
　4月1日から木曜延長窓口で発行して
いる証明書に所得証明書・課税証明
書を追加します。ただし、未申告の方
は発行できませんのでご注意ください。
　毎週木曜日（祝日は除く）17時15分
～19時
　峰山市民局
　所得証明書・課税証明書・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日前までに予約
が必要）

　▶印鑑・本人確認のできるもの（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者の方に発
送している「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※通知カード紛失届
および通知カード再交付申請の場合
は、手続きに必要なものについて事
前にお問い合わせください。
　市民環境課（☎69-0210）
　税務課（☎69-0180）
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所
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持
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　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。
　税務課（☎69-0180）

4月2日（月）は国民健康保険税（10期）の納期限です

問

木曜延長窓口で発行できる
証明書が増えます

　市で行っているごみの処理方法は
主に3つあります。
①燃やす処理（可燃ごみ）
②埋め立てる処理（不燃ごみ）
③分別・リサイクル処理（資源ごみ）
　市でのごみ処理費用は毎年9～10
億円です。市民と行政が一丸となって
可燃ごみ・不燃ごみを減らし、資源ご
みを正しく分別して、ごみの少ないまち
づくりに取り組みましょう。
　市民環境課（☎69-0210）

分別は誰もができる
まちづくり

問

　3月19日（月）から商工観光部が
ら・ぽーとへ、海業水産課が大宮庁
舎へ移転します。電話番号の変更は
ありません。
　企画政策課（☎69-0120）

商工観光部・海業水産課が
庁舎を移転します

問 　府の条例改正に基づき、自転車利
用者は自転車保険の加入が義務となり
ます。高額な損害賠償請求事例が発
生していますので、自転車を利用する
方は、自転車保険に加入してください。
自転車保険についての詳細はお問い
合わせください。
【対象者】自転車利用
者（未成年者の場合
は保護者が加入）
【義務付開始日】平成30年4月1日
　業務中の自転車事故に対しては、所
属先の事業者が保険加入する必要が
あります。
　きょうと自転車保険専用コールセン
ター（☎0570-001-382）

自転車利用者の
自転車保険加入義務化

他

問

　大宮最終処分場では、施設に持ち
込まれた庭木の剪定くずや伐採等によ

「木材チップ」をお譲りします

　4月の新山小・丹波小再配置による
「しんざん小学校」開校に当たって、現
在の丹波小校区の児童はスクールバ
スや徒歩でしんざん小（現在の新山
小）へ通学します。
　付近を車で通
行する場合は、
歩行中およびバ
ス停で待機中の
児童に十分注意していただくとともに、
徐行運転にご協力ください。
【通学時間】
▶登校：7時30分頃～8時頃
▶下校：16時15分頃～16時45分頃
※曜日や天候等により時間・ルートが
変更になることがあります。
　学校教育課（☎69-0620）

学校再配置により
4月から新しい通学が始まります

問

り発生した自然木を破砕し、土壌改良
等に利用できる「木材チップ」として保
有しています。
【留意事項】
▶自己責任で運搬してください。
▶運び出した木材チップの販売は禁止
▶運び出しは、月・水・金・第1日曜（祝
日を除く）の開設日に限ります。
　市民環境課（☎69-0210）問
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ご案内

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

時 所 内 対 要 定
料 持 他
問 窓 〒

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

＝Ｅメール
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平成30年3月9日号 No.324　おしらせ版

 町 投票所 施設の名称 施設の所在地
 第1投票所 　 峰山町第4区公民館いきいきセンター 室19-1
 第2投票所  京丹後市役所 杉谷889
 第3投票所  安区公民館 安637
 第4投票所  菅区公民館 菅575-1
 第5投票所  新治公民館 新治456-4
 第6投票所  峰山林業総合センター 五箇44-1
 第7投票所  鱒留区公民館 鱒留490
 第8投票所 ● 大路公民館 鱒留1528
 第9投票所  長岡いこいの家 長岡92-3
 第10投票所  新町区公民館 新町200-14
 第11投票所  荒山区公民館 荒山1255
 第12投票所  丹波公民館 丹波1022
 第13投票所  矢田公民館 矢田1233
 第14投票所  橋木区公民館 橋木986-1
 第15投票所  口大野公民館 口大野889
 第16投票所  奥大野公民館 奥大野580-1
 第17投票所 ▲ 下常吉公民館 下常吉337-1
 第18投票所 ▲ 上常吉公民館 上常吉1230
 第19投票所 ▲ 谷内公民館 谷内2348
 第20投票所  三重公民館（旧三重生活改善センター） 三重507-2
 第21投票所 ▲ 森本公民館 森本1399-1
 第22投票所  三坂公民館 三坂84
 第23投票所  周枳公民館 周枳643
 第24投票所  河辺自治会 河辺408-4
 第25投票所 ● 五十河公民館 五十河340
 第26投票所 ● 新宮公民館 新宮1864-1
 第27投票所 ▲ 延利公民館 延利427
 第28投票所 ● 久住公民館 久住556
 第29投票所  善王寺公民館 善王寺1058
 第30投票所  明田公民館 明田925-2
 第31投票所  京丹後市網野庁舎（ら・ぽーと） 網野385-1
 第32投票所  網野地区公民館 網野2824
 第33投票所  浅茂川区民会館 浅茂川1800
 第34投票所  下岡区公会堂 下岡676
 第35投票所  小浜勤労者と子どものセンター 小浜535-1
 第36投票所  島津勤労者と子どものセンター 島津135
 第37投票所  遊公会堂 掛津221
 第38投票所 ▲ 三津区民センター 三津869
 第39投票所  網野教育会館 郷33
 第40投票所 ● 上切畑公会堂 切畑1132
 第41投票所  新庄公会堂 新庄595
 第42投票所  たちばな会館 木津826
 第43投票所  浜詰区民センター（旧浜詰農業団地センター） 浜詰45

〈京丹後市で投票のできる方〉▶日本国民で満年齢１８歳以上の方（平成１２年４月９日以前に生まれた方）▶平成２９年１２月２１日以
前から、京丹後市に住所を有している方※投票には、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
〈京丹後市から転出された方の投票〉平成２９年１２月２２日以後に、京丹後市から京都府内の他の市町村に転出した方で、転出先
の選挙人名簿に登録されていない方は、京丹後市役所各市民局または転出先の住民課等が発行する居住証明書を持参するか、
投票所の管理者に引き続き京都府内に居住している確認を受けることで投票できます。
〈京丹後市へ転入された方の投票〉平成２９年１２月２２日以後に、京都府内の他の市町村から京丹後市に転入された方は、前住
所地の市町村で投票日当日または期日前に投票されるか、前住所地の選挙管理委員会に不在者投票を請求し、京丹後市または
最寄りの市町村において不在者投票を行ってください。その際は、市町村の住民課等が発行する居住証明書を持参するか、投票
所の管理者に引き続き京都府内に居住していることの確認を受けてください。
※【最近住所を移転された方の投票】４㌻を参照してください。
【投票所】以下の一覧をご覧ください。【投票時間】原則として、7時から20時までですが、●は7時から18時まで、▲は7時から19
時までとなります。※投票所および投票時間は、後日送付の「投票所入場券」に記載していますので、ご確認ください。

〈不在者投票〉
　選挙人名簿に登録されている方が次のような状況で、投票日当日に投票所に行く
ことができない場合に、投票用紙などを請求することにより、それぞれの場所で「不
在者投票」を行うことができます。不在者投票宣誓書兼請求書は、選挙人が必要事
項を記入し、市選挙管理委員会あてに　または持参しなければなりません。　、　
による提出はできませんので注意してください。
【投票期間】3月23日（金）～4月7日（土）
 区　　分 不在者投票を行う場所 投票用紙などの請求先

1

2

3

〈郵便による不在者投票〉
　身体に重度の障害がある有権者の方のうち、身体障害者手帳または戦傷病
者手帳などの交付を受けている方で、障害の程度が下記の表に該当する方は、
自宅などで投票することができます（自ら投票の記入をすることができない方は、
代理投票ができます。詳しくは市選挙管理委員会へ問い合わせてください)。
     障害などの区分 障害などの程度

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

介護保険の被保険者証

※区分1の場合の注意事項
▶市選挙管理委員会が、「投票用紙」「不
在者投票用封筒」「『不在者投票証明書』
を入れ、封をした封筒」を滞在地の本人の
もとへ交付します。この場合、「『不在者投
票証明書』を入れ、封をした封筒」は決し
て開封しないでください。開封すると不在
者投票ができなくなります。滞在地の選挙
管理委員会は、不在者投票をすぐに市選
挙管理委員会へ送付しますが、郵送に日
数を要しますので、投票日当日の閉鎖時刻
までに投票所へ到着しないと無効となりま
すので、早めに手続きをしてください。
▶平成29年12月22日以後に、京都府内
の他の市町村から京丹後市に転入の届
出をされた方は【最近住所を移転された
方の投票について】をご参照ください。
※区分3の場合の注意事項
市選挙管理委員会にお越しいただき、投
票日当日に投票所へ行って投票できない旨
を宣誓書兼請求書に記入の上、投票でき
ます（投票所入場券が届いている場合は、
投票所入場券を持参してください）。

【手続き】投票用紙の請求には「郵便等投票証明
書」の交付を受けていることが必要です。「郵便等
投票証明書」は、「郵便等投票証明書交付申請
書」（市選挙管理委員会で用意しています）と「上
記の身体障害者手帳など」を市選挙管理委員会
に提出していただくことにより交付します。なお、
有効期限が満了している証明書をお持ちの方は、
新規の証明書の交付を申請してください。交付を
受けた方は、市選挙管理委員会委員長あて署名
した請求書に「郵便等投票証明書」を添えて投票
用紙などの交付請求をしてください。
【郵便による不在者投票の請求期限】郵便による
不在者投票の請求は、4月4日（水）までにしなけ
ればなりません。したがって、「郵便等投票証明書」
の交付手続きは、早めにお済ませください。

京都府知事選挙【4月8日（日）　投・開票】

 町 投票所 施設の名称 施設の所在地
 第44投票所  塩江婦人の家 塩江615
 第45投票所  磯集会所 磯1805
 第46投票所  丹後地域公民館 間人2624
 第47投票所 ● 砂方集落センター 間人4662-1
 第48投票所  成願寺区民センター 成願寺1209-1
 第49投票所  吉永生活改善センター 吉永377-1
 第50投票所  竹野多目的集会施設 竹野1026
 第51投票所  此代公会堂 此代1340
 第52投票所  宇川住民センター 平523-1
 第53投票所 ▲ 高齢者等活性化センター(鞍内ふれあいセンター) 鞍内391
 第54投票所  中浜多目的集会施設 中浜816
 第55投票所 ▲ 袖志農民研修所 袖志12
 第56投票所  弥栄地域公民館 溝谷3443-2
 第57投票所 ▲ 吉野小学校 芋野408
 第58投票所 ▲ 外村集会施設 溝谷1173
 第59投票所  旧黒部保育所 黒部2880
 第60投票所  弥栄こども園 木橋551
 第61投票所 ● 弥栄生きがい交流センター 野中2247
 第62投票所 ● 中津・田中集会施設 野中1608-1
 第63投票所  和田野集会施設 和田野558
 第64投票所  久美浜公会堂 3131-2
 第65投票所  久美浜婦人センター 口馬地79-2
 第66投票所 ▲ 栃谷公民館 栃谷1505
 第67投票所 ▲ ほたいの会館（布袋野公民館） 布袋野796
 第68投票所  久美浜林業センター 金谷942-1
 第69投票所  須田公民館 須田1993
 第70投票所  久美浜農業センター 橋爪673
 第71投票所  二俣公民館 二俣130
 第72投票所  久美浜機業センター 野中81
 第73投票所  佐濃デイサービスセンター 竹藤40
 第74投票所 ▲ 永留公民館 永留1146
 第75投票所 ▲ 壱分公民館 壱分1013-1
 第76投票所 ▲ 旧田村小学校 関495
 第77投票所 ● 三原公民館 三原285
 第78投票所  久美浜果樹センター 平田672
 第79投票所  甲山公民館 甲山1198
 第80投票所  久美浜健康センター 浦明1050
 第81投票所  鹿野公民館 鹿野919
 第82投票所 ▲ 葛野公民館 葛野414
 第83投票所  久美浜ぎょそんセンター 湊宮1612-34
 第84投票所 ● 河内公民館 湊宮775-2
 第85投票所 ● 蒲井公民館 蒲井164
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仕事や学業などで他の市区町村
に滞在しているため、期日前投票
所および投票日当日に投票所に行
くことができない方（京都府内の
他の市町村へ転出後間もない場
合も同様ですが、住所を移転さ
れた方は、居住証明書類が必要
です※【最近住所を移転された方
の投票】（4㌻）を参照

不在者投票の指定病院、指定老人
ホームなどに入院（所）している方

期日前投票をしようとする日にまだ
選挙権を有していない方
（例：投票日に18歳になられる方）

滞在地の市区町
村の選挙管理委
員会

入院（所）先の病
院または施設

市選挙管理委員会

両下肢、体幹、移動機能
心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓
両下肢、体幹
心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
要介護状態区分

1級または2級

1級または3級

1級から3級
特別項症から第2項症

特別項症から第3項症

要介護5

宣誓書兼請求書【市ホーム
ページからダウンロード、
市選挙管理委員会に請求、
または滞在地の市区町村選
挙管理委員会（京都府内に
限る）】の交付を受け、必要
事項を記入の上、市選挙
管理委員会に　または持参
してください。

入院（所）先の病院または
施設にお尋ねください。

市選挙管理委員会

〒

〒

〈期日前投票〉
　期日前投票は、仕事・病気・旅行・冠婚葬祭などのために、
投票日当日に投票所で投票できない場合、投票日前であって
も、投票日当日と同様の投票を行うことができる制度です。
【投票期間】3月23日（金）～4月7日（土）8時30分～20時
【投票場所】市民局の期日前投票所（いずれの市民局でも投
票できます）
　届いていれば投票所入場券（紛失したり、忘れたりしても
投票できます）※期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書」
の記入が必要です。
〈選挙人名簿の閲覧〉
　選挙人名簿の閲覧については、一定
の事由に限り閲覧が認められています
が、選挙期日の告示日（3月22日）から
選挙期日の5日後（4月13日）までの間は
閲覧できません。

