広報あやべ お知らせ版１月号
市役所 電話0773(42)3280、ファクス0773(42)4406

あなたの「こころの風景」を教えてください
俳優・火野正平さんが全国を自転車
で旅する「にっぽん縦断 こころ旅」
が京都府にやってきます。旅のルート
は、皆さんからの手紙で決定！
市内の「忘れられない場所、風景」
を応募しませんか。

国有林の事業運営等について、市民の理解を深める
とともに、意見や要望を国有林野行政に反映させるた
め、国有林モニターを募集します。

応募期限 ２月28日(月)必着
応募方法 住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思
い出の場所、風景にまつわるエピソード
を明記の上、番組ホームページかファク
ス、郵送で応募
放送予定 ４月18日(月)〜22日(金)
＜応募先＞
〒150-8001
ＮＨＫ「こころ旅」係
ファクス03(3465)1327

令和４年度国有林モニター募集

＜問い合わせ＞
ＮＨＫふれあいセンター
電話0570(066)066、
050(3786)5000

【任期】令和４年４月１日～令和５年３月31日
【対象】綾部市在住で、森林・林業や国有林に関心
のある成人（ただし、国会や地方議会の議
員、地方公共団体の長、常勤の国家公務員
を除く）
【応募締切】２月１日(火)
【詳細】近畿中国森林管理局ホームページ
「近畿中国森林管理局 国有林モニター」で
検索してください。
＜問い合わせ＞
近畿中国森林管理局 総務企画部
林政推進係 電話06(6881)3412

市営住宅の入居者を募集
市営住宅（借上型）の入居者を募集します。
募集団地の所在地などは次のとおりです。
所在地

募集戸数

月額家賃

味方町

2戸程度 21,000円～

備考
世帯用（２ＬＤＫ）

※応募者が多数の場合は抽選となります。家賃は
入居者の所得等により変動します。
●申込受付：2月18日(金)～28日(月)
※土・日曜日、祝日は除く
（２月24日(木)は午後７時まで受け付けます）
●入居時期：５月１日(日) （予定）
●募集案内書：建築課窓口などで配布
＜問い合わせ＞
建築課 電話(42)4284

こころの健康講演会

発達障害の理解と支援
～よりよい支援のための
多様性としての理解～

企画調整課

子育て親育ち講座
～親子でふれあい、ほっこり・わくわく～
日
場

時
所

３月５日(土)午前10時～11時45分
保健福祉センター（青野町）

≪内容≫
◇Fun！Fun！English
講師：綾部市ＡＬＴ
◇楽しいお話とびだすよ！（パネルシアター他）
講師：みかんの木文庫
※前半・後半に分かれて、２講座の両方に
親子で参加します。
≪対象者≫
概ね４～６歳の幼児とその保護者（30組）
申し込み受付 ２月１日(火)～21日(月)
※定員になり次第締め切ります
＜申し込み・問い合わせ＞
社会教育課 電話(42)4326

あやべ田舎生活実践塾

セミナー開催

場所：あやべ定住サポート京都サテライト店
（京都ペレット町家ヒノコ内）
京都市中京区寺町通二条下ル榎木町98-7

昨今、大人の発達障害がクローズアップされるこ
とが増えてきました。発達障害って病気？それとも
障害？発達障害を抱える人の生きにくさを軽減し、
生きがいを高める方法を精神科医が話します。

日時：２月19日(土)午後2時～4時

日 時

３月６日(日)午後２時～４時

場 所

保健福祉センター２階大会議室（青野町）

参加費

無料

＜申し込み・問い合わせ＞
あやべ定住サポート総合窓口（定住・地域政策課内）
電話(42)4270
メール：teijyutiiki@city.ayabe.lg.jp

