
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４３号（２の１）平成２３年１２月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ２の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・年末年始の救急医療について 

・年末年始の市営バス・デマンドバス運休について 

・後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について 

・２０歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きを 

【 裏 】 ・小学生親子料理教室を開催します 

・多重債務無料法律相談を開催します 

・平成２４年南丹市消防団出初式を開催します 

・大堰川ジョギング大会の参加者を募集します 

・女性相談日のお知らせ 

・「いのち」について考える講演会を開催します 

・スプリングスひよし臨時休館のお知らせ 

・第２０回新春席書大会の参加者を募集します 

・「ぽこぽこくらぶ」開催日のお知らせ 

・子育てすこやかセンター１月事業のお知らせ 

―――― ２の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・平成２４年度 償却資産申告書の提出について 

・遊youひよし映画「奇跡」の上映会を開催します 

・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

・所得税および住民税の申告にかかる障害者控除について  

・大人用おむつ代にかかる医療費控除について 

・交通事故が多発しています 

【 裏 】 ・フリー託児ルームを開設します 

・身体障害者巡回更生相談を実施します 

・南丹そのべとんどまつりを開催します 

・お花教室の参加者を募集します 

・第２３回ソフトバレーボール交流大会を開催します 

・平成２４年南丹市成人式を生中継します 

・丹波自然運動公園からお知らせ 

・＜○○地域版お知らせ＞� 

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料のののの納付方法納付方法納付方法納付方法のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

 

＜年金天引きから口座振替への変更＞ 

後期高齢者医療保険料の納付方法が「年金からの天引き（特別徴収）」となってい

る方は、申請により「口座振替（普通徴収）」に変更できます。納付方法の変更を希

望される場合は手続きをしてください。平成２４年１月２０日（金）までに手続き

をすると、平成２４年４月からの年金天引きを中止し、７月から口座振替となりま

す。（平成２４年２月分の年金天引きは中止することができません）なお、変更の手

続きをしても保険料の総額は変わりません。 

＜平成２３年度中に資格取得された方＞  

現在、納付書や口座振替で納付されている方は、平成２４年度から「年金からの

天引き」に移行する予定です。（資格取得された時期により、「年金からの天引き」

への移行時期は異なります）「年金からの天引き」ではなく、「口座振替」での納付

を希望される場合は手続きが必要です。 

●手続方法手続方法手続方法手続方法 保健医療課または各支所健康福祉課に備え付けの申請書により申請し

てください。その後、金融機関において口座振替の手続きを行っていただきます。 

※すでに変更の手続きをされている方は、再度していただく必要はありませんが、

金融機関のみで口座振替の手続きをされている方は、「年金からの天引き」に移行

する場合がありますので保健医療課または各支所健康福祉課で確認の上、申請書

を提出してください。 

●持参持参持参持参いただくものいただくものいただくものいただくもの 印鑑、口座振替される口座の通帳、通帳印 

※代理の方が手続をされる場合は、委任状および代理の方の身分証明書をご持参ください。 

＜確定申告時の社会保険料の控除について＞ 

納付方法により、税金の控除のされ方が異なります。 

年金からの 

天引きの場合 

年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。（年金天引き

の場合、本人以外の社会保険料控除に適用できません） 

口座振替または 

納付書の場合 

口座振替または納付書により保険料を支払った方に、社会保険

料控除が適用されます。 

 

◇申込・問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0011 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの市営市営市営市営バスバスバスバス・・・・デマンドバスデマンドバスデマンドバスデマンドバス運休運休運休運休についてについてについてについて    

 

１２月２９日（木）～平成２４年１月３日（火）の間、南丹市営バス・デマンド

バスを運休します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 交通対策室 TEL（0771）68-0003 

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの救急医療救急医療救急医療救急医療についてについてについてについて    

 

 年末年始における南丹市内の救急医療機関は、公立南丹病院と園部丹医会病院の

２病院です。診療体制は下記のとおりです。※救急医療を受ける場合は、事前に電

話連絡をお願いします。詳細は、各医療機関に直接お問い合わせください。 

●公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院    TEL（0771）42-2510 

１２月２８日（水） 通常診療 

１２月２９日（木） 

１２月３０日（金） 

１２月３１日（土） 

１月１日（日） 

１月２日（月） 

１月３日（火) 