〈候補者などのお知らせ〉京都府から発行される選挙公報が
届き次第、区を通じて配布する予定です。
〈開票〉　4月8日（日）21時30分～（予定）
　峰山中学校体育館（峰山町荒山）
〈投票所入場券〉▶投票所における選挙人の確認などの迅速
化を図るため、投票所入場券を発行します。▶入場券は圧着
はがきにより、1通に世帯の4人まで掲載したものを郵送します
（投票できる方が世帯に5人以上の場合は、人数に合わせ複
数枚送付します）。投票の際は自分の入場券を切り離して持
参してください。入場券を紛失したり、忘れたりしても投票で
きます。
〈身体の不自由な方へ〉
【点字投票】目の不自由な方は、点字投票ができますので、投
票所でその旨を申し出てください。
【代理投票】心身の障害などで、自ら書くことができない方は、
代理投票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。
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 町 投票所 施設の名称 施設の所在地
 第1投票所 　 峰山町第4区公民館いきいきセンター 室19-1
 第2投票所  京丹後市役所 杉谷889
 第3投票所  安区公民館 安637
 第4投票所  菅区公民館 菅575-1
 第5投票所  新治公民館 新治456-4
 第6投票所  峰山林業総合センター 五箇44-1
 第7投票所  鱒留区公民館 鱒留490
 第8投票所 ● 大路公民館 鱒留1528
 第9投票所  長岡いこいの家 長岡92-3
 第10投票所  新町区公民館 新町200-14
 第11投票所  荒山区公民館 荒山1255
 第12投票所  丹波公民館 丹波1022
 第13投票所  矢田公民館 矢田1233
 第14投票所  橋木区公民館 橋木986-1
 第15投票所  口大野公民館 口大野889
 第16投票所  奥大野公民館 奥大野580-1
 第17投票所 ▲ 下常吉公民館 下常吉337-1
 第18投票所 ▲ 上常吉公民館 上常吉1230
 第19投票所 ▲ 谷内公民館 谷内2348
 第20投票所  三重公民館（旧三重生活改善センター） 三重507-2
 第21投票所 ▲ 森本公民館 森本1399-1
 第22投票所  三坂公民館 三坂84
 第23投票所  周枳公民館 周枳643
 第24投票所  河辺自治会 河辺408-4
 第25投票所 ● 五十河公民館 五十河340
 第26投票所 ● 新宮公民館 新宮1864-1
 第27投票所 ▲ 延利公民館 延利427
 第28投票所 ● 久住公民館 久住556
 第29投票所  善王寺公民館 善王寺1058
 第30投票所  明田公民館 明田925-2
 第31投票所  京丹後市網野庁舎（ら・ぽーと） 網野385-1
 第32投票所  網野地区公民館 網野2824
 第33投票所  浅茂川区民会館 浅茂川1800
 第34投票所  下岡区公会堂 下岡676
 第35投票所  小浜勤労者と子どものセンター 小浜535-1
 第36投票所  島津勤労者と子どものセンター 島津135
 第37投票所  遊公会堂 掛津221
 第38投票所 ▲ 三津区民センター 三津869
 第39投票所  網野教育会館 郷33
 第40投票所 ● 上切畑公会堂 切畑1132
 第41投票所  新庄公会堂 新庄595
 第42投票所  たちばな会館 木津826
 第43投票所  浜詰区民センター（旧浜詰農業団地センター） 浜詰45

〈京丹後市で投票のできる方〉▶日本国民で満年齢１８歳以上の方（平成１２年４月９日以前に生まれた方）▶平成２９年１２月２１日以
前から、京丹後市に住所を有している方※投票には、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
〈京丹後市から転出された方の投票〉平成２９年１２月２２日以後に、京丹後市から京都府内の他の市町村に転出した方で、転出先
の選挙人名簿に登録されていない方は、京丹後市役所各市民局または転出先の住民課等が発行する居住証明書を持参するか、
投票所の管理者に引き続き京都府内に居住している確認を受けることで投票できます。
〈京丹後市へ転入された方の投票〉平成２９年１２月２２日以後に、京都府内の他の市町村から京丹後市に転入された方は、前住
所地の市町村で投票日当日または期日前に投票されるか、前住所地の選挙管理委員会に不在者投票を請求し、京丹後市または
最寄りの市町村において不在者投票を行ってください。その際は、市町村の住民課等が発行する居住証明書を持参するか、投票
所の管理者に引き続き京都府内に居住していることの確認を受けてください。
※【最近住所を移転された方の投票】４㌻を参照してください。
【投票所】以下の一覧をご覧ください。【投票時間】原則として、7時から20時までですが、●は7時から18時まで、▲は7時から19
時までとなります。※投票所および投票時間は、後日送付の「投票所入場券」に記載していますので、ご確認ください。

〈不在者投票〉
　選挙人名簿に登録されている方が次のような状況で、投票日当日に投票所に行く
ことができない場合に、投票用紙などを請求することにより、それぞれの場所で「不
在者投票」を行うことができます。不在者投票宣誓書兼請求書は、選挙人が必要事
項を記入し、市選挙管理委員会あてに　または持参しなければなりません。　、　
による提出はできませんので注意してください。
【投票期間】3月23日（金）～4月7日（土）
 区　　分 不在者投票を行う場所 投票用紙などの請求先

1

2

3

〈郵便による不在者投票〉
　身体に重度の障害がある有権者の方のうち、身体障害者手帳または戦傷病
者手帳などの交付を受けている方で、障害の程度が下記の表に該当する方は、
自宅などで投票することができます（自ら投票の記入をすることができない方は、
代理投票ができます。詳しくは市選挙管理委員会へ問い合わせてください)。
     障害などの区分 障害などの程度

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

介護保険の被保険者証

※区分1の場合の注意事項
▶市選挙管理委員会が、「投票用紙」「不
在者投票用封筒」「『不在者投票証明書』
を入れ、封をした封筒」を滞在地の本人の
もとへ交付します。この場合、「『不在者投
票証明書』を入れ、封をした封筒」は決し
て開封しないでください。開封すると不在
者投票ができなくなります。滞在地の選挙
管理委員会は、不在者投票をすぐに市選
挙管理委員会へ送付しますが、郵送に日
数を要しますので、投票日当日の閉鎖時刻
までに投票所へ到着しないと無効となりま
すので、早めに手続きをしてください。
▶平成29年12月22日以後に、京都府内
の他の市町村から京丹後市に転入の届
出をされた方は【最近住所を移転された
方の投票について】をご参照ください。
※区分3の場合の注意事項
市選挙管理委員会にお越しいただき、投
票日当日に投票所へ行って投票できない旨
を宣誓書兼請求書に記入の上、投票でき
ます（投票所入場券が届いている場合は、
投票所入場券を持参してください）。

【手続き】投票用紙の請求には「郵便等投票証明
書」の交付を受けていることが必要です。「郵便等
投票証明書」は、「郵便等投票証明書交付申請
書」（市選挙管理委員会で用意しています）と「上
記の身体障害者手帳など」を市選挙管理委員会
に提出していただくことにより交付します。なお、
有効期限が満了している証明書をお持ちの方は、
新規の証明書の交付を申請してください。交付を
受けた方は、市選挙管理委員会委員長あて署名
した請求書に「郵便等投票証明書」を添えて投票
用紙などの交付請求をしてください。
【郵便による不在者投票の請求期限】郵便による
不在者投票の請求は、4月4日（水）までにしなけ
ればなりません。したがって、「郵便等投票証明書」
の交付手続きは、早めにお済ませください。

京都府知事選挙【4月8日（日）　投・開票】

 町 投票所 施設の名称 施設の所在地
 第44投票所  塩江婦人の家 塩江615
 第45投票所  磯集会所 磯1805
 第46投票所  丹後地域公民館 間人2624
 第47投票所 ● 砂方集落センター 間人4662-1
 第48投票所  成願寺区民センター 成願寺1209-1
 第49投票所  吉永生活改善センター 吉永377-1
 第50投票所  竹野多目的集会施設 竹野1026
 第51投票所  此代公会堂 此代1340
 第52投票所  宇川住民センター 平523-1
 第53投票所 ▲ 高齢者等活性化センター(鞍内ふれあいセンター) 鞍内391
 第54投票所  中浜多目的集会施設 中浜816
 第55投票所 ▲ 袖志農民研修所 袖志12
 第56投票所  弥栄地域公民館 溝谷3443-2
 第57投票所 ▲ 吉野小学校 芋野408
 第58投票所 ▲ 外村集会施設 溝谷1173
 第59投票所  旧黒部保育所 黒部2880
 第60投票所  弥栄こども園 木橋551
 第61投票所 ● 弥栄生きがい交流センター 野中2247
 第62投票所 ● 中津・田中集会施設 野中1608-1
 第63投票所  和田野集会施設 和田野558
 第64投票所  久美浜公会堂 3131-2
 第65投票所  久美浜婦人センター 口馬地79-2
 第66投票所 ▲ 栃谷公民館 栃谷1505
 第67投票所 ▲ ほたいの会館（布袋野公民館） 布袋野796
 第68投票所  久美浜林業センター 金谷942-1
 第69投票所  須田公民館 須田1993
 第70投票所  久美浜農業センター 橋爪673
 第71投票所  二俣公民館 二俣130
 第72投票所  久美浜機業センター 野中81
 第73投票所  佐濃デイサービスセンター 竹藤40
 第74投票所 ▲ 永留公民館 永留1146
 第75投票所 ▲ 壱分公民館 壱分1013-1
 第76投票所 ▲ 旧田村小学校 関495
 第77投票所 ● 三原公民館 三原285
 第78投票所  久美浜果樹センター 平田672
 第79投票所  甲山公民館 甲山1198
 第80投票所  久美浜健康センター 浦明1050
 第81投票所  鹿野公民館 鹿野919
 第82投票所 ▲ 葛野公民館 葛野414
 第83投票所  久美浜ぎょそんセンター 湊宮1612-34
 第84投票所 ● 河内公民館 湊宮775-2
 第85投票所 ● 蒲井公民館 蒲井164

丹
後
町

網
野
町

弥
栄
町

久
美
浜
町

仕事や学業などで他の市区町村
に滞在しているため、期日前投票
所および投票日当日に投票所に行
くことができない方（京都府内の
他の市町村へ転出後間もない場
合も同様ですが、住所を移転さ
れた方は、居住証明書類が必要
です※【最近住所を移転された方
の投票】（4㌻）を参照

不在者投票の指定病院、指定老人
ホームなどに入院（所）している方

期日前投票をしようとする日にまだ
選挙権を有していない方
（例：投票日に18歳になられる方）

滞在地の市区町
村の選挙管理委
員会

入院（所）先の病
院または施設

市選挙管理委員会

両下肢、体幹、移動機能
心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓
両下肢、体幹
心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
要介護状態区分

1級または2級

1級または3級

1級から3級
特別項症から第2項症

特別項症から第3項症

要介護5

宣誓書兼請求書【市ホーム
ページからダウンロード、
市選挙管理委員会に請求、
または滞在地の市区町村選
挙管理委員会（京都府内に
限る）】の交付を受け、必要
事項を記入の上、市選挙
管理委員会に　または持参
してください。

入院（所）先の病院または
施設にお尋ねください。

市選挙管理委員会

〒

〒

〈期日前投票〉
　期日前投票は、仕事・病気・旅行・冠婚葬祭などのために、
投票日当日に投票所で投票できない場合、投票日前であって
も、投票日当日と同様の投票を行うことができる制度です。
【投票期間】3月23日（金）～4月7日（土）8時30分～20時
【投票場所】市民局の期日前投票所（いずれの市民局でも投
票できます）
　届いていれば投票所入場券（紛失したり、忘れたりしても
投票できます）※期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書」
の記入が必要です。
〈選挙人名簿の閲覧〉
　選挙人名簿の閲覧については、一定
の事由に限り閲覧が認められています
が、選挙期日の告示日（3月22日）から
選挙期日の5日後（4月13日）までの間は
閲覧できません。

〈候補者などのお知らせ〉京都府から発行される選挙公報が
届き次第、区を通じて配布する予定です。
〈開票〉　4月8日（日）21時30分～（予定）
　峰山中学校体育館（峰山町荒山）
〈投票所入場券〉▶投票所における選挙人の確認などの迅速
化を図るため、投票所入場券を発行します。▶入場券は圧着
はがきにより、1通に世帯の4人まで掲載したものを郵送します
（投票できる方が世帯に5人以上の場合は、人数に合わせ複
数枚送付します）。投票の際は自分の入場券を切り離して持
参してください。入場券を紛失したり、忘れたりしても投票で
きます。
〈身体の不自由な方へ〉
【点字投票】目の不自由な方は、点字投票ができますので、投
票所でその旨を申し出てください。
【代理投票】心身の障害などで、自ら書くことができない方は、
代理投票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。
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　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者で、市内を定置場所とし
ている方に課税されます。すでに原動機付自転車や軽自動車をお持ちでない方は、
平成30年3月30日（金）までに廃車等の手続きを行ってください（軽自動車税は月割
り課税ではありません）。
 車種 手続き先 必要な書類など
　　
原動機付自転車
ミニカー
小型特殊自動車
（農耕用・その他）

オートバイ
（125ccを超えるもの）

軽自動車

　オートバイや軽自動車の手続きには数日かかる場合がありますので、お早めに手
続きをお願いします。※お手元に車両やナンバープレート・車検証がない場合の手続
きについても、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
　税務課（☎69-0180）

問

他

問

 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
尾和用水改修工事（上野工区その2） 丹後町上野　 ㈱吉村建設 6,528,600  H30.  3.  9
菅地区管渠布設工事その38 峰山町菅　 ㈱西隆 2,275,560  H30.  3.30
国道312号（坂井地区）配水管布設工事 久美浜町坂井 ㈱澤土木 28,886,760  H30.  5.31
久美浜病院4号館公共下水道接続工事 久美浜町栃谷 ㈱好井工務店 3,129,840  H30.  3.  9
特定空家等除却工事【略式代執行】 久美浜町橋爪 ㈱金原組 1,371,600  H30.  2.28
※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。　入札契約課（☎69-0170）