講 師

綾部市立病院 精神科医 水原祐起医師

対 象

誰でも参加できます

※要事前申し込み…手話通訳、要約筆記
＜問い合わせ＞ 障害者支援課
電話(42)4318、ファクス (42)8953

「農業に魅せられて」
講師：赤堀圭司さん・幸さん（京都丹波赤堀農場）

特別相談日・あやべ市（いち）も
毎月第２日曜日に開催！！
相談時間 午前11時～午後３時
2月13日(日)
3月13日(日)
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福知山・綾部パート企業説明会
仕事と家庭・育児の両立をしたい、柔軟な働き方が
したいなどとお考えの人は、ぜひご参加ください。
日 時：２月８日(火)午後１時30分～３時
場 所：市民交流プラザふくちやま３階
市民交流スペース（福知山市）
対 象：短時間の仕事（パート）を希望する人等
内 容：綾部市内か福知山市内に就業場所がある
約10社との説明会
その他：予約不要、履歴書不要、参加無料、
入退場自由、保育ルーム完備
（保育ルームの利用は予約が必要です）
＜問い合わせ＞
北京都ジョブパーク 電話(22)3815

─あやバスからのお願い─
〇道路形状等によりバス停が片側にしかな
い場合でも、乗車するバスの走行車線側
でお待ちください。
〇ベビーカーや歩行補助具などを車内に持
ち込むときは、ほかの乗客の迷惑となら
ないよう配慮してください。
〇バスに乗車する際は、時刻表の時刻より
２～３分程度余裕をもってバス停の前で
お待ちください。
～乗って育てる
がんばれあやバス～

＜問い合わせ＞
市民協働課 電話(42)4248

戸籍附票（戸籍が編製されてからの住所が記録されたもの）

綾部市美術展＆アートフェスタ
＜会期＞
日時 2月３日(木)～６日(日)午前10時～午後５時
※最終日は午後４時まで
場所 あやべ・日東精工アリーナ（西町三丁目）
＜綾部市美術展＞
２階で応募のあった高校生以上の作品（書・洋画・
日本画・写真・立体造形・工芸）を展示
※ギャラリートークは、審査員による作品解説動画を
上映します。
＜アートフェスタ＞
１階で市内中学生以下の子どもの作品を展示
※来場時は、感染症対策にご協力ください。
＜問い合わせ＞
文化・スポーツ振興課 電話(42)4356
国民年金・厚生年金の老齢年金などを受給中の皆さんへ

令和３年分

公的年金等の源泉徴収票が届きます
老齢・退職を支給事由とする年金を受給している
人には、１年間の年金の支払総額などを記載した
「源泉徴収票」が、１月中旬から下旬にかけて日本
年金機構から順次郵送されます。
届いた源泉徴収票は確定申告などに必要ですの
で、大切に保管してください。
※紛失したときなどは再発行できます。舞鶴年金事
務所にお問い合わせください。
※障害年金や遺族年金は非課税所得のため、源泉徴
収票は送付されません。
＜問い合わせ＞舞鶴年金事務所 電話0773(78)1165
市民・国保課 電話(42)4253
もっと知りたい わたしたちのまち

あやべ市民大学

の内容が変わりました

京都産業大学による

①生年月日・性別が追加
（令和４年１月11日以前に除票となった場合は対象外）
②本籍・筆頭者氏名が省略
③在外選挙人の登録情報が省略
（登録されている人のみ）
※②･③は申請時の申し出により、表示して発行できます
（変更前）戸籍附票の主な内容
本籍地、筆頭者氏名、戸籍附票に記載されている人
の名、住所、 住定日、在外選挙人登録情報(登録さ
れている人のみ)
（変更後）戸籍附票の主な内容
附票に記載されている人の氏名、生年月日、性別、
住所、住定日
＜問い合わせ＞市民・国保課

市役所 電
話 0773(42)3280
ファクス 0773(42)4406

電話(42)4245

綾部市で活動している京都産業大学ゼミ生の報告
や3人の教授による講義を聴けます。
オンラインでも配信
聴講無料
要事前申込
⑴ 郡是製糸第３代社長遠藤三郎兵衛について
講師：経営学部・松本和明教授
申込フォーム
⑵ 自動運転と地方創生
講師：経済学部・寺崎友芳教授
⑶ 「ローカルな情報」の価値と意義
～関係者との対話から
講師：現代社会学部・滋野浩毅教授
申込期限
1月31日(月)

日 時：2月5日(土)午後１時30分～5時20分
場 所：Ｉ・Ｔビル 多目的ホール（西町一丁目）
＜申し込み・問い合わせ＞企画政策課 電話(42)4217

京都弁護士会 日時：２月３、10、24日(木)午後１時～４時20分
場所：市民ホール（宮代町） 費用：40分5,500円（税込み）
の法律相談
申し込み：前日までに丹後法律相談センターへ 電話0772(68)3080 ※受付は平日の午前9時15分～午後4時30分
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マザーズジョブカフェ出張セミナー

