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屋外に設置する立看板や広告塔、建物の壁に表示
する看板や広告を屋外広告物といい、設置する場合
には京都府屋外広告物条例により原則として許可が
必要です。
また、1回の手続きで許可される設置期間は最長
で3年間です。許可された期間を越えて設置する場
合は更新の手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
＜問い合わせ＞
都市計画課
電話(42)4285

市役所℡0773(42)3280

京都弁護士会 綾部法律相談センター

ご存じでしたか？
お店の看板や広告塔などの屋外の広告物を
設置するには原則として許可が必要です。

８月号

京都弁護士会は、法律問題で困り事がある人のため
に法律相談を実施します。気軽にご相談ください。
日

時

９月１日、８日、２９日(木)
午後１時～４時20分

場

所

市民ホール（宮代町）
※あやバス「市民ホール前」下車すぐ

費

用

40分 5,400円
※収入が一定額以下の人は無料

予

約

相談日の前日までに電話で丹後法律相談
センターへ。予約件数に達した場合は、
締め切ります。
＜申し込み・問い合わせ＞
丹後法律相談センター 電話0772(68)3080
※受け付け時間は、平日午前９時～午後５時

もの忘れ相談

住宅用火災警報器を設置することによっ て、
火災を早期に発見でき、初期消火や通報 など
の行動が早まり、隣近所などへの 延焼被害も
軽減できます。

＜問い合わせ＞
消防本部予防課 予防担当

電話(42)0119（代）

市では、高齢者やその家族を対象に「もの忘れ相
談」を実施しています。相談に応じるのは、グルー
プホームの相談員か専門医です。相談員は、認知症
の方への接し方などをアドバイス。専門医は、認知
症への不安を感じている高齢者の悩みなどに耳を傾
けます。
相談は本人が一緒に来られなくても、ご家族のみ
でも差し支えありません。相談内容に応じて地域包
括支援センターの職員が適切な支援を行います。気
軽にご相談ください。
相談日 相談員＝10月21日(金)、11月18日(金)
医 師＝ 9月16日(金)
時 間 午後１時30分～３時30分
場 所 保健福祉センター（青野町）
定 員 各先着２組
※事前申し込みが必要です。
＜申し込み・問い合わせ＞
市地域包括支援センター（高齢者介護課内）
電話(42)4262

平成２８年度自衛官等募集案内
①防衛大学校学生 ◇推薦 ◇総合選抜 ◇一般（前期）
②防衛医科大学校 医学科学生
③防衛医科大学校 看護科学生（自衛官コース）
◆資格
①＝高卒(見込含)21歳未満(自衛官は23歳未満)で学校長が推薦できる者
②、③＝高卒(見込含)21歳未満の者
◆受付期間 ①推薦・総合選抜＝９月５～８日 ①一般(前期)、②、③＝９月５～30日
◆試験期間 ①推薦＝９月24・25日 ①総合選抜＝１次９月24日、２次10月29・30日
①一般(前期)＝１次11月５・６日、２次12月６～10日
②＝１次10月29・30日、２次12月14～16日 ③＝１次10月15日、２次11月26・27日
◆合格発表 ①推薦＝10月28日 ①総合選抜＝１次10月14日、最終11月25日
①一般(前期)＝１次11月25日、最終平成29年1月20日 ②＝１次11月30日、最終平成29年２月15日
③＝１次11月11日、最終29年２月３日
◆入(校)隊
平成29年４月上旬
◆修学年限 ①、③＝４年（卒業後約１年で３等陸・海・空尉）②＝６年（医師免許取得後２等陸・海・空尉）
※平成28年度の募集人員は、決定次第自衛官募集ホームページでお知らせします。
詳しくはお問い合わせください。＜問い合わせ＞自衛隊福知山地域事務所 電話0773(23)0416

住んでよかった 住みたくなる 綾部

市役所℡0773(42)3280
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第３７回綾部市民合唱祭