1月公共工事発注状況

問

　市内では昨年、船外機やプロペラ等
の船舶関連被害が13件発生しました。
【こんな時は、すぐに110番】
▶見知らぬ人物が漁船近くを徘徊してい
る。深夜帯に船外機を取り外している。
▶船外機を積載したトラック等が駐車、
走行している。
【被害に遭わないために】
▶取り外しによる船外機の個別保管
▶ワイヤー錠、南京錠等による施錠
▶船外機用盗難防止ナット等防犯機器
の活用
　京丹後警察署（☎62-0110）問

船外機の盗難が多発しています

市民局

近畿運輸局　京都運輸支局
（☎050-5540-2061）
軽自動車検査協会　京都事務所
（☎050-3816-1844）

ナンバープレート（紛失等した場
合は弁償金100円）
所有者・届出者の印鑑

※所有者が変わった場合は、新しい
所有者での登録手続も必要です。

各手続先に直接お問合わせくだ
さい。市の窓口では、125ccを超
えるオートバイ・軽自動車の廃車
手続を行う事はできません。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車等の
廃車手続きはお早めに！

　「平成30年度償却資産申告書」を提
出されていない方は、早急に　または
市民局へ提出してください。資産の増
加や減少が無い方、廃業された方も
申告書の提出が必要です（申告書は、
　および市民局にあります）。
　税務課（☎69-0180）

窓

窓
問

償却資産申告書の提出

　最近住所を移転された方は、投票の場所が変わることがあります。以下の表によりお間違いのないように注意してください。
 

届出の別 届出の日
 投票場所・選挙権の有無 

備考

転入届を
出した方

転出届を
出した方

転居届を出した方　　　　　　　　　投票所入場券に記載の投票所に行ってください。 
※平成29年12月22日以後に、京都府内の市町村間で住所異動した方は、前住所地で投票を行うこととなります。ただし、
前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。※今回の選挙から府の選挙の選挙権に係る京都府内移転時の取
扱いが変更となり、京都府内の異動であれば、市町村を単位として2回以上転出した場合にも、府の選挙権を失わないこと
とされました。　
　市選挙管理委員会（総務課内☎69-0140）

新住所地で 前住所地で 投　票
投票できる 投票できる できない

京都府以外
から転入

京都府内の
他の市町村
から転入

京都府以外
へ転出

京都府内の
他の市町村
へ転出

 

居住証明書または
居住確認が必要

　

居住証明書または
居住確認が必要

平成29年12月21日以前に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月22日以後に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月21日以前に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月22日以後に
京丹後市に転入の届出

全期間

平成29年12月21日以前に
新住所地に転入の届出
平成29年12月22日以後に
新住所地に転入の届出

○

○

○

 

○

○

 

○

○

最近住所を移転された方の投票

　3月24日（土）13時～16時(受付12時30分～)　　アグリセンター大宮
≪京丹後市合同企業説明会≫
　市内31事業所合同の企業説明会を開催します。
　▶参加企業プレゼンタイム▶企業説明会
　▶相談コーナー(インターンシップ、U･Iターンなど)
　平成31年3月卒業予定の大学・短大・専修学校・高校等の学生、U･Iターン就
職希望者、一般求職者　　無料
　送迎バス(京都駅⇔会場)利用の方は、事前に予約してくだ
さい。（先着順）※詳細・バス予約は、☎・QRコードから　
≪保護者のための就活勉強会≫
　就活生を応援するために知っておきたい「イマドキの就活
事情」「保護者の関わり方」を分かりやすく解説します。
　▶就活勉強会▶個別相談会
　大学(院)生、短大生、高専生、専修学校生、高校生等（学年不問）の保護者やＵ・
Ｉターン希望者の親族等　　無料
　商工振興課（☎69-0440）

時 所

内

内

対
料

受

対
料

問

「合同企業説明会」「保護者のための就活勉強会」（同時開催）

ピッ・・・
ピッ・・・

　住宅用火災警報器の鳴っている付
近が火災かどうか確認し、火災でない
場合は、器具に付いている警報停止ボ
タンを押すかヒモを引くと警報音を止
めることができます。
　短い音でピッ・・・ピッ・・・と一定の
間隔で鳴る場合
は電池切れの注
意音ですので、
警報器ごと新し
いものに交換しま
しょう。
　消防本部予防課
　（☎62-5119）
問

住宅用火災警報器が鳴ったら

　蔵書資料の点検をしますので、貸
出期限を過ぎた本をお持ちの方は至
急返却してください。図書館（室）に
よって期間が異なりますのでご注意
ください。期間中は、ご不便をおか
けしますがご協力をお願いします。
【休館期間】
▶あみの図書館：
4月9日（月）～11
日（水）▶弥栄・丹
後図書室：4月11
日（水）～12日（木）
▶峰山図書館：4月16日（月）～18日
（水）▶大宮・久美浜図書室：4月18
日（水）～19日（木）
※休館期間中の図書の返却は、返却
ポストをご利用ください。
　峰山図書館（☎62-5101）
　あみの図書館（☎72-4946）

蔵書点検のための臨時休館

問

　暖かくなるにつれ、山に入る機会が
多くなりますが、3月は空気が乾燥し、
強い風が吹くため、林野火災の発生の
危険性が高くなります。
　林野火災は地形的に、消火活動が
困難となり、火災が発生すると大規模
化する危険性があります。空気が乾い
ている日や風が強い
日には、たき火や野
焼きをしないなど、
火の取り扱いには十
分注意してください。
　消防本部予防課（☎62-5119）

山火事予防運動
3月11日～4月8日

問

　3月25日（日）11時～13時（1部）、14時～16時（2部）
　福知山公立大学（福知山市堀）
　平成31年3月卒業予定の大学・短大等の学生、UIJターンで京都府北部地域で
の就職を希望する学生
　無料　　駐車場、シャトルバス(京都駅・綾部駅・福知山駅⇔会場)あり
※参加企業一覧、無料送迎バス時刻表は「北京都ジョブ
パーク」で検索してください。
　北京都ジョブパーク（☎0773-22-3815）

他

問

時
所
対

料

京都北部合同企業説明会in福知山公立大学キャンパス

　軽自動車などを販売する業者が所
有する販売用の在庫車両（4月1日基
準）については、届け出により軽自動車
税が免除されます。該当車両がある場
合は、在庫状況などの届け出をしてく
ださい。ただし、リース車・社用車は
対象外です。
　4月2日（月）～6日（金）8時30分～
17時15分
　申請書（　、市民局、市　に設置）、
古物商許可番号が確認できる古物商
許可証の写し、該当車両の検査証の
写し
　税務課（☎69-0180）

時

持

問

商品車の届出

窓

　3月22日（木）から薬師ケ丘さくらの
森公園（丹後震災記念館横）のトイレ
および水飲み場の使用を停止します。
　スポーツ観光・交流課（☎69-0470）
　文化財保護課（☎69-0640）

薬師ケ丘さくらの森公園トイレの
使用停止

問
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　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者で、市内を定置場所とし
ている方に課税されます。すでに原動機付自転車や軽自動車をお持ちでない方は、
平成30年3月30日（金）までに廃車等の手続きを行ってください（軽自動車税は月割
り課税ではありません）。
 車種 手続き先 必要な書類など
　　
原動機付自転車
ミニカー
小型特殊自動車
（農耕用・その他）

オートバイ
（125ccを超えるもの）

軽自動車

　オートバイや軽自動車の手続きには数日かかる場合がありますので、お早めに手
続きをお願いします。※お手元に車両やナンバープレート・車検証がない場合の手続
きについても、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
　税務課（☎69-0180）

問

他

問

 工　　事　　名 工事場所 受注業者 契約金額（円） 工期
尾和用水改修工事（上野工区その2） 丹後町上野　 ㈱吉村建設 6,528,600  H30.  3.  9
菅地区管渠布設工事その38 峰山町菅　 ㈱西隆 2,275,560  H30.  3.30
国道312号（坂井地区）配水管布設工事 久美浜町坂井 ㈱澤土木 28,886,760  H30.  5.31
久美浜病院4号館公共下水道接続工事 久美浜町栃谷 ㈱好井工務店 3,129,840  H30.  3.  9
特定空家等除却工事【略式代執行】 久美浜町橋爪 ㈱金原組 1,371,600  H30.  2.28
※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。　入札契約課（☎69-0170）

1月公共工事発注状況

問

　市内では昨年、船外機やプロペラ等
の船舶関連被害が13件発生しました。
【こんな時は、すぐに110番】
▶見知らぬ人物が漁船近くを徘徊してい
る。深夜帯に船外機を取り外している。
▶船外機を積載したトラック等が駐車、
走行している。
【被害に遭わないために】
▶取り外しによる船外機の個別保管
▶ワイヤー錠、南京錠等による施錠
▶船外機用盗難防止ナット等防犯機器
の活用
　京丹後警察署（☎62-0110）問

船外機の盗難が多発しています

市民局

近畿運輸局　京都運輸支局
（☎050-5540-2061）
軽自動車検査協会　京都事務所
（☎050-3816-1844）

ナンバープレート（紛失等した場
合は弁償金100円）
所有者・届出者の印鑑

※所有者が変わった場合は、新しい
所有者での登録手続も必要です。

各手続先に直接お問合わせくだ
さい。市の窓口では、125ccを超
えるオートバイ・軽自動車の廃車
手続を行う事はできません。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車等の
廃車手続きはお早めに！

　「平成30年度償却資産申告書」を提
出されていない方は、早急に　または
市民局へ提出してください。資産の増
加や減少が無い方、廃業された方も
申告書の提出が必要です（申告書は、
　および市民局にあります）。
　税務課（☎69-0180）

窓

窓
問

償却資産申告書の提出

　最近住所を移転された方は、投票の場所が変わることがあります。以下の表によりお間違いのないように注意してください。
 

届出の別 届出の日
 投票場所・選挙権の有無 

備考

転入届を
出した方

転出届を
出した方

転居届を出した方　　　　　　　　　投票所入場券に記載の投票所に行ってください。 
※平成29年12月22日以後に、京都府内の市町村間で住所異動した方は、前住所地で投票を行うこととなります。ただし、
前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。※今回の選挙から府の選挙の選挙権に係る京都府内移転時の取
扱いが変更となり、京都府内の異動であれば、市町村を単位として2回以上転出した場合にも、府の選挙権を失わないこと
とされました。　
　市選挙管理委員会（総務課内☎69-0140）

新住所地で 前住所地で 投　票
投票できる 投票できる できない

京都府以外
から転入

京都府内の
他の市町村
から転入

京都府以外
へ転出

京都府内の
他の市町村
へ転出

 

居住証明書または
居住確認が必要

　

居住証明書または
居住確認が必要

平成29年12月21日以前に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月22日以後に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月21日以前に
京丹後市に転入の届出
平成29年12月22日以後に
京丹後市に転入の届出

全期間

平成29年12月21日以前に
新住所地に転入の届出
平成29年12月22日以後に
新住所地に転入の届出

○

○

○

 

○

○

 

○

○

最近住所を移転された方の投票

　3月24日（土）13時～16時(受付12時30分～)　　アグリセンター大宮
≪京丹後市合同企業説明会≫
　市内31事業所合同の企業説明会を開催します。
　▶参加企業プレゼンタイム▶企業説明会
　▶相談コーナー(インターンシップ、U･Iターンなど)
　平成31年3月卒業予定の大学・短大・専修学校・高校等の学生、U･Iターン就
職希望者、一般求職者　　無料
　送迎バス(京都駅⇔会場)利用の方は、事前に予約してくだ
さい。（先着順）※詳細・バス予約は、☎・QRコードから　
≪保護者のための就活勉強会≫
　就活生を応援するために知っておきたい「イマドキの就活
事情」「保護者の関わり方」を分かりやすく解説します。
　▶就活勉強会▶個別相談会
　大学(院)生、短大生、高専生、専修学校生、高校生等（学年不問）の保護者やＵ・
Ｉターン希望者の親族等　　無料
　商工振興課（☎69-0440）

時 所

内

内

対
料

受

対
料

問

「合同企業説明会」「保護者のための就活勉強会」（同時開催）

ピッ・・・
ピッ・・・

　住宅用火災警報器の鳴っている付
近が火災かどうか確認し、火災でない
場合は、器具に付いている警報停止ボ
タンを押すかヒモを引くと警報音を止
めることができます。
　短い音でピッ・・・ピッ・・・と一定の
間隔で鳴る場合
は電池切れの注
意音ですので、
警報器ごと新し
いものに交換しま
しょう。
　消防本部予防課
　（☎62-5119）
問

住宅用火災警報器が鳴ったら

　蔵書資料の点検をしますので、貸
出期限を過ぎた本をお持ちの方は至
急返却してください。図書館（室）に
よって期間が異なりますのでご注意
ください。期間中は、ご不便をおか
けしますがご協力をお願いします。
【休館期間】
▶あみの図書館：
4月9日（月）～11
日（水）▶弥栄・丹
後図書室：4月11
日（水）～12日（木）
▶峰山図書館：4月16日（月）～18日
（水）▶大宮・久美浜図書室：4月18
日（水）～19日（木）
※休館期間中の図書の返却は、返却
ポストをご利用ください。
　峰山図書館（☎62-5101）
　あみの図書館（☎72-4946）

蔵書点検のための臨時休館

問

　暖かくなるにつれ、山に入る機会が
多くなりますが、3月は空気が乾燥し、
強い風が吹くため、林野火災の発生の
危険性が高くなります。
　林野火災は地形的に、消火活動が
困難となり、火災が発生すると大規模
化する危険性があります。空気が乾い
ている日や風が強い
日には、たき火や野
焼きをしないなど、
火の取り扱いには十
分注意してください。
　消防本部予防課（☎62-5119）

山火事予防運動
3月11日～4月8日

問

　3月25日（日）11時～13時（1部）、14時～16時（2部）
　福知山公立大学（福知山市堀）
　平成31年3月卒業予定の大学・短大等の学生、UIJターンで京都府北部地域で
の就職を希望する学生
　無料　　駐車場、シャトルバス(京都駅・綾部駅・福知山駅⇔会場)あり
※参加企業一覧、無料送迎バス時刻表は「北京都ジョブ
パーク」で検索してください。
　北京都ジョブパーク（☎0773-22-3815）