救急医療 

※救急医療に関しては、内科、小児科、産婦人科、外科系

の担当医が交代で診療にあたります。ただし、１２月 

３１日は小児科、外科の医師が診療にあたります。 

小児科：午前９時～午後４時、外科：午前９時～正午 

１月４日（水）    通常診療 

●●●●園部丹医会病院園部丹医会病院園部丹医会病院園部丹医会病院    TEL（0771）62-0515    

１２月２８日（水） 通常診療 
１２月２９日（木） 通常診療 
１２月３０日（金） 午前のみ（午前９時～正午）診療 

１２月３１日（土） 

１月１日（日） 

１月２日（月） 

１月３日（火) 

診療（午前１０時～１１時） 

※外科の医師が診療にあたります。 

救急医療 

１月４日（水）    通常診療 
 

２０２０２０２０歳歳歳歳になったらになったらになったらになったら忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに国民年金国民年金国民年金国民年金のののの加入手続加入手続加入手続加入手続きをきをきをきを    

 

 日本国内にお住まいの２０歳から６０歳になるまでのすべての方は、国民年金に

加入することが義務付けられています。学生や自営業者などの方で、２０歳になっ

て第１号被保険者となる方は、保健医療課または各支所健康福祉課で忘れずに加入

手続きをしてください。サラリーマンや公務員の第２号被保険者の方や、その第２

号被保険者に扶養される配偶者である第３号被保険者の方は、勤務先の事業所が加

入手続きを行いますので、個別の手続きは必要ありません。 

●保険料保険料保険料保険料のののの猶予猶予猶予猶予・・・・免除免除免除免除についてについてについてについて 国民年金の第１号被保険者の平成２３年度の保険

料額は、月額15,020円です。学生など、収入が少ないために国民年金保険料の納

付が困難な場合は、申請により保険料の納付が猶予・免除となる制度があります。

この申請を行わないまま、国民年金保険料が未納となっていると老後の年金を受

けられなかったり、年金額が低くなったりするおそれがあります。また、万が一

のときに障害年金が受け取れないなどの思わぬ事態を招きますのでご注意くださ

い。学生納付特例制度は、所得がない学生の方の本人の申請により保険料の納付

が猶予される制度です。また、学生以外の一般の自営業者の方などは、経済的な

理由などにより保険料の納付が困難なときに、本人の申請によって保険料免除制

度や若年者納付猶予制度を利用することもできます。 

 
◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0011 

      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

京都西年金事務所 TEL（075）315-1882（代表） 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「いのちいのちいのちいのち」」」」についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる講演会講演会講演会講演会をををを開催開催開催開催しますしますしますします 
 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２８日（土）午後２時～５時 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか大ホール ●対象対象対象対象 一般の方、医療・保健・福祉関係者 

●内容内容内容内容 ・講演「生・老・病・死～私が最期を迎えるところ～」 

    ・シンポジウム「私らしく・その人らしく生きるために今できること」 

●講師講師講師講師 高橋卓志氏・宗教法人神宮寺住職（長野県） ●●●●定員定員定員定員 先着２００人 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●主催主催主催主催 公立南丹病院（京都府がん診療連携病院） 

●共催共催共催共催 南丹保健所、船井医師会、亀岡市医師会、京都府看護協会口丹地区 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 平成２４年１月２０日（金）までに電話またはＦＡＸで、住所、氏名、

電話番号をご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 公立南丹病院 TEL（0771）42-2510 FAX（0771）42-5071 

女性相談日女性相談日女性相談日女性相談日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
女性が直面するさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、整理

するお手伝いをします。どんなことでもご相談ください。（秘密厳守・無料） 

●日時日時日時日時 平成２４年１月１１日、２５日（第２、第４水曜日）午後１時～４時 

※必ず事前申込が必要です。 
 

◇申込・問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

平成平成平成平成２４２４２４２４年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式年南丹市消防団出初式をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
●日時日時日時日時 平成２４年１月８日（日）午前９時～ ●主催主催主催主催 南丹市、南丹市消防団 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館（一斉放水は体育館裏河川付近） 

※雨天の場合でも会場の変更はありません。 
 
◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

 

大堰川大堰川大堰川大堰川ジョギングジョギングジョギングジョギング大会大会大会大会のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２９日（日）午前１０時開会式（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所 八木運動公園    