女性のための社会保険
給与や社会保険、産休・育休、○○○万円の壁のこ
と…。社会保険労務士が、女性が働く上で知っておく
べき制度を分かりやすく伝えます。
日時 ２月28日(月)午後１時30分～３時30分
場所 あいセンター（Ｉ・Ｔビル５階、西町一丁目）
対象 府内在住の女性
定員 先着15人
申し込み 電話で氏名、連絡先をあいセンターへ
※保育ルームあり。事前に予約必要
セミナー後、北京都ジョブパークによる出張相談会
を開催。仕事や生活など、気軽にご相談ください。
＜申し込み・問い合わせ＞
あいセンター 電話(42)2030、ファクス(42)1801

子育て世帯等臨時特別支援事業給付金
－給付金の申請を受け付けています－

○対象児童
平成15年４月２日～令和４年３月31日に生まれた
児童
○申請が必要な人
・高校生等の児童のみを養育している人
・所属庁から児童手当を受給している公務員
・令和３年11月１日～令和４年３月31日に生まれた児
童手当の支給対象児童（新生児）がいる人
○支給額
児童１人当たり10万円
（先行分５万円＋追加分５万円）
○受付期限 ３月31日(木)必着（３月中旬～下旬に出
生した新生児は、出生日に応じて個別対応）
○支給時期
提出された申請書を審査し、提出翌月中旬に申請者
名義の指定の振込先へ振り込み予定（申請不要の人に
は12月23日(木)に支給しました)
※保護者の所得が児童手当の所得制限限度額を超える
場合は対象外です。
＜問い合わせ＞こども支援課 電話(42)4252

市役所 電
話 0773(42)3280
ファクス 0773(42)4406
子どもを「SNS性被害・性暴力」から守る
【第１部】
今、子どもたちに伝えたい性の学び
～幸せと安全のために～
講師：関口久志さん（“人間と性”教育研究協議
会幹事、京都教育大学元教授）
【第２部】
SNS等を利用した若年層の性被害に関する事例紹介
日
時
場
所
定
員
申込方法
申込期限

２月12日(土)午後１時30分～３時30分
福知山市民ホール（ハピネスふくちやま）
会場／先着300人 オンライン／先着100人
右記ＱＲコードから
２月４日(金)

＜問い合わせ・申し込み＞
福知山市経営戦略課
電話(24)7030、ファクス(23)6537
主催：府北部地域連携都市圏形成推進協議会
綾部市国民健康保険加入者の皆さんへ

～医療費通知は３月初旬に送付予定です～
「医療費のお知らせ」（医療費通知）は、医療機関
や薬局でかかった医療費をお知らせし、ご自身の健康
管理に役立てていただくために送付しています。
また令和３年11月から、マイナポータルでご自身
の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
医療費通知は、確定申告等の医療費控除の明細書と
しても使用できます。
医療費控除を予定している人は、ご自身で医療費の
明細書を作成いただくか、通知を待って申告をお願い
します。
12月末時点の国保加入者が送付対象です。脱退して
いる場合は作成できません。ご了承ください。

＜問い合わせ＞
市民・国保課 電話(42)4246

確定申告会場で マイナンバーカード出張申請受付します！
★申請が可能な人★
◎申請者本人が必ず来場できること
◎以下の持ち物（コピー不可）を当日持参できること

✿ 持ち物 ✿

・通知カード
※紛失の場合は、職員
へお声がけください
・住民基本台帳カード
（お持ちの人のみ）
・本人確認書類
(➡右記のＡ2点、
Ａ1点とＢ1点、
Ｂ2点のいずれか)

本人確認書類 A
運転免許証/運転経歴証明書
住民基本台帳カード（写真付）
パスポート/障害者手帳 など
本人確認書類 B
健康保険証/介護保険証/
年金手帳/年金証書/学生証
医療受給者証 など
※期限切れの確認書類は不可※