他

問

時
所
対

料

京都北部合同企業説明会in福知山公立大学キャンパス

　軽自動車などを販売する業者が所
有する販売用の在庫車両（4月1日基
準）については、届け出により軽自動車
税が免除されます。該当車両がある場
合は、在庫状況などの届け出をしてく
ださい。ただし、リース車・社用車は
対象外です。
　4月2日（月）～6日（金）8時30分～
17時15分
　申請書（　、市民局、市　に設置）、
古物商許可番号が確認できる古物商
許可証の写し、該当車両の検査証の
写し
　税務課（☎69-0180）

時

持

問

商品車の届出

窓

　3月22日（木）から薬師ケ丘さくらの
森公園（丹後震災記念館横）のトイレ
および水飲み場の使用を停止します。
　スポーツ観光・交流課（☎69-0470）
　文化財保護課（☎69-0640）

薬師ケ丘さくらの森公園トイレの
使用停止

問
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11・2月）発行しています。
　市内在住の方（1人1点に限る）
　【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）
　3月30日（金）までに、持参または
　（当日消印有効）※住所、氏名、電
話番号、撮影場所・年月日をお伝え（　
の場合は明記）ください。
　議会事務局（☎69-0010）

　市の魅力を紹介できる時節（5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・

補助金
・助成金
　　　   など

募集

5月発行の「議会だより」
表紙写真を募集

対
要

　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。
　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
　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
（土）までにお願いします。
　市民局、　　
　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
金振込口座の通帳
　長寿福祉課（☎69-0330）

対

位置探索サービス利用補助金

要

窓

問

受
持

　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送予
定の、「にっぽん縦断こころ旅（2018
春の旅）」が3月26日からスタートし
ます。俳優の火野正平さんが自転車
で皆さんの“忘れられない風景”を巡
りながら旅をする番組です｡皆さんか
らのお手紙で旅の
ルートを決定する
ため、市内の「忘れ
られない場所、風
景」にまつわる手紙
を募集します。
※京都府の放送予定：7月2日（月）～
6日（金）
　5月21日（月）までに、手紙に住所、
氏名、電話番号、性別、年齢、風景
にまつわるエピソードを記入の上、
申し込んでください。
〒150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係
　www.nhk.or.jp/kokorotabi/
　03-3465-1327
　ＮＨＫふれあいセンター
　（☎0570-066-066）

受

問

にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集

　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）
　▶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
　4月9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30日
（金）まで受け付けます。
　申請書、平成29年中の世帯収入が
分かるもの
　丹後保健所（☎62-4302）
　生活福祉課（☎69-0310）

持

問

受

対

技能修得資金（第2次申請）

【コースと内容】
 エアロスター にこにこエアロ フローラ

活動日時

　場所
　定員

活動期間

　会費
 （予定）
集金方法 全額一括（前払い）

　内容 
　▶有酸素運動で脂肪を燃焼し、ストレッチで日ごろの疲れを解消します。

　 　▶「にこにこエアロ」と「フローラ」では、エアロビクスとジムボール
（小）を使った筋力アップトレーニングを行い、身体を引き締めます。

講師：中西香里さん（エアロビクス・インストラクター）
　市内在住・在勤の成人
　3月20日（火）までにはがき（当日消印有効）※郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望コース、あっせん希望を記入
　定員を超える場合は抽選。1人1通でお申し込みください。希望に沿えない場
合は他のコースをあっせんします。☎では申し込めません。
【結果】申込者全員へはがきで通知します。
　〒627-0012　京丹後市峰山町杉谷1030　峰山地域公民館「エアロビクス」
係（☎69-0661）

エアロビクスサークル
～楽しみながらシェイプアップ！！～

毎週水曜日
20時～21時

峰山地域公民館ほか
30人

4月4日～9月末
（全20回）

8,000円

毎週金曜日
9時30分～10時45分
峰山地域公民館ほか

30人
4月6日～9月末
（全20回）

8,000円、ボール代
1,300円（税込）

毎週金曜日
20時～21時10分
峰山織物センターほか

25人
4月6日～9月末
（全24回）

9,600円、ボール代
1,300円（税込）

対
受

他

問

受

〒
〒

問

　下記区域で下水道の使用が可能と
なりました。川や海など公共用水域
の水質保全、トイレの水洗化による
生活環境の向上などを図るため、早
期に下水道への接続をお願いします。
〈大宮町善王寺地区の一部〉

〈網野町網野地区の一部]〉

〈峰山町長岡地区の一部〉

　下水道整備課（☎69-0550）

下水道の供用開始

　豊栄山村広場グラウンド内に陥
没・亀裂が発生し、使用できない状
況です。
　原因究明の調査のため、しばらく
使用を停止します。
　社会教育課（☎69-0630）

豊栄山村広場グラウンドの
使用停止

・ 
善王寺
公民館
・ 

善王寺
公民館善王

寺川
善王
寺川

・網野高等学校

・
網野中学校
・

網野中学校

・長岡小学校・長岡小学校

・
長岡公民館
・

長岡公民館

・網野高等学校

問

問

【開催講座】
　　 講座名 日程・時間 場所 受講料 定員
染色科基礎Ⅰ
（全20回）

着付科（全14回）

和裁科（2年間）

染色科基礎Ⅰ
（全20回）

着付科（全12回）

【講座内容】▶染色科基礎Ⅰ：ステンシル・しぼり・ロウケツ染めなどの技法を含
め染色の基礎を学びながら、主に丹後ちりめんを使用して、のれん・タペスト
リー・スカーフ・Ｔシャツなど、小物から着物まで、商品作りを考えた染色を学
びます。▶着付科：一人で着物を着ることができるように学びます。▶和裁科：
運針、肌じゅばん・ゆかた・着物を縫い和裁技術を学習（技能士補の資格が得ら
れます）　※過去に受講したコースを再び受講することはできません。
　詳しくは京丹後市商工会　をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。　　4月4日（水）までに☎（応募者多数の場合は抽選）※申
し込みが5人に満たない場合は開講しません。　
　京丹後市職業訓練校（京丹後市商工会内☎62-0342）

4月18日～（毎週水）
13時～16時

4月10日～（毎週火）
19時30分～21時30分

4月16日～（毎週月･木･金） 
18時30分～22時

4月17日～（毎週火） 
13時30分～16時30分

4月18日～（毎週水）
19時30分～21時30分

峰山織物センター

峰山織物センター

京丹後市商工会網野支所

アミティ丹後

アミティ丹後

5,000円

3,000円

5,000円/年

5,000円

3,000円

10人

20人

10人

10人

20人

カリキュラムに草木染め
を含んでいます。

カリキュラムに藍染めを
含んでいます。

対
受

問

京丹後市職業訓練校生徒募集

　市では臨時的任用職員の登録者を
随時募集しています。臨時的任用職
員の任用が必要になった場合、この
候補者の中から選考し、
任用を決定します。
　歯科衛生士（免許取得
見込含む）の方
【業務内容】乳幼児健診時の歯科指導
業務（個別指導、フッ素塗布など）
【勤務場所】峰山総合福祉センター、
各保健センター
【任用期間】平成30年4月上旬～9月下
旬（勤務状況により更新あり）
【勤務時間】週1～2日（12時30分～16
時　状況により変動あり）
【賃金】時間給1,130円
【必要書類】申込書（　、人事課、市
　に設置）、自筆の履歴書、業務に関
係する証明書の写し等
※提出した書類は返却しません。
　人事課に持参、　
　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。
　健康推進課（☎69-0350）

受
他

問

窓

京丹後市臨時的任用職員募集
（歯科衛生士）

対

〒
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11・2月）発行しています。
　市内在住の方（1人1点に限る）
　【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）
　3月30日（金）までに、持参または
　（当日消印有効）※住所、氏名、電
話番号、撮影場所・年月日をお伝え（　
の場合は明記）ください。
　議会事務局（☎69-0010）

　市の魅力を紹介できる時節（5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・

補助金
・助成金
　　　   など

募集

5月発行の「議会だより」
表紙写真を募集

対
要

　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。
　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
　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
（土）までにお願いします。
　市民局、　　
　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
金振込口座の通帳
　長寿福祉課（☎69-0330）

対

位置探索サービス利用補助金

要

窓

問

受
持

　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送予
定の、「にっぽん縦断こころ旅（2018
春の旅）」が3月26日からスタートし
ます。俳優の火野正平さんが自転車
で皆さんの“忘れられない風景”を巡
りながら旅をする番組です｡皆さんか
らのお手紙で旅の
ルートを決定する
ため、市内の「忘れ
られない場所、風
景」にまつわる手紙
を募集します。
※京都府の放送予定：7月2日（月）～
6日（金）
　5月21日（月）までに、手紙に住所、
氏名、電話番号、性別、年齢、風景
にまつわるエピソードを記入の上、
申し込んでください。
〒150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係
　www.nhk.or.jp/kokorotabi/
　03-3465-1327
　ＮＨＫふれあいセンター
　（☎0570-066-066）

受

問

にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集

　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）
　▶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
　4月9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30日
（金）まで受け付けます。
　申請書、平成29年中の世帯収入が
分かるもの
　丹後保健所（☎62-4302）
　生活福祉課（☎69-0310）

持

問

受

対

技能修得資金（第2次申請）

【コースと内容】
 エアロスター にこにこエアロ フローラ

活動日時

　場所
　定員

活動期間

　会費
 （予定）
集金方法 全額一括（前払い）

　内容 
　▶有酸素運動で脂肪を燃焼し、ストレッチで日ごろの疲れを解消します。

　 　▶「にこにこエアロ」と「フローラ」では、エアロビクスとジムボール
（小）を使った筋力アップトレーニングを行い、身体を引き締めます。

講師：中西香里さん（エアロビクス・インストラクター）
　市内在住・在勤の成人
　3月20日（火）までにはがき（当日消印有効）※郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望コース、あっせん希望を記入
　定員を超える場合は抽選。1人1通でお申し込みください。希望に沿えない場
合は他のコースをあっせんします。☎では申し込めません。
【結果】申込者全員へはがきで通知します。
　〒627-0012　京丹後市峰山町杉谷1030　峰山地域公民館「エアロビクス」
係（☎69-0661）

エアロビクスサークル
～楽しみながらシェイプアップ！！～

毎週水曜日
20時～21時

峰山地域公民館ほか
30人

4月4日～9月末
（全20回）

8,000円

毎週金曜日
9時30分～10時45分
峰山地域公民館ほか

30人
4月6日～9月末
（全20回）

8,000円、ボール代
1,300円（税込）

毎週金曜日
20時～21時10分
峰山織物センターほか

25人
4月6日～9月末
（全24回）

9,600円、ボール代
1,300円（税込）

対
受

他

問

受

〒
〒

問

　下記区域で下水道の使用が可能と
なりました。川や海など公共用水域
の水質保全、トイレの水洗化による
生活環境の向上などを図るため、早
期に下水道への接続をお願いします。
〈大宮町善王寺地区の一部〉

〈網野町網野地区の一部]〉

〈峰山町長岡地区の一部〉

　下水道整備課（☎69-0550）

下水道の供用開始

　豊栄山村広場グラウンド内に陥
没・亀裂が発生し、使用できない状
況です。
　原因究明の調査のため、しばらく
使用を停止します。
　社会教育課（☎69-0630）

豊栄山村広場グラウンドの
使用停止

・ 
善王寺
公民館
・ 

善王寺
公民館善王

寺川
善王
寺川

・網野高等学校

・
網野中学校
・

網野中学校

・長岡小学校・長岡小学校

・
長岡公民館
・

長岡公民館

・網野高等学校

問

問

【開催講座】
　　 講座名 日程・時間 場所 受講料 定員
染色科基礎Ⅰ
（全20回）

着付科（全14回）

和裁科（2年間）

染色科基礎Ⅰ
（全20回）

着付科（全12回）

【講座内容】▶染色科基礎Ⅰ：ステンシル・しぼり・ロウケツ染めなどの技法を含
め染色の基礎を学びながら、主に丹後ちりめんを使用して、のれん・タペスト
リー・スカーフ・Ｔシャツなど、小物から着物まで、商品作りを考えた染色を学
びます。▶着付科：一人で着物を着ることができるように学びます。▶和裁科：
運針、肌じゅばん・ゆかた・着物を縫い和裁技術を学習（技能士補の資格が得ら
れます）　※過去に受講したコースを再び受講することはできません。
　詳しくは京丹後市商工会　をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。　　4月4日（水）までに☎（応募者多数の場合は抽選）※申
し込みが5人に満たない場合は開講しません。　
　京丹後市職業訓練校（京丹後市商工会内☎62-0342）

4月18日～（毎週水）
13時～16時

4月10日～（毎週火）
19時30分～21時30分

4月16日～（毎週月･木･金） 
18時30分～22時

4月17日～（毎週火） 
13時30分～16時30分

4月18日～（毎週水）
19時30分～21時30分

峰山織物センター

峰山織物センター

京丹後市商工会網野支所

アミティ丹後

アミティ丹後

5,000円

3,000円

5,000円/年

5,000円

3,000円

10人

20人

10人

10人

20人

カリキュラムに草木染め
を含んでいます。

カリキュラムに藍染めを
含んでいます。

対
受

問

京丹後市職業訓練校生徒募集

　市では臨時的任用職員の登録者を
随時募集しています。臨時的任用職
員の任用が必要になった場合、この
候補者の中から選考し、
任用を決定します。
　歯科衛生士（免許取得
見込含む）の方
【業務内容】乳幼児健診時の歯科指導
業務（個別指導、フッ素塗布など）
【勤務場所】峰山総合福祉センター、
各保健センター
【任用期間】平成30年4月上旬～9月下
旬（勤務状況により更新あり）
【勤務時間】週1～2日（12時30分～16
時　状況により変動あり）
【賃金】時間給1,130円
【必要書類】申込書（　、人事課、市
　に設置）、自筆の履歴書、業務に関
係する証明書の写し等
※提出した書類は返却しません。
　人事課に持参、　
　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。
　健康推進課（☎69-0350）

受
他

問

窓

京丹後市臨時的任用職員募集
（歯科衛生士）

対

〒
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【関連行事】
《蚕織神社祈願祭》
　4月15日(日)9時～
　網野神社
※詳しくは4月上旬に新聞折り込み
予定のチラシをご覧ください。　
※15日は京都丹後鉄道網野駅から会
場までのシャトルバスを運行します。
　京丹後ちりめん祭実行委員会事務
局（商工振興課内☎69-0440）