●競技種目競技種目競技種目競技種目 ①ファミリージョギングの部（公園内周回コース・約１．５ｋｍ） 

②ロードレース１部（約２．３ｋｍ）③ロードレース２部（約５．０ｋｍ） 

●対象対象対象対象 小学生以上で、コースを完走できる方 

※ファミリージョギングの部は、保護者が付き添う場合に限り小学生未満の参加も

可能。ただし、ロードレース２部は中学生以上。 

●参加料参加料参加料参加料 100円（当日お支払いください） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、平成２４年１月２１日（土）午後５時ま

でに下記のいずれかにお申し込みください。（申込用紙は提出先に備え付けています） 

●申込申込申込申込先先先先 八木公民館、八木スポーツ・フォア・オール、クアスポくちたん 

●そのそのそのその他他他他 参加者全員に参加賞を用意しています。完走後は、八木の冬の風物詩「大

堰川なべ」を食べていただきます。 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

小学生親子料理教室小学生親子料理教室小学生親子料理教室小学生親子料理教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

小学生親子で楽しめる料理教室「料理するって楽しいよ」を開催します。 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２１日（土）午前１０時～午後２時 

●場所場所場所場所 園部公民館調理室 ●参加費参加費参加費参加費 １人100円 

●対象対象対象対象 市内在住の小学生とその保護者（祖父母との参加も可能） 

●献立献立献立献立 トマトライス、しゅうまい、和風サラダ、コンソメスープ 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル ●定員定員定員定員 １８組（先着順） 

●主催主催主催主催 南丹市食生活改善推進員協議会 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 平成２４年１月１３日（金）までに電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
 
借金の返済でお悩みの方を対象に、弁護士が相談に応じます。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。（秘密厳守・無料） 

●日時日時日時日時 平成２４年１月１０日、２４日（各火曜日） 

午後４時～７時（１人４５分以内）  

●場所場所場所場所 園部公民館 ●予約予約予約予約 開催日の前日までに電話でお申し込みください。 

※上記以外の無料相談会場もご案内しています。まずはご相談ください。 
 

◇申込・問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

第第第第２０２０２０２０回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

新しい年を迎え、すがすがしい気持ちで書初めにチャレンジしてみませんか。文

化協会の書道の講師や会員の方がアドバイスします。団体（家族や子ども会など）

での参加も大歓迎です。（無料） 

●日時日時日時日時 平成２４年１月７日（土）午前１０時～正午（受付：９時３０分～） 

●場所場所場所場所 園部公民館３階 ●●●●対象対象対象対象 小学生以上（テーマは当日発表） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話でお申し込みください。 ●主催主催主催主催 園部町文化協会 

●持持持持ちちちち物物物物 自分の使用する筆、文鎮（用紙、墨汁、硯については準備します） 

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局 TEL（0771）63-5820 

「「「「ぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶ」」」」開催日開催日開催日開催日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