出演団体
募集

事業主の方へ！
退職金について考えてみませんか？
「中退共」の退職金制度なら
①国の掛金助成を受けられます。
②掛金は全額非課税で手数料も掛かりません。
③社外積立だから、管理がカンタン！

今年も12月４日(日)に綾部市民合唱祭を開催しま
す！ＰＴＡやサークルなどの仲間と一緒に参加し
てみませんか？お気軽にご連絡ください！

申し込み期限：９月23日(金)

パートさんのための特例掛金月額もご用意しています。
（中退共は中小企業で働く従業員のための国の退職金
制度です。）

＜問い合わせ＞
文化・スポーツ振興課

※詳しくはホームページをご覧ください。

(参考)

＜問い合わせ＞
勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部

東京都豊島区東池袋１－２４－１
電話03-6907-1234、ファクス03-5955-8211

平成２８年度

電話(42)4356

♪第３７回綾部市民合唱祭♪

日時

12月4日(日)午後０時30分～ (※予定)

場所

中丹文化会館（里町）

参加費

1,500円 （※１団体当たり）

介護者家族教室

日時

内容

９月24日(土) 9:30～16:00
※講演は12:45～

認知症があっても安心して暮らせる社会

いこいの村地域交流室(十倉名畑町)

10月18日(火)13:30～15:30

知って得する。排泄ケアの工夫

保健福祉センター

11月15日(火)13:30～15:30

自宅で出来るリハビリテーション

綾部市ふれあいの家(栗町)

12月 9日(金)13:30～15:30

感染症から自分と家族を守る
～うつさない！うつらない！～

保健福祉センター

１月21日(土)13:30～15:30

高齢者に合わせた食事作り～「いつまで
も楽しく美味しく」を支える工夫～

綾部はなみずき(高津町)

２月10日(金)13:30～15:30

認知症とともに家族が出来る事

保健福祉センター

３月24日(金)13:30～15:30

聞こえについて

いこいの村とくら福祉ｾﾝﾀｰ(十倉名畑町)

＜申し込み、問い合わせ＞

高齢者介護課
電話(42)4262、ファクス(42)0048
社会福祉協議会 電話(43)2881、ファクス(43)2882
東部地域包括支援センター（十倉名畑町） 電話(21)5295、ファクス(21)5296
中部地域包括支援センター（川糸町）
電話(43)2888、ファクス(43)2882
西部地域包括支援センター（栗町）
電話(21)5011、ファクス(21)5106

森林の伐採は事前届け出が必要
個人所有の森林であっても、伐採する場合は
事前に市への届け出が必要です。
なお、トラブルを防ぐため、伐採前には隣接
する森林の所有者との間で境界確認をしてくだ
さい。
提出義務者
提出期間
提出先

森林所有者（伐採業者が提出する
場合は森林所有者との連名で）
伐採開始日の90日前から30日前ま
での間
農林課
※届出書は農林課にあります。

＜問い合わせ＞
農林課 電話(42)4362

場所

9月10～16日は自殺予防週間
市内では１年平均約８人が自殺により亡くなられて
います。悩んでいる人がおられたら、話しに耳を傾
け、専門機関への相談・受診を勧めましょう。
こころの悩みに関する相談先
綾部市役所
福祉課
中丹東保健所
福祉室

0773-42-4254 月～金
午前８時30分～午後５時15分
月～金
0773-75-0856 午前９時～正午、
午後１時～５時

月～金

京都府自殺
ストップセンター 0570-783-797 午前９時～午後８時

※ナビダイヤル

京都いのちの電話 075-864-4343 年中無休・２４時間

ご存じですか？ バスは１人当たりの二酸化炭素排出量が自家用乗用車の１／３以下の環境に優しい乗り物で
す。バスの利用は地球温暖化の抑制にもつながります。
～乗って育てるがんばれあやバス～