（バッグ）、雨具（雨天の場合）
　市国際交流協会
　（☎69-0120　69-0901）
　kokusai_koryu@kyotango.net講座・催し

　市国際交流協会と
米陸軍経ヶ岬通信所
の共催でイースター・
エッグハントを行い
ます。
　4月1日（日）10時～11時30分頃
※雨天決行
　丹後文化会館・峰山地域公民館
　イースター・エッグ（お菓子の詰
まったプラスチック製の卵）を探しま
す。その他ゲームコーナーなどもあ
ります。
　3歳以上12歳まで※保護者同伴
　100人（先着）　　無料
　事前に☎、　、
　イースター・エッグを入れる袋

イースター・エッグハント

　4月14日（土）10時～16時、15日
（日）10時～15時30分
　アミティ丹後、網野神社周辺
　【4月14日（土）】呉楽市（きものや
ちりめん製品などの展示即売会）、織
物展示（丹後織物工業組合の展示
他）、きもので楽しむ音楽会（要チケッ
ト）（18時～21時）
【4月15日（日）】丹後うまいもん市、
きものでお食事会（要事前申込）、き
もので楽しむ利き酒会、ステージ
ショー、抽選会、呉楽市、織物展示、
きものレンタル・着付けコーナー、
お茶席、きものフォトカレンダー、
手機体験、バステルアート体験ほか

第68回京丹後ちりめん祭

 場所（主催） 日時  行事名

峰山図書館 毎週金 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
 毎週土 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）

あみの図書館
 毎週木 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）

 毎週土 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）  14:00～14:30 
丹後図書室 毎週水 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）※4/11はお休み

大宮図書室
 3/17（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象） 4/  7（土） 10:30～11:00 

 4/11（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）

弥栄図書室 3/15（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
 3/17（土） 11:30～12:00 読み聞かせ会（3歳～小学生対象）

久美浜図書室 3/18（日） 14:00～14:30 おはなしの花束（3歳～小学生対象）
 3/22（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象） 

図書館（室）読み聞かせ

　標高423.9㍍の三草山を中心とし
た歴史や早春の自然を楽しむコース
を約5時間かけて歩きます。
　3月25日（日）6時15分出発～18時
25分帰着(丹後地域公民館予定)
　三草山（兵庫県加東市）
　市内在住の社会人の方
　20人（申込者多数の
場合は抽選）

第2回トレッキング

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

4/  3～  5/  1
4/  5～  5/14

4/  6～  5/28

4/19～10/11

4/24～  6/26

（9回）
（9回）

（14回）

(25回）

(18回）

7,000円     
7,000円     

12,000円（※）

20,000円（※）

15,000円（※）

丹後勤労者
福祉会館

【時間】18時30分～21時30分　　　　　　　　　　　    ※別途教材費要
　開講日の2週間前までに、申込書に受講料を添えて　に提出（先着）　　
　職業訓練法人丹後地域職業訓練協会（☎68-0365）
　http://wakuwakukan.jimdo.com

ゆっくり・丁寧
コンピュータ入門講座　
第二種電気工事士受験講座
（学科試験対策）
2級土木施工管理技士受験講座
（試験対策）
簿記講座

Aコース
Bコース

受
問

窓

　トレッキングシューズ、登山靴など
　3月12日（月）～19日（月）までに各
地域公民館窓口
　丹後地域公民館(☎69-0664)

子育て

　3月15日（木）19時～21時（受付：
18時45分～）　
　峰山総合福祉センター　
　赤ちゃんの抱っこ・着替え・風呂
入れ体験、妊婦体験、交流など
　市内在住の妊婦とそのパートナー
　母子健康手帳　
　3月13日（火）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

プレパパ＆プレママスクール
両親学級

受

対

問

持

時

所
内

　3月14日（水）9時30分～11時30分
（受付：9時20分～）　
　峰山総合福祉センター　
　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　
　市内在住の妊婦
　母子健康手帳　
　3月13日（火）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

マタニティクラス

受
問

持
対

時

所
内

365日・24時間受付※通話料無料

0 1 2 0 - 8 8 9 - 0 6 1
「友達にいじめら
れていて誰にも
相談できない」
「最近、子どもの
様子がおかしい」
など少しでもお悩みの場合は、すぐ
にお電話ください。指導主事（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。　
　市内在住の児童生徒・保護者の方など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

対
問

定

受
持

問

対
定
受
持

問

　久美浜児童合唱団が日頃の練習の
成果を発表します。
　3月21日（水・祝）13時30分（開場
13時）
　久美浜福祉センター
　久美浜地域公民館（☎69-0666）

久美浜児童合唱団
「第15回スプリングコンサート」

時

所
問

時

所
内

時

所
内

時

所

　3月14日(水)～22日(木) に、市
内の中学2年生15人をニュージーラ
ンドニュープリマス市へ派遣する予
定としています。帰国後、派遣した中
学生による報告会を開催し、現地へ
行って感じたことや学んだことにつ
いて派遣生徒自身が報告します。
　4月13日（金）19時30分（受付19時）
　アグリセンター大宮
　学校教育課（☎69-0620）

平成29年度京丹後市
中学生海外派遣事業報告会

時
所
問

　4月2日は「世界自閉症啓発デー」で
す。4月2日から8日の「発達障害啓発
週間」は自閉症をはじめとする発達
障害への理解を深めるため、日本各
地のランドマークを青色でライト
アップする啓発イベントが行われま
す。京丹後市では昨年に引き続き、
間人皇后聖徳太子母子像でのブルー
ライトアップを行います。
　4月1日（日）17時30分～18時45分
　間人皇后聖徳太子母子像（丹後町
間人）
　ＮＰＯ法人丹後の自閉症児を育てる
会　岩渕祐子（☎080-1414-2766）

世界自閉症啓発デー
 ～集まれ　みんなの青い光　たんご～

時
所

問

時
所

問

　4月8日(日)10時～15時
　天女の里（峰山町鱒留）
　手作りこんにゃく・手打ちそば等
地域の食材を生かした出店ブース、
ぜんざいの振る舞い
　天女の里管理事務所（☎62-7720）

天女の里　さくら祭り

内

時
所

問

料

　3月18日（日）9時30分～16時
　丹後古代の里資料館　
　勾玉作り、缶バッジ作り、貫頭衣
を着て古代人体験など
　当日は入館料無料、ほかの日は有
料（大人300円、小中学生150円）
　丹後古代の里資料館（☎75-2431）

古代の里まつり

時
所
内

料

問

 ① 4月3日（火） 着物リフォーム教室

 ② 5日（木）
 リズム体操

   （サザエさん体操等）
 ③ 6日（金） 絵手紙教室
 ④ 9日（月） うた声サロン
 ⑤ 10日（火） 太極拳（基礎編）
 ⑥ 11日（水） 前結び着付け教室
 ⑦ 14日（土） 習字教室
 ⑧ 17日（火） 着物リフォーム教室
 ⑨ 20日（金） 絵手紙教室
 ⑩ 23日（月） うた声サロン
 ⑪ 24日（火） 太極拳（基礎編）
 ⑫ 28日（土） 習字教室
※③④⑦⑨⑩⑫9時30分～、⑤⑪13
時30分～、①②⑥⑧⑫14時～
　①②⑤⑥⑦⑧⑪⑫がや我家（楽習
室）、③⑨和い輪い楽習館、④⑩いき
いきセンター　　　事前（8時30分～
17時15分※土日祝
は休み）　
　要問い合わせ　
　300円
※材料費は別途
　（公社）京丹後市シルバー人材セ
ンター（☎65-0052）
◎シルバー人材センターでは高齢者
（おおむね60歳以上）の入会をお待ち
しています。入会説明会を月3回実施
（日程などはお問い合わせください）

和い輪い楽習館
4月開講講座

所

料

受

持

問

対

　「着物でお出かけを楽しむ」をテー
マに、スウェーデンの伝統楽器を軸
にしたバンドの生演奏と食事を楽し
みながら語らうイベントです。ぜひ
ご参加ください。
　3月31日（土）18時～21時
　セントラーレ・ホテル京丹後
　80人（先着順）
　3,500円（食事付、飲物代別）
　3月23日（金）までに　、　
　京丹後市きもの交流会事務局（商
工振興課内☎69-0440　72-2030）
　shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

きもので楽しむ音楽会

定

時
所

料
受
問

　お子さんは、もぐもぐカミカミ、
離乳食を食べてくれますか？「離乳
食を食べなくなった」「少し粒がある
とえずく」「口を動かさずに丸飲みす
る」など順調に離乳食が進みにくい
方のための離乳食教室です。
　3月27日（火）9時30分～12時頃
　峰山総合福祉センター　
　調理実習、試食、個別相談など　
　10～12カ月頃のお子さんと保護者
　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
　3月20日（火）までに☎
　健康推進課（☎69-0350）

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

受

対

問

持

時
所
内
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【関連行事】
《蚕織神社祈願祭》
　4月15日(日)9時～
　網野神社
※詳しくは4月上旬に新聞折り込み
予定のチラシをご覧ください。　
※15日は京都丹後鉄道網野駅から会
場までのシャトルバスを運行します。
　京丹後ちりめん祭実行委員会事務
局（商工振興課内☎69-0440）

（バッグ）、雨具（雨天の場合）
　市国際交流協会
　（☎69-0120　69-0901）
　kokusai_koryu@kyotango.net講座・催し

　市国際交流協会と
米陸軍経ヶ岬通信所
の共催でイースター・
エッグハントを行い
ます。
　4月1日（日）10時～11時30分頃
※雨天決行
　丹後文化会館・峰山地域公民館
　イースター・エッグ（お菓子の詰
まったプラスチック製の卵）を探しま
す。その他ゲームコーナーなどもあ
ります。
　3歳以上12歳まで※保護者同伴
　100人（先着）　　無料
　事前に☎、　、
　イースター・エッグを入れる袋

イースター・エッグハント

　4月14日（土）10時～16時、15日
（日）10時～15時30分
　アミティ丹後、網野神社周辺
　【4月14日（土）】呉楽市（きものや
ちりめん製品などの展示即売会）、織
物展示（丹後織物工業組合の展示
他）、きもので楽しむ音楽会（要チケッ
ト）（18時～21時）
【4月15日（日）】丹後うまいもん市、
きものでお食事会（要事前申込）、き
もので楽しむ利き酒会、ステージ
ショー、抽選会、呉楽市、織物展示、
きものレンタル・着付けコーナー、
お茶席、きものフォトカレンダー、
手機体験、バステルアート体験ほか

第68回京丹後ちりめん祭

 場所（主催） 日時  行事名

峰山図書館 毎週金 10:30～10:45 えほんのじかん（乳幼児対象）
 毎週土 14:00～14:30 おはなしひろば（3歳～小学生対象）

あみの図書館
 毎週木 10:00～10:20 えほんのへや（乳幼児対象）

 毎週土 10:30～11:00 読み聞かせ（3歳～小学生対象）  14:00～14:30 
丹後図書室 毎週水 10:30～10:50 えほんのへや（乳幼児対象）※4/11はお休み

大宮図書室
 3/17（土） 10:30～11:00 おはなしランド（3歳～小学生対象） 4/  7（土） 10:30～11:00 

 4/11（水） 10:30～10:50 ちっちゃなおてて（乳幼児対象）

弥栄図書室 3/15（木） 10:30～10:50 おはなし会（乳幼児対象）
 3/17（土） 11:30～12:00 読み聞かせ会（3歳～小学生対象）

久美浜図書室 3/18（日） 14:00～14:30 おはなしの花束（3歳～小学生対象）
 3/22（木） 10:30～10:45 えほんのへや（乳幼児対象） 

図書館（室）読み聞かせ

　標高423.9㍍の三草山を中心とし
た歴史や早春の自然を楽しむコース
を約5時間かけて歩きます。
　3月25日（日）6時15分出発～18時
25分帰着(丹後地域公民館予定)
　三草山（兵庫県加東市）
　市内在住の社会人の方
　20人（申込者多数の
場合は抽選）

第2回トレッキング

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

4/  3～  5/  1
4/  5～  5/14

4/  6～  5/28

4/19～10/11

4/24～  6/26

（9回）
（9回）

（14回）

(25回）

(18回）

7,000円     
7,000円     

12,000円（※）

20,000円（※）

15,000円（※）

丹後勤労者
福祉会館

【時間】18時30分～21時30分　　　　　　　　　　　    ※別途教材費要
　開講日の2週間前までに、申込書に受講料を添えて　に提出（先着）　　
　職業訓練法人丹後地域職業訓練協会（☎68-0365）
　http://wakuwakukan.jimdo.com

ゆっくり・丁寧
コンピュータ入門講座　
第二種電気工事士受験講座
（学科試験対策）
2級土木施工管理技士受験講座
（試験対策）
簿記講座

Aコース
Bコース

受
問

窓

　トレッキングシューズ、登山靴など
　3月12日（月）～19日（月）までに各
地域公民館窓口
　丹後地域公民館(☎69-0664)

子育て

　3月15日（木）19時～21時（受付：
18時45分～）　
　峰山総合福祉センター　
　赤ちゃんの抱っこ・着替え・風呂
入れ体験、妊婦体験、交流など
　市内在住の妊婦とそのパートナー
　母子健康手帳　
　3月13日（火）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

プレパパ＆プレママスクール
両親学級

受

対

問

持

時

所
内

　3月14日（水）9時30分～11時30分
（受付：9時20分～）　
　峰山総合福祉センター　
　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　
　市内在住の妊婦
　母子健康手帳　
　3月13日（火）までに☎
　子育て世代包括支援センターはぐ
はぐ（☎69-0370）

マタニティクラス

受
問

持
対

時

所
内

365日・24時間受付※通話料無料

0 1 2 0 - 8 8 9 - 0 6 1
「友達にいじめら
れていて誰にも
相談できない」
「最近、子どもの
様子がおかしい」
など少しでもお悩みの場合は、すぐ
にお電話ください。指導主事（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。　
　市内在住の児童生徒・保護者の方など
　学校教育課（☎69-0620）

いじめ相談専用ダイヤル

ハ ヤ ク  ゼロロクイチ

対
問

定

受
持

問

対
定
受
持

問

　久美浜児童合唱団が日頃の練習の
成果を発表します。
　3月21日（水・祝）13時30分（開場
13時）
　久美浜福祉センター
　久美浜地域公民館（☎69-0666）