★申請受付日程★
〇市役所まちづくりセンター２階
期間：２月16日(水)～３月15日(火)
※土・日曜日、祝日を除く
受付時間：午前９時～正午、午後１時～４時
〇市民センター
（あやべ・日東精工アリーナ、西町三丁目）
期間：２月８日(火)、９日(水)、17日(木)、
18日(金)、19日(土)
受付時間：午前９時30分～正午、午後１時～４時

★事前の申し込みをお願いします★

＜申し込み・問い合わせ＞市民・国保課 電話(42)2900

コロナを恐れて、過剰な反応になっていませんか？
自分の言葉や行動が人を傷つけていないか、差別や偏見につながっていないか、「自分のこと」として考えてみることが大切です。
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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
ファクス0773(42)5488

風しん抗体検査・予防接種はお済みですか？
無料クーポンの有効期限

公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった、昭和37年
４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性は、風しん抗
体検査・予防接種が公費で受けられます。

対象者には左図のクーポン券を
令和元年か令和2年に送付して
います。紛失、破損した場合は
再発行できます。同封の説明書
をご覧の上、この機会に受けて
ください。

【3月31日(木)】

＜実施場所＞

抗体検査…事業所健診、医療機関
予防接種…医療機関
・事前に事業所や医療機関に、検査・接種実施の有
無をお問い合わせください。
・綾部市から転出した場合はクーポン券を使用でき
ません。転出先の自治体にお尋ねください。

＜マイナンバーカードの
保険証利用が可能になりました＞
下記の病院・市立診療所で、利用できます。
・綾部市立病院
・志賀郷診療所
・中上林診療所
・奥上林診療所
・上林歯科診療所
〇受診の際に、マイナンバーカードを窓口設置の
読取機器に差し込むと、保険資格認証ができま
す。今までどおり、保険証の提示でも受診でき
ます。
＜注意＞
※これまで保険証と一緒に提示していた福祉医療
費受給者証や子育て支援医療費受給者証などの
各証は、引き続き提示が必要です。
※マイナンバーカードの保険証利用には、事前に
利用の登録（同意）が必要です。受診時にも登
録できますが、窓口混雑を避けるため、事前の
登録にご協力ください。

健康診査・がん検診の

実施期間は３月31日(木)まで！

医療機関で受診可能な健（検）診
※直接医療機関へお申し出ください。
健（検）診の種類
特定健康診査
長寿いきいき健診
大腸がん検診
肝炎ウイルス検診

対象
40～74歳の国保加入者

成人用肺炎球菌予防接種はお済みですか？
下記の対象者で過去に接種したことがない人は、
３月31日(木)までにお済ませください。
①対象者の生年月日

年度末
年齢

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

65歳

昭和26年4月2日～昭和27年4月1日

70歳

昭和21年4月2日～昭和22年4月1日

75歳※

昭和16年4月2日～昭和17年4月1日

80歳

昭和11年4月2日～昭和12年4月1日

85歳

昭和６年4月2日～昭和７年4月1日

90歳

大正15年4月2日～昭和２年4月1日

95歳

大正10年4月2日～大正11年4月1日

100歳

自己負担金

4,000円

2,000円

②令和３年４月１日現在で、60歳以上65歳未満で心臓、
腎臓や呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に障害がある人。
※75歳になる人は、誕生日以降は2,000円になります。
◆市民税非課税世帯、生活保護世帯の人は無料で接種
できます。詳細は、８月に送付した案内をご覧くだ
さい。

猫が原因となる相談が増えています
ネコが原因の相談が増えています

後期高齢者医療保険加入者
40歳以上
40歳以上で検診歴のない人

コロナ禍でも
「健（検）診」は必要です！
実施医療機関や健（検）診費用、受診方法等は、
令和３年４月に送付した「健康診査・がん検診の
お知らせ」をご覧いただくか、保健推進課にお問
い合わせください。

主な相談内容
〇無責任なエサやりをしている
〇所有者の分からないネコが敷地内でフン尿をする
〇ネコが捨てられている
飼えなくなったからといって、ネコを捨てないでく
ださい。また、飼い主がいないネコに「かわいそう」
という感情だけでエサを与えることはやめま
しょう。エサを与えるのであれば、飼いネコ
として最後まで責任を持って飼いましょう。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