 親子が気軽につどい、相談できる「居場所」としてひろばを開設しています。 

＜ぽこぽこ ひろば＞ 

  子どもと一緒にでかけて自由にゆっくり過ごす「ぽこぽこひろば」。 

●日程日程日程日程 平成２４年１月１２日（木）、１３日（金）、１６日(月)、１７日（火）、 

１９日（木）、２０日（金）、２３日（月）、２６日(木)、２８日(土)、３１日（火） 

＜保育付き講座・ストレッチポール＞  

ポール上に寝ているだけで、心地よい身体の変化を体感できます。動きやすい

服装でお越しください。（７組限定・参加費500円） 

●日程日程日程日程 平成２４年１月１６日（月） 

＜保育付き講座・外カフェ＞  

子どもと離れて、ゆっくりほっこり楽しくお話ししながらお茶しましょう。（７

組限定・参加費300円） 

●日程日程日程日程 平成２４年１月２６日（木） 

＜保育付き講座・暮らしのお金講座＞  

「子どもの教育資金って」「自分の夢を叶えるための資金って」「老後の資金は」

暮らしのさまざまなお金の話をファイナンシャルプランナーにご講演いただきま

す。（７組限定・無料） 

●日程日程日程日程 平成２４年１月３１日（火） 

※ぽこぽこひろば、保育付き講座については、いずれも午前１０時から午後３時に

八木保健福祉センターで行います。事前に電話でお申し込みください。 

＜遊びのパーティー＞ 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２８日（土）午後１時～３時  

●場所場所場所場所 八木保健福祉センター ●●●●参加費参加費参加費参加費    300円（申込不要） 

＜ぽこぽこくらぶ こじまや＞ 

 園部の小島屋旅館で行っているｃｏｍｉかふぇ「こじまや」に、子育てひろばを

併設しています。実家に帰省しているような雰囲気でお待ちしています。 

●日程日程日程日程 平成２４年１月１３日（金）、１７日（火）、２０日（金）、２４日（火）、

２７日（金）、３１日（火） 

●時間時間時間時間 午前１０時３０分～午後３時  

●場所場所場所場所 園部小島屋旅館ｃｏｍｉかふぇ「こじまや」内 

※ランチタイム（正午～午後１時）に飲食物の持ち込みが可能です。 

※開催日程などが変更になる可能性があります。詳細はお問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯグローアップ TEL 080-3857-8119 

スプリングススプリングススプリングススプリングスひよしひよしひよしひよし臨時休館臨時休館臨時休館臨時休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

リニューアル工事に伴い、スプリングスひよし内の各施設を臨時休館します。ご

理解、ご協力をお願いします。 
●温泉温泉温泉温泉・・・・プールプールプールプール・・・・体育館体育館体育館体育館 平成２４年１月１１日（水）～３月１４日（水） 

●レストランレストランレストランレストラン桂川桂川桂川桂川・・・・グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ場場場場 平成２４年２月１日（水）～３月１４日（水） 

※特産品里の市は、通常通り営業します。 

※年末１２月３０日（金）、３１（土）は休館します。元旦は正午にオープンします。 
 

◇問合せ先 日吉支所地域総務課 TEL（0771）68-0030 

スプリングスひよし TEL（0771）72-1526 

子育子育子育子育てすこやかてすこやかてすこやかてすこやかセンターセンターセンターセンター１１１１月事業月事業月事業月事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

子育てすこやかセンターは、０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子ども

とお母さん、お父さん、お家の人が集えるところです。１月の事業は以下のとおりです。 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場００００歳児歳児歳児歳児「「「「ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ」」」」  

平成２４年１月５日（木）午前１０時～１１時３０分 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場１１１１歳児歳児歳児歳児～～～～３３３３歳児歳児歳児歳児「「「「おおおお正月正月正月正月・・・・節分遊節分遊節分遊節分遊びびびび」」」」  

平成２４年１月１０日（火）午前１０時～１１時３０分 

●おおおお話会話会話会話会 平成２４年１月１７日（火）午前１０時３０分～１１時 

●ママママママママ講座講座講座講座「「「「栄養士栄養士栄養士栄養士によるおによるおによるおによるお話話話話」」」」 平成２４年１月１９日（木）午前１０時～１１時 

●折折折折りりりり紙紙紙紙をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう 平成２４年１月２４日（火）午前１０時３０分～１１時 

●親子親子親子親子リトミックリトミックリトミックリトミック 平成２４年１月２６日（木）午前１０時～１１時 

 

◇問合せ先 南丹市子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４３号（２の２）平成２３年１２月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人用大人用大人用大人用おむつおむつおむつおむつ代代代代にかかるにかかるにかかるにかかる医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除についてについてについてについて    

 

大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには医師の発行した「おむつ使

用証明書」が必要です。ただし、次の①、②両方に該当する方は、市が交付するお

むつ使用確認書で申告することができます。 

①おむつ代について、医療費控除を受けるのが２年目以降の方 

②介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に寝たきりの状態、

かつ尿失禁（の可能性）があることが確認できる記載がある場合 

※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方はかかりつけの医療機関にお問い合

わせください。 

※おむつ使用確認書は高齢福祉課または各支所健康福祉課の窓口で申請してくださ

い。審査の上、後日郵送で交付します。 
 

◇問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

交通事故交通事故交通事故交通事故がががが多発多発多発多発していますしていますしていますしています    

 

平成２３年１２月５日現在、南丹警察署管内では９件の交通死亡事故が発生して

います。 

●平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年のののの管内死亡事故管内死亡事故管内死亡事故管内死亡事故    １月：軽四乗用とトラックが出合頭に衝突（国道２７