久美浜児童合唱団
「第15回スプリングコンサート」

時

所
問

時

所
内

時

所
内

時

所

　3月14日(水)～22日(木) に、市
内の中学2年生15人をニュージーラ
ンドニュープリマス市へ派遣する予
定としています。帰国後、派遣した中
学生による報告会を開催し、現地へ
行って感じたことや学んだことにつ
いて派遣生徒自身が報告します。
　4月13日（金）19時30分（受付19時）
　アグリセンター大宮
　学校教育課（☎69-0620）

平成29年度京丹後市
中学生海外派遣事業報告会

時
所
問

　4月2日は「世界自閉症啓発デー」で
す。4月2日から8日の「発達障害啓発
週間」は自閉症をはじめとする発達
障害への理解を深めるため、日本各
地のランドマークを青色でライト
アップする啓発イベントが行われま
す。京丹後市では昨年に引き続き、
間人皇后聖徳太子母子像でのブルー
ライトアップを行います。
　4月1日（日）17時30分～18時45分
　間人皇后聖徳太子母子像（丹後町
間人）
　ＮＰＯ法人丹後の自閉症児を育てる
会　岩渕祐子（☎080-1414-2766）

世界自閉症啓発デー
 ～集まれ　みんなの青い光　たんご～

時
所

問

時
所

問

　4月8日(日)10時～15時
　天女の里（峰山町鱒留）
　手作りこんにゃく・手打ちそば等
地域の食材を生かした出店ブース、
ぜんざいの振る舞い
　天女の里管理事務所（☎62-7720）

天女の里　さくら祭り

内

時
所

問

料

　3月18日（日）9時30分～16時
　丹後古代の里資料館　
　勾玉作り、缶バッジ作り、貫頭衣
を着て古代人体験など
　当日は入館料無料、ほかの日は有
料（大人300円、小中学生150円）
　丹後古代の里資料館（☎75-2431）

古代の里まつり

時
所
内

料

問

 ① 4月3日（火） 着物リフォーム教室

 ② 5日（木）
 リズム体操

   （サザエさん体操等）
 ③ 6日（金） 絵手紙教室
 ④ 9日（月） うた声サロン
 ⑤ 10日（火） 太極拳（基礎編）
 ⑥ 11日（水） 前結び着付け教室
 ⑦ 14日（土） 習字教室
 ⑧ 17日（火） 着物リフォーム教室
 ⑨ 20日（金） 絵手紙教室
 ⑩ 23日（月） うた声サロン
 ⑪ 24日（火） 太極拳（基礎編）
 ⑫ 28日（土） 習字教室
※③④⑦⑨⑩⑫9時30分～、⑤⑪13
時30分～、①②⑥⑧⑫14時～
　①②⑤⑥⑦⑧⑪⑫がや我家（楽習
室）、③⑨和い輪い楽習館、④⑩いき
いきセンター　　　事前（8時30分～
17時15分※土日祝
は休み）　
　要問い合わせ　
　300円
※材料費は別途
　（公社）京丹後市シルバー人材セ
ンター（☎65-0052）
◎シルバー人材センターでは高齢者
（おおむね60歳以上）の入会をお待ち
しています。入会説明会を月3回実施
（日程などはお問い合わせください）

和い輪い楽習館
4月開講講座

所

料

受

持

問

対

　「着物でお出かけを楽しむ」をテー
マに、スウェーデンの伝統楽器を軸
にしたバンドの生演奏と食事を楽し
みながら語らうイベントです。ぜひ
ご参加ください。
　3月31日（土）18時～21時
　セントラーレ・ホテル京丹後
　80人（先着順）
　3,500円（食事付、飲物代別）
　3月23日（金）までに　、　
　京丹後市きもの交流会事務局（商
工振興課内☎69-0440　72-2030）
　shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

きもので楽しむ音楽会

定

時
所

料
受
問

　お子さんは、もぐもぐカミカミ、
離乳食を食べてくれますか？「離乳
食を食べなくなった」「少し粒がある
とえずく」「口を動かさずに丸飲みす
る」など順調に離乳食が進みにくい
方のための離乳食教室です。
　3月27日（火）9時30分～12時頃
　峰山総合福祉センター　
　調理実習、試食、個別相談など　
　10～12カ月頃のお子さんと保護者
　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
　3月20日（火）までに☎
　健康推進課（☎69-0350）

後期離乳食教室
「離乳食キッチン」

受

対

問

持

時
所
内



11

平成30年3月9日号 No.324　おしらせ版

2018.310 2018.3

ご
案
内

補
助
金
・
助
成
金
な
ど

募

　集

講
座
・
催
し

子
育
て

健
康
と
福
祉

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

3/12(月) 12:45～13:00
3/13(火) 12:30～12:45
3/14(水) 9:20～  9:30
3/14(水) 13:00～13:15
3/15(木) 13:00～13:10
3/15(木) 18:45～19:00
3/20(火) 12:30～12:45
3/22(木) 12:45～13:00
3/23(金) 13:00～13:10
4/  9(月) 12:45～13:00
4/10(火) 12:30～12:45
4/11(水) 13:00～13:15
4/12(木) 12:45～13:00
4/13(金) 13:00～13:10
4/16(月) 12:45～13:00
4/17(火) 12:30～12:45
4/18(水) 9:20～  9:30
4/19(木) 13:00～13:10
4/19(木) 18:45～19:00

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

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

峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
健　診　名 日　時 場　所

※時間は受付時間

　   開催月 　　　　　　　　開催日（いずれも水曜日10時～11時） ベビークラス リトルキッズクラス キッズクラス
平成30年 4月 
 5月 
 6月 
 7月 
 8月 
 9月 
 10月 
 11月 
 12月 
平成31年 1月 
 2月 
 3月 
　大宮保健センター
※１かぶと山こども園　※2網野保健センター　※3弥栄こども園
　親子でふれあいながら行う体操教室
◎市内在住の在宅乳幼児とその保護者（おじいちゃん・おばあちゃんとの参加
も歓迎）▶ベビークラス：生後4カ月～1歳未満▶リトルキッズクラス：おおむね
1歳（歩行に慣れた頃）～2歳▶キッズクラス：おおむね2歳～入所・入園前　　
　無料　　不要　　タオル・お茶など、体を動かしやすい服装
　体操教室の後に自由遊びの時間（11時～11時30分）を設けています。
　子ども未来課（☎69-0340）

11日
9日　※1
13日

11日　※2
－

12日　※3
10日
14日
12日
－
13日
13日

－
2日
6日
4日
1日
5日
3日
7日
5日
－
6日
6日

18日
16日
20日
18日
－
19日
17日
21日
19日
－
20日
20日

親子で楽しく体を動かしてみませんか
「親子リフレッシュ体操教室」 健康と福祉

献血カレンダー
日　時 場　所

3/14（水）   9:30 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:30 峰山総合庁舎
3/25（日）   9:30 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:30 ショッピングセンターマイン
3/30（金） 10:00 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:00 久美浜庁舎

  会　場 　　　　検診日
丹後町 5/22～29
弥栄町 5/30～6/5
網野町 6/6～22
久美浜町 6/26～7/11
大宮町 7/12～8/3
峰山町 8/7～9/7
日曜検診 6/17・8/19
【検診項目】
▶健康診査（計測、血液検査、医師の
診察等）
▶がん検診（胃がん、大腸がん、前立
腺がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん）
▶その他（肝炎ウイルス検査）
※年齢や性別、加入の医療保険によ
り、受診制限があります。詳しくは
申込書で確認してください。
※日曜検診は、がん検診(肝炎ウイル
ス検査含む)のみ実施します。
　申込書提出先・締切
日については、各家庭
に郵送済みの申込書を
ご確認ください。
　健康推進課（☎69-0350）

平成30年度総合検診申込み

　市では、成人用肺炎球菌予防接種を実施しています。肺
炎で一番多い病原菌である肺炎球菌のワクチンを接種す
ることで、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状で済む
効果が期待されています。対象の方へは、5月頃個別に案
内を郵送しています。また、66歳以上の定期接種対象以
外の方も、定期接種対象者と同様の費用で接種できます。
接種を希望される場合はお問い合わせください。ただし、
過去に1回でも任意で肺炎球菌ワクチンを接種されたこと
がある方は対象外です。
　3月31日まで　　各医療機関
　▶65歳以上（定期接種の方）：S27年度、S22年度、S17年度、
S12年度、S7年度、S2年度、T11年度、T6年度生まれ）▶66
歳以上の上記対象者以外の方（任意接種扱い）
　自己負担金2,000円を医療機関でお支払いください。（後
期高齢者証受給者は無料）
　健康推進課（☎69-0350）

成人用肺炎球菌の予防接種
～ 65歳以上の方へ～

【福祉タクシー利用券】1カ月当たり1,000円（100円券×10
枚）の利用券を、申請月から年度末分までまとめて交付し
ます。
【福祉ガソリン利用券】
100円の利用券を、右表に
応じて交付します（交付は
1年に1度のみです）。
※申請時に希望する利用券
を選択してください。交付後は他の利用券と交換できません。
　▶身体障害者手帳を所持する方で障害等級が次の①～
⑤に該当する方：①視覚障害1・2級②下肢または移動機能
障害1・2級（上肢または上肢機能障害1・2級で、下肢また
は移動機能障害3級を含む）③体幹機能障害1・2級④心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の各機能の
いずれかの障害1級⑤ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能障害が1・2級▶療育手帳を所持する方▶精神障害者保
健福祉手帳を所持する方　　認印、身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳（身体障害者、療育手帳の
方は別冊も）　　4月2日（月）から　、市民局で申請を受け
付けます。　　障害者福祉課（☎69-0320）

平成30年度「福祉タクシー利用券」
「福祉ガソリン利用券」の交付

《国民健康保険被保険者証の更新について》
　現在お持ちの「国民健康保険被保険者証（以下、被保険
者証）」の有効期限は、3月31日までとなっています。4月1
日から使用できる被保険者証を、3月下旬に簡易書留郵便
にて国民健康保険の世帯主宛に交付します。紛失しないよ
う注意してください。
《入学・就職される方の手続きについて》
　入学・修学(学生)のため市を転出される方・転出されて
いる方の被保険者証については1年ごとに申請が必要です。
▶4月以降に学生となり、交付を希望される方（転出の方
のみ）
【申請に必要なもの】入学する学校から交付される学生証
または在学証明書（4月以降の証明）・被保険者証・認印
▶3月まで学生用の被保険者証（マル学保険証）を交付され
ていた方で、4月以降も学生である方（転出の方のみ）
【申請に必要なもの】入学する学校から交付される学生証
または在学証明書（4月以降の証明）・現在お持ちの被保険
者証・認印
▶4月以降学生でない方は、国民健康保険の喪失手続きを
お願いします。
【申請に必要なもの】現在お持ちの被保険者証・就職等で
社会保険等に加入された方は社会保険証等または加入証
明書・認印
《就職(社会保険等に加入)された方・退職(社会保険等を脱
退)された方は、必ず国民健康保険の喪失または加入の手
続きをしてください》
▶社会保険等に加入された方
【申請に必要なもの】加入された社会保険証等または加入
証明書・現在お持ちの被保険者証・認印
▶社会保険等を脱退された方
【申請に必要なもの】資格喪失証明書(脱退証明書)・認印
【注意事項】国民健康保険に加入の方で各届出(転出・住所
変更など）が必要なときは、必ずお持ちの被保険者証をご
持参ください。また社会保険等に加入された場合は、交付
された社会保険証等をあわせてご持参ください。
　保険事業課（☎69-0220）
≪国民健康保険税のお支払いは安心・便利な口座振替を
ご利用ください≫
　口座振替は、一度申し込みいただくと納期限に口座から
自動的に引き落とされ金融機関に支払いに行く必要がな
く、安心で便利です。口座振替の申込書は、税務課、各市
民局、市内金融機関の窓口にありますのでぜひご利用くだ
さい。（申し込み手続きは、金融機関でお願いします）
　税務課（☎69-0180）

国民健康保険の加入者の方へ

　国民健康保険制度を持続可能で安定的なものとするた
め、4月1日から国民健康保険の財政運営が市町村から都道
府県に広域化されます。国保の加入・脱退や被保険者証等
の交付、保険給付にかかる各種届出や手続きなどは、これ
までどおり各市民局および保険事業課が行います。また、
国保税の賦課・徴収についても、引き続き税務課が行います。
　国保の制度に関すること　保険事業課（☎69-0220）
　国保税に関すること　税務課（☎69-0180）

4月1日から国民健康保険の
運営主体が変わります（国保広域化）

所

内
対

料 受 持
他
問

時 所
対

料

問

受

問

問

問

　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。今月は
女性健康週間の取り組みとして骨密
度測定も実施します。
　3月26日(月)9時～11時30分
　峰山総合福祉センター
※会場まで来られない方、または日
程が合わない方はご相談ください。
　事前に☎※骨密度測定については
申込不要です。
　健康推進課（☎69-0350）

時
所

受

問

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

問

利用券申請月 　 交付枚数
  4月～  7月 100円券×15枚
  8月～11月 100円券×10枚
12月～  3月  100円券×  5枚  

対

受

持

問
窓
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ご
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内

補
助
金
・
助
成
金
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ど
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　集

講
座
・
催
し

子
育
て

健
康
と
福
祉

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

3/12(月) 12:45～13:00
3/13(火) 12:30～12:45
3/14(水) 9:20～  9:30
3/14(水) 13:00～13:15
3/15(木) 13:00～13:10
3/15(木) 18:45～19:00
3/20(火) 12:30～12:45
3/22(木) 12:45～13:00
3/23(金) 13:00～13:10
4/  9(月) 12:45～13:00
4/10(火) 12:30～12:45
4/11(水) 13:00～13:15
4/12(木) 12:45～13:00
4/13(金) 13:00～13:10
4/16(月) 12:45～13:00
4/17(火) 12:30～12:45
4/18(水) 9:20～  9:30
4/19(木) 13:00～13:10
4/19(木) 18:45～19:00

