木）
10:00〜16:00
15（木）

峰山総合福祉センター
アグリセンター大宮
峰山総合福祉センター
峰山総合福祉センター
ら・ぽーと
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
どの基礎年金番号が分 事前 （☎0773-76-5772）
かるものを準備
あなたの就職活動の相
談にマンツーマンで応 事前 北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）
じます

マザーズジョブカフェ
巡回相談

2/16（金）
10:00〜16:00 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）

看護職就業相談会

3/ 1（木）
13:30〜15:00 ハローワーク峰山

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）

若者向け就職相談

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）

臨床心理士による
教育相談

2/15（木）、22（木）
大宮庁舎
いずれも午後

臨床心理士
こころの健康相談

2/14（水）、23（金）
あなたの悩みをお聴き
健康推進課
峰山総合福祉センター し、解決の糸口を見つ 事前
3/14（水）、23（金）
（☎69-0350）
けるお手伝いをします
10:00〜16:50

女性相談・電話

2/22（木） 9:30〜11:00

女性相談・面談

ー

学校教育課
子どもの発達や不登校
事前
（☎69-0620）
等の相談

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
月2回 13:30〜16:30 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

消費生活センター

京丹後市消費生活センター
契約やクーリングオフ
月〜金曜日 9:00〜17:00 峰山総合福祉センター
の方法など、消費生活 不要 （☎62-6768）
（祝日、年末年始除く） 敷地内西側建物
消費者ホットライン（☎188）
に関する相談

寄り添い支援総合
サポートセンター

ワンストップで日常の悩
相談電話
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
相談や支援を行います
☎62-0032（代表電話）

相談窓口

日 時

高齢者介護
相談窓口

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）
介護に関す 介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）
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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2/17
（土）
〜2/23
（金）

ケーブルテレビ（ACTV京丹後局）

11チャンネル番組表

2/24
（土）
〜3/2
（金）

3/3
（土）
〜3/9
（金）

2/17〜3/16

3/10
（土）
〜3/16
（金）

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
特集 ふるさと文化財めぐり第41回 特集
特集
家庭の省エネ・節電マイスター 特集
コウノトリのまちづくりセミナー
子育て応援講演会
養成セミナー（基礎講座）
〈12月3日開催〉
「子育てハッピーアドバイス」
第28回
〈12月15日開催〉
〈1月13日開催〉
丹後町少年少女意見発表大会
〈1月13日開催〉
歴史街道
再放送 ふるさと文化財めぐり第41回
よさこい体操
特集
特集
特集
京丹後市夢まち創り大学
第22回丹後和太鼓フェスティバル 第22回丹後和太鼓フェスティバル
龍谷大学活動報告会
前半
後半
「大宮町三重・森本地域」
〈12月17日開催〉
〈12月17日開催〉
〈1月13日開催〉
消費生活センター啓発寸劇 特集
消防庁火災予防ビデオ
丹後七姫劇団プロデュース
歴史街道
歴史街道
「親愛なる、ガラシャさま」
関西三関王
関西三関王
関西三関王
京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース
再放送
再放送
再放送
第28回
第29回ジュニア文化祭
家庭の省エネ・節電マイスター
丹後町少年少女意見発表大会
後半
養成セミナー（基礎講座）
〈1月13日開催〉
〈11月24日開催〉
〈12月15日開催〉
歴史街道

特集
京丹後市夢まち創り大学
京都産業大学活動報告会
〈12月16日開催〉
歴史街道
関西三関王

再放送
第29回ジュニア文化祭
前半
〈11月24日開催〉
消防庁火災予防ビデオ
歴史街道
関西三関王

再放送
地域包括ケア実践交流会
「お気軽サミットin丹後」
〈11月28日開催〉

消費生活センター啓発寸劇

特集
京丹後市夢まち創り大学
京都産業大学活動報告会
〈12月16日開催〉
日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組
歴史街道
関西三関王

歴史街道
関西三関王

再放送 ふるさと文化財めぐり第41回
歴史街道
関西三関王

関西三関王
京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース
特集
再放送
再放送
子育て応援講演会
丹後ミュージカル
コウノトリのまちづくりセミナー
「子育てハッピーアドバイス」
「乙姫ものがたり
〈12月3日開催〉
〈1月13日開催〉
〜浦島伝説より〜」
〈12月26日開催〉
消費生活センター啓発寸劇
日本ケーブルテレビ連盟
日本ケーブルテレビ連盟
消防庁火災予防ビデオ
加盟局番組
加盟局番組
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
特集 ふるさと文化財めぐり第41回 特集
特集
京丹後市夢まち創り大学
丹後七姫劇団プロデュース
特集
龍谷大学活動報告会
「親愛なる、ガラシャさま」
第28回
「大宮町三重・森本地域」
丹後町少年少女意見発表大会 特集
〈1月13日開催〉
〈1月13日開催〉
第22回丹後和太鼓フェスティバル
後半
特集
日本ケーブルテレビ連盟
〈12月17日開催〉
加盟局番組
消費生活センター啓発寸劇
第22回丹後和太鼓フェスティバル
歴史街道
歴史街道
前半
関西三関王
関西三関王
〈12月17日開催〉
再放送「週間！ニュース」前週分
テレビショッピング

分 時
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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）
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。