号・京丹波町）、３月：横断歩行者と軽四貨物が衝突（国道４７７号・園部町） 

 ６月：歩行者と軽四貨物が衝突（府道竹井室河原線・園部町）、７月：交通整理員と普

通乗用が衝突（国道２７号・京丹波町）、９月：中型貨物と普通乗用が衝突（国道２７

号・京丹波町）、１０月：横断歩行者と軽四貨物が衝突（国道９号・八木町） 

 １０月：普通乗用と普通貨物が衝突（国道９号・京丹波町）、１１月：普通乗用と普通

乗用が衝突（国道９号・八木町）１２月：軽四貨物が電柱に衝突（町道・京丹波町） 

●特特特特にににに気気気気をををを付付付付けることけることけることけること 

①車に乗ったとき 

・すべての席でシートベルトを着用しましょう。 

  ・チャイルドシートやジュニアシートの使用も忘れないでください。 

②道路を渡るとき 

・「止まる」「周りをよく見る」など安全を確かめて渡りましょう。 

 ・少し遠回りになっても、信号・横断歩道から渡りましょう。 

 ・横断途中も安全を確かめ、横断が終わるまで油断しないでください。 

③日が暮れてからの外出はできるだけ控え、万が一外出するときは 

  ・懐中電灯や反射材を使用し、目立つ工夫をしましょう。 

  ・薄暮時間帯は車両の運転手から周りがよく見えず、見落とされることがあり

ます。買い物や用事は明るい間にしましょう。 

 

◇問合せ先 南丹警察署交通課 TEL（0771）62-0110 

交通対策室 TEL（0771）68-0003 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    償却資産申告書償却資産申告書償却資産申告書償却資産申告書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 

工場、商店、アパートおよび駐車場などを経営されている所有されている事業用資産

（構築物、機械など）は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。南丹市内

に償却資産を所有されている方は、資産の多少にかかわらず、平成２４年１月１日現在

の所有資産について申告をしてください。 

●●●●償却資産償却資産償却資産償却資産（（（（種類別種類別種類別種類別））））例示例示例示例示    

資産種類 課税客体（例） 

構築物 独立煙突、貯水池、井戸、構内舖装、門塀、公園、広告塔など 

機械および装置 モーター、旋盤等各種産業用機械および装置、受変電設備など 

船舶 ・ 航空機 ボ－ト、遊漁船、はしけ、ヘリコプターなど 

車両 

および運搬具 

バックホウ、タイヤローラー、ブルドーザーなどの大型特殊自

動車、自転車、リヤカー、構内運搬車など 

※自動車税または軽自動車税が課せられるものを除く。 

工具・器具 

および備品 

切削工具、測定工具、計算機、金庫、陳列ケース、応接セット、

テレビ、看板、ネオンサイン、オフィスコンピューター、自動

販売機など 

●提出提出提出提出方法方法方法方法    申告書を、平成２４年１月３１日（火）までに、税務課または各支所

地域総務課に持参いただくか、郵送にて提出ください。 

※例年申告いただいている方には申告書を送付します。万が一お手元に届かない場

合はお問い合わせください。また、新規に事業を始められた方にも申告書などを

送付します。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし映画映画映画映画「「「「奇跡奇跡奇跡奇跡」」」」のののの上映会上映会上映会上映会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
「誰も知らない」の是枝裕和監督が、再び子どもたちの視点で日本の家族を問う。

平成２３年３月に全線開通を迎えた九州新幹線を題材に、心が離れた家族の絆を取

り戻そうと奮闘する少年二人を中心に描いた感動ストーリー。両親の離婚で離れ離

れに暮らす兄弟が、小さな反逆を企てながら成長するまでの物語です。（無料） 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２８日（土）※２回上映します。 

①午後２時（開場：午後１時３０分）、②午後６時３０分（開場：午後６時） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」ホール 

●定員定員定員定員 各回２００人（先着順）※当日入場は定員に達していない場合のみ可能。 

●入場整理券入場整理券入場整理券入場整理券 日吉町生涯学習センター、社会教育課および各地域担当で配布しま

す。なお、整理券は入場の際に必ず必要です。入場整理券の配布は一人３枚まで

とします。 

●上映作品上映作品上映作品上映作品 ・２０１１年製作（上映時間：１２８分） 

・出演：前田航基・旺志郎（まえだまえだ）、オダギリジョーほか 

・第５９回サン・セバスチャン国際映画祭最優秀脚本賞受賞（スペイン） 

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）68-0035 

所得税所得税所得税所得税およびおよびおよびおよび住民税住民税住民税住民税のののの申告申告申告申告にかかるにかかるにかかるにかかる障害者控除障害者控除障害者控除障害者控除についてについてについてについて        