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

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

峰山総合福祉センター

子育てカレンダー
健　診　名 日　時 場　所

※時間は受付時間

　   開催月 　　　　　　　　開催日（いずれも水曜日10時～11時） ベビークラス リトルキッズクラス キッズクラス
平成30年 4月 
 5月 
 6月 
 7月 
 8月 
 9月 
 10月 
 11月 
 12月 
平成31年 1月 
 2月 
 3月 
　大宮保健センター
※１かぶと山こども園　※2網野保健センター　※3弥栄こども園
　親子でふれあいながら行う体操教室
◎市内在住の在宅乳幼児とその保護者（おじいちゃん・おばあちゃんとの参加
も歓迎）▶ベビークラス：生後4カ月～1歳未満▶リトルキッズクラス：おおむね
1歳（歩行に慣れた頃）～2歳▶キッズクラス：おおむね2歳～入所・入園前　　
　無料　　不要　　タオル・お茶など、体を動かしやすい服装
　体操教室の後に自由遊びの時間（11時～11時30分）を設けています。
　子ども未来課（☎69-0340）

11日
9日　※1
13日

11日　※2
－

12日　※3
10日
14日
12日
－
13日
13日

－
2日
6日
4日
1日
5日
3日
7日
5日
－
6日
6日

18日
16日
20日
18日
－
19日
17日
21日
19日
－
20日
20日

親子で楽しく体を動かしてみませんか
「親子リフレッシュ体操教室」 健康と福祉

献血カレンダー
日　時 場　所

3/14（水）   9:30 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:30 峰山総合庁舎
3/25（日）   9:30 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:30 ショッピングセンターマイン
3/30（金） 10:00 ～ 11:30　　12:30 ～ 15:00 久美浜庁舎

  会　場 　　　　検診日
丹後町 5/22～29
弥栄町 5/30～6/5
網野町 6/6～22
久美浜町 6/26～7/11
大宮町 7/12～8/3
峰山町 8/7～9/7
日曜検診 6/17・8/19
【検診項目】
▶健康診査（計測、血液検査、医師の
診察等）
▶がん検診（胃がん、大腸がん、前立
腺がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん）
▶その他（肝炎ウイルス検査）
※年齢や性別、加入の医療保険によ
り、受診制限があります。詳しくは
申込書で確認してください。
※日曜検診は、がん検診(肝炎ウイル
ス検査含む)のみ実施します。
　申込書提出先・締切
日については、各家庭
に郵送済みの申込書を
ご確認ください。
　健康推進課（☎69-0350）

平成30年度総合検診申込み

　市では、成人用肺炎球菌予防接種を実施しています。肺
炎で一番多い病原菌である肺炎球菌のワクチンを接種す
ることで、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状で済む
効果が期待されています。対象の方へは、5月頃個別に案
内を郵送しています。また、66歳以上の定期接種対象以
外の方も、定期接種対象者と同様の費用で接種できます。
接種を希望される場合はお問い合わせください。ただし、
過去に1回でも任意で肺炎球菌ワクチンを接種されたこと
がある方は対象外です。
　3月31日まで　　各医療機関
　▶65歳以上（定期接種の方）：S27年度、S22年度、S17年度、
S12年度、S7年度、S2年度、T11年度、T6年度生まれ）▶66
歳以上の上記対象者以外の方（任意接種扱い）
　自己負担金2,000円を医療機関でお支払いください。（後
期高齢者証受給者は無料）
　健康推進課（☎69-0350）

成人用肺炎球菌の予防接種
～ 65歳以上の方へ～

【福祉タクシー利用券】1カ月当たり1,000円（100円券×10
枚）の利用券を、申請月から年度末分までまとめて交付し
ます。
【福祉ガソリン利用券】
100円の利用券を、右表に
応じて交付します（交付は
1年に1度のみです）。
※申請時に希望する利用券
を選択してください。交付後は他の利用券と交換できません。
　▶身体障害者手帳を所持する方で障害等級が次の①～
⑤に該当する方：①視覚障害1・2級②下肢または移動機能
障害1・2級（上肢または上肢機能障害1・2級で、下肢また
は移動機能障害3級を含む）③体幹機能障害1・2級④心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の各機能の
いずれかの障害1級⑤ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能障害が1・2級▶療育手帳を所持する方▶精神障害者保
健福祉手帳を所持する方　　認印、身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳（身体障害者、療育手帳の
方は別冊も）　　4月2日（月）から　、市民局で申請を受け
付けます。　　障害者福祉課（☎69-0320）

平成30年度「福祉タクシー利用券」
「福祉ガソリン利用券」の交付

《国民健康保険被保険者証の更新について》
　現在お持ちの「国民健康保険被保険者証（以下、被保険
者証）」の有効期限は、3月31日までとなっています。4月1
日から使用できる被保険者証を、3月下旬に簡易書留郵便
にて国民健康保険の世帯主宛に交付します。紛失しないよ
う注意してください。
《入学・就職される方の手続きについて》
　入学・修学(学生)のため市を転出される方・転出されて
いる方の被保険者証については1年ごとに申請が必要です。
▶4月以降に学生となり、交付を希望される方（転出の方
のみ）
【申請に必要なもの】入学する学校から交付される学生証
または在学証明書（4月以降の証明）・被保険者証・認印
▶3月まで学生用の被保険者証（マル学保険証）を交付され
ていた方で、4月以降も学生である方（転出の方のみ）
【申請に必要なもの】入学する学校から交付される学生証
または在学証明書（4月以降の証明）・現在お持ちの被保険
者証・認印
▶4月以降学生でない方は、国民健康保険の喪失手続きを
お願いします。
【申請に必要なもの】現在お持ちの被保険者証・就職等で
社会保険等に加入された方は社会保険証等または加入証
明書・認印
《就職(社会保険等に加入)された方・退職(社会保険等を脱
退)された方は、必ず国民健康保険の喪失または加入の手
続きをしてください》
▶社会保険等に加入された方
【申請に必要なもの】加入された社会保険証等または加入
証明書・現在お持ちの被保険者証・認印
▶社会保険等を脱退された方
【申請に必要なもの】資格喪失証明書(脱退証明書)・認印
【注意事項】国民健康保険に加入の方で各届出(転出・住所
変更など）が必要なときは、必ずお持ちの被保険者証をご
持参ください。また社会保険等に加入された場合は、交付
された社会保険証等をあわせてご持参ください。
　保険事業課（☎69-0220）
≪国民健康保険税のお支払いは安心・便利な口座振替を
ご利用ください≫
　口座振替は、一度申し込みいただくと納期限に口座から
自動的に引き落とされ金融機関に支払いに行く必要がな
く、安心で便利です。口座振替の申込書は、税務課、各市
民局、市内金融機関の窓口にありますのでぜひご利用くだ
さい。（申し込み手続きは、金融機関でお願いします）
　税務課（☎69-0180）

国民健康保険の加入者の方へ

　国民健康保険制度を持続可能で安定的なものとするた
め、4月1日から国民健康保険の財政運営が市町村から都道
府県に広域化されます。国保の加入・脱退や被保険者証等
の交付、保険給付にかかる各種届出や手続きなどは、これ
までどおり各市民局および保険事業課が行います。また、
国保税の賦課・徴収についても、引き続き税務課が行います。
　国保の制度に関すること　保険事業課（☎69-0220）
　国保税に関すること　税務課（☎69-0180）

4月1日から国民健康保険の
運営主体が変わります（国保広域化）
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　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。今月は
女性健康週間の取り組みとして骨密
度測定も実施します。
　3月26日(月)9時～11時30分
　峰山総合福祉センター
※会場まで来られない方、または日
程が合わない方はご相談ください。
　事前に☎※骨密度測定については
申込不要です。
　健康推進課（☎69-0350）

時
所

受

問

健康・栄養相談
保健師・管理栄養士がアドバイス

問

利用券申請月 　 交付枚数
  4月～  7月 100円券×15枚
  8月～11月 100円券×10枚
12月～  3月  100円券×  5枚  
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介護相談専用電話（☎69-1212）
在宅介護支援センターはごろも苑（峰山町長岡☎62-1182）、おおみや苑在宅介護支援セ
ンター（大宮町口大野☎68-1530）、丹後園在宅介護支援センター（網野町木津☎
74-0174）、介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）、弥栄はごろも苑（弥栄
町溝谷☎65-0131）、特別養護老人ホーム満寿園（弥栄町溝谷☎
65-0222）、いちがお園在宅介護支援センター（丹後町岩木☎75-2496）、
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。

相談窓口 日　時 内　容 申込・問い合わせ先

随時高齢者介護
相談窓口

介護に関す
る相談

　成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由により
判断が十分にできない人が、財産などの面で不利益を被っ
たり、人としての尊厳が損なわれたりしないように、支援
する人を選んで法律的に支援する制度です。
〈成年後見制度の種類〉
【任意後見制度】現在は判断能力のある方が将来に備え、
あらかじめ「誰」に「どのような支援をしてもらうか」を自
分自身で決め、公正証書で契約しておく制度
【法定後見制度】現時点で判断能力が十分でない人のため
に、親族などが本人に代わって、家庭裁判所に契約などの
法律行為を行う成年後見人等の選任の申し立てをする制
度。判断能力の状態で後見・保佐・補助の３つの種類に分
かれる
※成年後見人等は配偶者や親族だけでなく、第三者や法
人などの中から家庭裁判所が適任者を選びます。
〈成年後見人の役割〉
　本人の意思を尊重し、身体や生活
に配慮しながら本人に代わり財産管
理や契約などの法律行為を行いま
す。家庭裁判所に仕事の報告をし、
助言や指導を受けます。
　京都家庭裁判所宮津支部（☎0772-22-2393）
　障害者福祉課（☎69-0320）
　地域包括支援センター（☎69-0330）
　地域包括支援センターあみの（☎69-0343）

内

問

休日応急診療
当番医

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。

3月18日（日）

      21日（水・祝）

      25日（日）

4月　１日（日）

         ８日（日）

       １５日（日）

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

久美浜病院（久美浜町161☎82-1500）

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

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）

ご存知ですか？「成年後見制度」 各種相談窓口 ※原則無料。秘密は厳守します。
相談窓口 日　時 場　所 内容など 予約 申込・問い合わせ先

行政相談

3/13（火）
 14（水）
22（木）

4/10（火）
 12（木）

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

大宮庁舎
ら・ぽーと
峰山庁舎
大宮庁舎
弥栄地域公民館

不要
京都行政監視行政相談
センター
（☎ 075-802-1100）

国の行政施策について
の苦情や意見、要望な
ど

司法書士
登記・多重債務・
法律相談

峰山地域公民館 事前
京都司法書士会総合
相談センター
（☎ 075-255-2566）

司法書士による登記・
多重債務・法律相談（1
人30分程度）

行政書士相談 4/  4（水）10:00～13:00 峰山総合福祉センター 不要
京都府行政書士会
第1支部事務局
（☎68-0237）

建設業許可、農地法、
相続･遺言、各種契約書
作成など

臨床心理士による
教育相談

3/15（木）、29（木）            
いずれも午後 大宮庁舎 事前 学校教育課

（☎69-0620）
子どもの発達や不登校
等の相談

年金事務所による
「年金相談」 3/22（木）11:00～15:00 峰山総合福祉センター 事前 舞鶴年金事務所

（☎0773-76-5772）
お手元に「年金手帳」な
どの基礎年金番号が分
かるものを準備

女性相談・電話 3/22（木） 9:30～11:00 　　　　ー 不要 相談専用電話
（☎69-0217）

女性問題アドバイザー
による電話相談

寄り添い支援総合
サポートセンター

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）

峰山総合福祉センター
敷地内西側建物 不要

相談電話
（　0120-125-294）
☎62-0032（代表電話）

ワンストップで日常の悩
みや仕事などに関する
相談や支援を行います

女性相談・面談 月2回 13:30～16:30 峰山総合福祉センターほか 事前 市民協働課
（☎69-0240）

女性専門相談員（フェミ
ニスト・カウンセラー）
による面接相談

看護職就業相談会 4/  5（木）13:30～15:00 ハローワーク峰山 不要
公益社団法人京都府看護協会
京都府北部看護職支援センター
（☎0772-46-9002）

復職・転職に関する相
談、情報提供、再就業の
ために研修情報の提供

月～金曜日消費生活センター 峰山総合福祉センター
敷地内西側建物 不要

京丹後市消費生活センター
（☎62-6768）
消費者ホットライン（☎188）

契約やクーリングオフ
の方法など、消費生活
に関する相談

9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）

月・火・木
若者向け就職相談 寄り添い支援総合

サポートセンター内 事前
北京都若者サポートステーション
京丹後サテライト
（☎050-3559-2804）

15歳～39歳の就職活動
をしている方と家族を
対象に就職をサポート

11:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

（1人50分）

就職個別相談会
3/15（木）
4/  5（木）
　19（木）

10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～16:00

峰山総合福祉センター
網野庁舎別館
峰山総合福祉センター

事前 北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）

あなたの就職活動の相
談にマンツーマンで応
じます

ひきこもり
出張相談

第2・第4月曜日
10:30～15:00

寄り添い支援総合
サポートセンター 事前 特定非営利活動法人ニュートラル

（☎090-7363-8530）
ひきこもりの方のご家
族やご本人または関係
者の皆様への出張相談

4/  5（木）13:30～16:30

他

 実施月日 相談時間 会　　場
 5/11（金） 13:30～15:00 アグリセンター大宮 
 9/  7（金） 13:00～14:30 峰山地域公民館
 12/  7（金） 13:45～15:15 アグリセンター大宮 
 H31/  3/  5（火） 13:30～15:00 峰山地域公民館
※20分前に受付終了　
　身体障害者手帳（お持ちの方）、印鑑、使用中の補装具（補
装具の相談を希望する場合）　　無料
　事前に☎　　他市町村でも実施しています。詳しくはお
問い合わせください。
　障害者福祉課（☎69-0320）

京都府家庭支援総合センターによる
身体障害者巡回更生相談（京丹後市の年間日程）

料
受

持

問

　3月22日（木）13時30分～16時30分
　弥栄地域公民館
▶市民無料法律相談　　3月16日（金）の9時以降に☎
（先着順）　▶人権相談　　不要　▶行政相談　　不要
　市民協働課（☎69-0240）