市役所℡0773(42)3280
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第2回人権を考えるセミナー

綾部・福知山合同就職フェア in京都

「障害者への差別をなくしていくとは
どういうことか～障害者差別解消法と
京都府条例にかかわって～」

大学、短大、専修学校などの来春卒業予定者と
Ｕ･Ｉターン希望者、その他求職者を対象に綾部
市・福知山市合同で就職面接会を開催します。
ぜひ、ご来場ください！

◆講師 松波めぐみ（立命館大学客員研究員）
◆日時 ９月29日(木)午後７時～
◆場所 中央公民館中央ホール（里町）
※保育ルーム・要約筆記などを希望する人は、２週間
前までに電話かファクスでお申し込みください。
■送迎バスの運行
綾部駅南口（18:30）→府綾部総合庁舎前（18:35）
→中央公民館（18:45）
■主催：市教育委員会
共催：日東精工グループ（日東精工、日東公進、
ニッセイ、ファイン）
＜問い合わせ＞
社会教育課 電話(42)4326、ファクス(43)0991

日

時

９月28日(水)午後０時30分～３時30分

場

所

メルパルク京都 ５Ｆ
（京都市下京区東洞院通七条下ル）

内

容

就職面接会、事前セミナー、
Ｕ・Ｉターン相談コーナーなど

参加事業所

綾部・福知山地域の４０事業所

その他

入場無料
予約、履歴書不要

国民健康保険に加入の皆さんへ

「高額療養費制度」をご存じですか？

＜問い合わせ＞商工労政課

電話(42)4265

綾部市指定ごみ袋のＵ型タイプを
ご存じですか？

医療機関や薬局の窓口で１か月間に支払った医
療費が高額になった場合、申請により自己負担限
度額を超えた金額を支給する制度です。
自己負担限度額は、加入者の年齢や所得によっ
て異なるため、詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
なお、申請には医療機関や薬局の領収書が必要
ですので、大切に保管してください。

平成27年10月から、持ち手のついたＵ型タイプの
ごみ袋を販売しています。大変便利ですのでぜひご購
入ください。

【申請に必要なもの】
・領収書
・国民健康保険被保険者証など本人確認書類
・個人番号が分かるもの（申請者、世帯主）
・振込先が分かる通帳など
・印鑑
・委任状（同一世帯以外の人が申請の場合）

＜問い合わせ＞環境保全課

＜問い合わせ＞市民・国保課

・袋の種類
・サ イ ズ
・価
格

燃やして処理するごみ専用袋
燃やさないで処理するごみ専用袋
３０リットル限定
２８８円(１０枚入り)(税込)
電話(42)1489
入れやすい！
結びやすい！
持ちやすい！

電話(42)4246

国民年金納付猶予制度の改正について
☆納付猶予制度とは…？

対象年齢未満の人で、本人・配偶者の所得が一定
額以下であれば、申請により国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。

☆制度改正の内容

平成28年７月１日から、対象年齢が30歳未満から
50歳未満へ拡大されました！（学生を除く）
※平成28年６月以前の期間は、30歳未満が対象です。
所得が少ないなど、国民年金保険料の納付が困難
な場合、納付猶予制度のほかに免除制度もあります
ので、下記へご相談ください。
＜問い合わせ＞
市民・国保課
電話(42)4246
舞鶴年金事務所 電話0773(76)8826

古紙回収用保管庫設置費補助について
市では、ごみ減量化に向け、古紙回収用保管庫を
設置する自治会に経費の一部を補助します。
◆古紙とは、新聞、雑誌、段ボール、雑紙（菓子
箱、包装紙、紙袋等）など再生可能な紙類です。
◆対象は 自治会が設置する保管庫です。
◆保管庫の条件
・自治会が管理を行うもの
・住民がいつでも古紙を持ち
込めるもの
・古紙が雨や風に当たらず、
長期間使用できるもの
◆補助金の額
・保管庫の設置に要した経費の３分の２以内の額
（上限は50,000円）
※設置前に申請してください。
申請には、古紙再資源化実施計画書が必要です。
＜問い合わせ＞環境保全課

日時：９月16、23、30日(金)午後１時30分～

電話(42)1489

場所：府綾部総合庁舎（川糸町）

犬のしつけ方教室 申し込み期限：８月31日(水)＜申し込み、問い合わせ＞府中丹東保健所 電話0773(75)1156
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あやちゃん健康だより

＜問い合わせ＞
保健推進課
電 話0773(42)0111
ＦＡＸ0773(42)5488

シニア世代の体力測定会 参加者募集！
筋肉量や体力、認知機能など、ご自身の体の状態を知り、健康づくりに役立てましょう！

日時：９月２０日（火）・２１日（水）

受け付け：各日４回の受け付け時間に分けています。
①午前９時～９時15分
②午前10時30分～10時45分
③午後１時～１時15分
④午後２時30分～２時45分

参加料は無料です。
バス送迎も行います。
詳しくはお問い合わせ
ください。

定員：各受け付け時間25人ずつ（両日とも計100人）
会場：保健福祉センター（青野町）
対象：65歳以上の市民。ただし、要支援・要介護認定を受けている人を除く。
内容：筋肉・体脂肪量や歩く速度、握力などの運動機能測定、認知機能測定、アンケート記入、
結果の説明など。
（１時間半～２時間程度かかります）
持ち物：お茶、タオル、（記入に必要な人はメガネ）
備考：筋肉・体脂肪量測定は素足で行います。ストッキングなどの着用は避けてください。
申し込み：保健推進課へ。
締め切り：９月２日（金）。ただし、定員に達し次第締め切ります。
※この測定会は、京都大学・東京工科大学の研究を兼ねてご協力いただき行います。
測定結果は大学などにおける高齢者の健康づくりの研究資料として活用させていただきます。
研究目的以外には使用しませんので、ご理解の上ご協力お願いします。

ジカ熱にご注意を！
正式名称は「ジカウイルス感染症」。
症状は、発疹、結膜炎、軽度の発熱、頭痛、関節
の痛み、倦怠感など。症状そのものは比較的軽く、
かかっていても気が付かない人もいます。

でも油断は禁物。
妊婦さんが感染すると、小頭症などの障害をもった
子どもが産まれてくる可能性が指摘されています。
ジカ熱は性行為によっても感染する可能性があり
ます。妊婦さんだけでなく、パートナーの感染予防
も必要です！

予防１：刺されない
・肌を露出しない！
蚊が多い場所に行くときには長袖、
長ズボンを着用しましょう。
・虫よけスプレーを使う！

予防２：増やさない
・水たまりをつくらない！
・海外渡航から帰ったら
症状の有無にかかわらず、流行地域からの帰
国後２週間程度、蚊に刺されないように注意し、
ウイルスを持つ蚊の増加を防ぎましょう。
症状がある場合はすぐに医療機関へ！

総合がん検診のお知らせ
綾部市特定健康診査・長寿いきいき健診・大腸が
ん検診・胃がん検診・肺がん検診・結核健診・前立
腺がん検診・肝炎ウイルス検診・乳がん検診・子宮
がん検診が同日に受診できます！

日時：11月25日（金）午後
11月26日（土）１日
会場：保健福祉センター（青野町）
申し込み：10月17日（月）まで
定員に達し次第締め切ります。

申し込みは、４月に世帯主様宛に送付した「平成28年度
綾部市健康診査のお知らせ」に同封の申込書にご記入
の上、保健推進課まで郵送してください。メール、ファク
スでの申し込みも可能です。

健診・検診によって対象者や
自己負担金が異なります。
詳しくは保健推進課まで
お問い合わせください！

９月は食生活改善普及運動・
健康増進普及月間です。

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙
最後にクスリ ～めざそう健康長寿！～