時
所

問

受
受 受

法律・人権・行政合同相談のご案内

　高齢者虐待は「人としての尊厳」を傷つける行為です。
法律では、高齢者虐待を以下の５つに分類しています。
【身体的虐待】殴る・蹴る・たたく・ベッドに縛り付ける
など
【介護・世話の放棄・放任】食事・入浴・排せつなどの世話
をしない、治療・介護を受けさせないなど
【心理的虐待】怒鳴る・悪口を言う、人前でわざと恥をかか
せるなど
【性的虐待】排せつの失敗などに対して懲罰的に裸にして
放置するなど
【経済的虐待】生活に必要なお金を使わせない、本人の財
産を勝手に処分するなど
〈介護の負担を抱え込んでいませんか？〉
　虐待は「気付かない」うちに、家庭や施設の中で起こっ
ていることがあります。
　介護する人が心身ともに追いつめられることで、相手の
ことを思っているつもりが、虐待につながっていることも
あります。介護は長期にわたるため、家族だけでがんばら
ず、無理をせず、さまざまなサービスや制度を利用して介
護する人の負担を軽減しましょう。
〈以下のような高齢者や高齢者が暮らす家がありませんか？〉
　虐待の防止にはご近所の見守りや日常的な声掛けなど、
地域ぐるみの気付きや対応による早期発見が重要です。
「おかしいな」と感じたり、気がかりな高齢者がいたりした
場合には、相談窓口にご連絡ください。（連
絡者の秘密は守られます）
▶身体に不自然な傷や打撲の痕が頻繁にある
▶暑い日や寒い日、雨の日なのに長時間外にいる
▶セールスや営業の車が頻繁に出入りしている
▶家の中から怒鳴り声や泣き声が聞こえる、大きな物音が
する　など
　地域包括支援センター（☎69-0330）
　地域包括支援センターあみの（☎69-0343）
問

防ごう！　高齢者虐待

ちょうばつ

臨床心理士
こころの健康相談

3/14（水）、23（金）
4/  4（水）、11（水）、27（金）

10:00～16:50
峰山総合福祉センター 事前 健康推進課

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

教育支援センター
「麦わら」

月～金曜日 8:30～16:30
（祝日、年末年始除く） 峰山織物センター内 不要 学校教育課

（☎69-0620）
不登校に悩んでいる小
中学生や保護者を支援
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介護相談専用電話（☎69-1212）
在宅介護支援センターはごろも苑（峰山町長岡☎62-1182）、おおみや苑在宅介護支援セ
ンター（大宮町口大野☎68-1530）、丹後園在宅介護支援センター（網野町木津☎
74-0174）、介護ステーションふるさと（網野町小浜☎79-3399）、弥栄はごろも苑（弥栄
町溝谷☎65-0131）、特別養護老人ホーム満寿園（弥栄町溝谷☎
65-0222）、いちがお園在宅介護支援センター（丹後町岩木☎75-2496）、
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。

相談窓口 日　時 内　容 申込・問い合わせ先

随時高齢者介護
相談窓口

介護に関す
る相談

　成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由により
判断が十分にできない人が、財産などの面で不利益を被っ
たり、人としての尊厳が損なわれたりしないように、支援
する人を選んで法律的に支援する制度です。
〈成年後見制度の種類〉
【任意後見制度】現在は判断能力のある方が将来に備え、
あらかじめ「誰」に「どのような支援をしてもらうか」を自
分自身で決め、公正証書で契約しておく制度
【法定後見制度】現時点で判断能力が十分でない人のため
に、親族などが本人に代わって、家庭裁判所に契約などの
法律行為を行う成年後見人等の選任の申し立てをする制
度。判断能力の状態で後見・保佐・補助の３つの種類に分
かれる
※成年後見人等は配偶者や親族だけでなく、第三者や法
人などの中から家庭裁判所が適任者を選びます。
〈成年後見人の役割〉
　本人の意思を尊重し、身体や生活
に配慮しながら本人に代わり財産管
理や契約などの法律行為を行いま
す。家庭裁判所に仕事の報告をし、
助言や指導を受けます。
　京都家庭裁判所宮津支部（☎0772-22-2393）
　障害者福祉課（☎69-0320）
　地域包括支援センター（☎69-0330）
　地域包括支援センターあみの（☎69-0343）

内

問

休日応急診療
当番医

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。

3月18日（日）

      21日（水・祝）

      25日（日）

4月　１日（日）

         ８日（日）

       １５日（日）

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

丹後ふるさと病院(網野町小浜☎72-5055）

久美浜病院（久美浜町161☎82-1500）

弥栄病院（弥栄町溝谷☎65-2003）

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）

ご存知ですか？「成年後見制度」 各種相談窓口 ※原則無料。秘密は厳守します。
相談窓口 日　時 場　所 内容など 予約 申込・問い合わせ先

行政相談

3/13（火）
 14（水）
22（木）

4/10（火）
 12（木）

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

大宮庁舎
ら・ぽーと
峰山庁舎
大宮庁舎
弥栄地域公民館

不要
京都行政監視行政相談
センター
（☎ 075-802-1100）

国の行政施策について
の苦情や意見、要望な
ど

司法書士
登記・多重債務・
法律相談

峰山地域公民館 事前
京都司法書士会総合
相談センター
（☎ 075-255-2566）

司法書士による登記・
多重債務・法律相談（1
人30分程度）

行政書士相談 4/  4（水）10:00～13:00 峰山総合福祉センター 不要
京都府行政書士会
第1支部事務局
（☎68-0237）

建設業許可、農地法、
相続･遺言、各種契約書
作成など

臨床心理士による
教育相談

3/15（木）、29（木）            
いずれも午後 大宮庁舎 事前 学校教育課

（☎69-0620）
子どもの発達や不登校
等の相談

年金事務所による
「年金相談」 3/22（木）11:00～15:00 峰山総合福祉センター 事前 舞鶴年金事務所

（☎0773-76-5772）
お手元に「年金手帳」な
どの基礎年金番号が分
かるものを準備

女性相談・電話 3/22（木） 9:30～11:00 　　　　ー 不要 相談専用電話
（☎69-0217）

女性問題アドバイザー
による電話相談

寄り添い支援総合
サポートセンター

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）

峰山総合福祉センター
敷地内西側建物 不要

相談電話
（　0120-125-294）
☎62-0032（代表電話）

ワンストップで日常の悩
みや仕事などに関する
相談や支援を行います

女性相談・面談 月2回 13:30～16:30 峰山総合福祉センターほか 事前 市民協働課
（☎69-0240）

女性専門相談員（フェミ
ニスト・カウンセラー）
による面接相談

看護職就業相談会 4/  5（木）13:30～15:00 ハローワーク峰山 不要
公益社団法人京都府看護協会
京都府北部看護職支援センター
（☎0772-46-9002）

復職・転職に関する相
談、情報提供、再就業の
ために研修情報の提供

月～金曜日消費生活センター 峰山総合福祉センター
敷地内西側建物 不要

京丹後市消費生活センター
（☎62-6768）
消費者ホットライン（☎188）

契約やクーリングオフ
の方法など、消費生活
に関する相談

9:00～17:00
（祝日、年末年始除く）

月・火・木
若者向け就職相談 寄り添い支援総合

サポートセンター内 事前
北京都若者サポートステーション
京丹後サテライト
（☎050-3559-2804）

15歳～39歳の就職活動
をしている方と家族を
対象に就職をサポート

11:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

（1人50分）

就職個別相談会
3/15（木）
4/  5（木）
　19（木）

10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～16:00

峰山総合福祉センター
網野庁舎別館
峰山総合福祉センター

事前 北京都ジョブパーク
（☎0773-22-3815）

あなたの就職活動の相
談にマンツーマンで応
じます

ひきこもり
出張相談

第2・第4月曜日
10:30～15:00

寄り添い支援総合
サポートセンター 事前 特定非営利活動法人ニュートラル

（☎090-7363-8530）
ひきこもりの方のご家
族やご本人または関係
者の皆様への出張相談

4/  5（木）13:30～16:30

他

 実施月日 相談時間 会　　場
 5/11（金） 13:30～15:00 アグリセンター大宮 
 9/  7（金） 13:00～14:30 峰山地域公民館
 12/  7（金） 13:45～15:15 アグリセンター大宮 
 H31/  3/  5（火） 13:30～15:00 峰山地域公民館
※20分前に受付終了　
　身体障害者手帳（お持ちの方）、印鑑、使用中の補装具（補
装具の相談を希望する場合）　　無料
　事前に☎　　他市町村でも実施しています。詳しくはお
問い合わせください。
　障害者福祉課（☎69-0320）

京都府家庭支援総合センターによる
身体障害者巡回更生相談（京丹後市の年間日程）

料
受

持

問

　3月22日（木）13時30分～16時30分
　弥栄地域公民館
▶市民無料法律相談　　3月16日（金）の9時以降に☎
（先着順）　▶人権相談　　不要　▶行政相談　　不要
　市民協働課（☎69-0240）

時
所

問

受
受 受

法律・人権・行政合同相談のご案内

　高齢者虐待は「人としての尊厳」を傷つける行為です。
法律では、高齢者虐待を以下の５つに分類しています。
【身体的虐待】殴る・蹴る・たたく・ベッドに縛り付ける
など
【介護・世話の放棄・放任】食事・入浴・排せつなどの世話
をしない、治療・介護を受けさせないなど
【心理的虐待】怒鳴る・悪口を言う、人前でわざと恥をかか
せるなど
【性的虐待】排せつの失敗などに対して懲罰的に裸にして
放置するなど
【経済的虐待】生活に必要なお金を使わせない、本人の財
産を勝手に処分するなど
〈介護の負担を抱え込んでいませんか？〉
　虐待は「気付かない」うちに、家庭や施設の中で起こっ
ていることがあります。
　介護する人が心身ともに追いつめられることで、相手の
ことを思っているつもりが、虐待につながっていることも
あります。介護は長期にわたるため、家族だけでがんばら
ず、無理をせず、さまざまなサービスや制度を利用して介
護する人の負担を軽減しましょう。
〈以下のような高齢者や高齢者が暮らす家がありませんか？〉
　虐待の防止にはご近所の見守りや日常的な声掛けなど、
地域ぐるみの気付きや対応による早期発見が重要です。
「おかしいな」と感じたり、気がかりな高齢者がいたりした
場合には、相談窓口にご連絡ください。（連
絡者の秘密は守られます）
▶身体に不自然な傷や打撲の痕が頻繁にある
▶暑い日や寒い日、雨の日なのに長時間外にいる
▶セールスや営業の車が頻繁に出入りしている
▶家の中から怒鳴り声や泣き声が聞こえる、大きな物音が
する　など
　地域包括支援センター（☎69-0330）
　地域包括支援センターあみの（☎69-0343）
問

防ごう！　高齢者虐待

ちょうばつ

臨床心理士
こころの健康相談

3/14（水）、23（金）
4/  4（水）、11（水）、27（金）

10:00～16:50
峰山総合福祉センター 事前 健康推進課

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

教育支援センター
「麦わら」

月～金曜日 8:30～16:30
（祝日、年末年始除く） 峰山織物センター内 不要 学校教育課

（☎69-0620）
不登校に悩んでいる小
中学生や保護者を支援
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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）

日本ケーブルテレビ連盟加盟局番組
番組のご案内
健康体操

京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

よさこい体操

京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

京丹後おしらせ便
文字お知らせ情報
週間！ニュース

京丹後おしらせ便
健康体操

想像以上の未来へ～エールと、ともに～
関西三関王

京都地域ニュース
文字お知らせ情報
週間！ニュース

「週間！ニュース」前週分
テレビショッピング

京丹後市夢まち創り大学
龍谷大学活動報告会
「丹後町宇川地域」
〈1月21日開催〉

歴史街道

京丹後未来ラボ成果報告会
〈1月20日開催〉

歴史街道
関西三関王 

第22回丹後和太鼓フェスティバル
前半

〈12月17日開催〉

第22回丹後和太鼓フェスティバル
後半

〈12月17日開催〉

京丹後市夢まち創り大学
龍谷大学活動報告会
「丹後町宇川地域」
〈1月21日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

京丹後未来ラボ成果報告会
〈1月20日開催〉

丹後七姫劇団プロデュース
「親愛なる、ガラシャさま」

関西三関王

特集

丹後環境シンポジウム
〈2月4日開催〉

峰山高校弥栄分校
農園芸科・家政科合同発表会

〈2月9日開催〉

関西三関王

京丹後市夢まち創り大学
龍谷大学活動報告会

「大宮町三重・森本地域」
〈1月13日開催〉

歴史街道
関西三関王

丹後環境シンポジウム
〈2月4日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

峰山高校弥栄分校
農園芸科・家政科合同発表会

〈2月9日開催〉

歴史街道
関西三関王

龍谷大学活動報告会「大宮町五十河地域」
〈2月3日開催〉

　　 京都府民総体駅伝競走
〈2月11日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

京丹後市夢まち創り大学
龍谷大学活動報告会
「丹後町宇川地域」
〈1月21日開催〉

歴史街道
関西三関王

子育て応援講演会
「子育てハッピーアドバイス」

〈1月13日開催〉

歴史街道
関西三関王

京丹後未来ラボ成果報告会
〈1月20日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

龍谷大学活動報告会「大宮町五十河地域」
〈2月3日開催〉

　　 京都府民総体駅伝競走
〈2月11日開催〉

第4回京丹後市社会福祉大会
講演会

〈12月7日開催〉

ふるさと文化財めぐり第41回 京丹後市夢まち創り大学

京丹後市夢まち創り大学

ふるさと文化財めぐり第41回

ふるさと文化財めぐり第41回

特集
特集

特集

人権講演会
〈2月27日開催〉

アマチュアロックフェスティバル
前半

〈2月18日開催〉

歴史街道
関西三関王

丹後環境シンポジウム
〈2月4日開催〉

歴史街道
関西三関王

人権講演会
〈2月27日開催〉

日本ケーブルテレビ連盟
加盟局番組

アマチュアロックフェスティバル
前半

〈2月18日開催〉

消費生活センター啓発寸劇
歴史街道
関西三関王

特集

特集

特集

特集 特集
特集

特集

特集

特集

特集

特集

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

再放送

ふるさと文化財めぐり第41回再放送

ふるさと文化財めぐり第41回再放送

特集

特集特集
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3/17（土）～3/23（金） 3/24（土）～3/30（金） 3/31（土）～4/6（金） 4/7（土）～4/13（金）時 分 時分

市政情報や

ホットな地
域情報を

たっぷりお
届け！

ケーブルテレビ（ACTV京丹後局） 
11チャンネル番組表 3/17～4/13