    

所得税および住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、

６５歳以上の方で、寝たきりの状態や、認知症のある高齢者など、一定の要件に該

当する場合は障害者控除（特別障害者控除）の対象となる場合があります。控除を

受けるには、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受け、申告の際に提示し

ていただく必要があります。 

※身体障害者手帳などをお持ちの方は、障害者控除対象者認定書は必要なく、所得

税・住民税の申告の際に手帳を提示いただくことで、控除が受けられます。 

●対象対象対象対象 南丹市内在住の６５歳以上の方で、次の①～⑤のいずれかに該当する方 

区分 認定 

①身体障がいの程度の等級表（３級～６級）に準ずる障がいがあること 
障がい者 

②知的障がいの程度の判定基準（軽度・中度）に準ずる障がいがあること 

③身体障がいの程度の等級表（１級、２級）に準ずる障がいがあること 

④知的障がいの程度の判定基準（重度）に準ずる障がいがあること 
特別 
障がい者 

⑤寝たきりの状態にあること 

※控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、認定調査票

により市が判断します。 

※障害者控除対象者認定書は高齢福祉課または各支所健康福祉課の窓口で申請して

ください。審査の上、後日郵送にて交付します。 
 
◇問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウウウウオオオオーキングーキングーキングーキングのののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 
新春京都金閣寺と北山初詣のコースです。新年を迎え、金閣寺をはじめ京都北山

の神社仏閣を心新たに巡ります。新春初詣に最適のウオーキングです。 

●日程日程日程日程 平成２４年１月２１日（土）小雨決行 

●コースコースコースコース ①電車で移動：ＪＲ園部駅－ＪＲ太秦駅、嵐電帷子ノ辻駅－北野白梅町 

②ウォーキング：北野白梅町－北野天満宮－平野神社－わら天神－金閣

寺（拝観）－佛教大学（昼食）－大徳寺－今宮神社－地下鉄北大路（歩

程８．５ｋｍ） 

③電車で移動：地下鉄北大路－ＪＲ京都駅－ＪＲ園部駅 

※当日状況によりコースを変更する場合があります。 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 ＪＲ園部駅・午前９時（園部９時２１分発電車に乗車） 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 京都市地下鉄北大路駅：午後２時３０分 

園部駅帰着：午後４時３０分 

●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー、水筒、汗拭きタオル、帽子、手袋（雨天時は雨具） 

※当日は歩きやすい服装と、はき慣れた靴でお越しください。 

●対象対象対象対象 ８．５ｋｍ以上歩ける方 ※健康状態のすぐれない方は参加をご遠慮ください。 

●参加費参加費参加費参加費 一般700円（拝観料、保険代を含む）、会員400円 ※昼食代、交通費は各自負担。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 平成２４年１月１６日（月）までに電話でお申し込みください 

 
◇申込・問合せ先 Nantan健歩会 TEL（0771）62-3370 

保健医療課 TEL（0771）68-0016 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーフリーフリーフリー託児託児託児託児ルームルームルームルームをををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

 フリー託児を利用してリフレッシュしてみませんか。南丹市にお住まいの方なら、

どなたでもご利用になれます。お子さんは、南丹市ファミリー・サポート・センタ

ーの「おまかせ会員」がお預かりします。 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２０日（金）午前１０時～午後４時（利用時間自由） 

●場所場所場所場所 日吉保健福祉センター 

●利用料利用料利用料利用料 お子さん１人につき、１回700円 

●対象対象対象対象 生後６カ月から就学前のお子さん  

●定員定員定員定員 １０人程度 ※事前予約必要。１２月２６日（月）から受け付けを開始し、

定員になり次第締め切ります。 

●そのそのそのその他他他他 ・お昼をはさんで託児を希望される方はお弁当、お茶の準備をお願いします。 

・病気（風邪気味、発熱など）のお子さんはお預かりできません。 

・送迎は保護者でお願いします。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3220 

おおおお花教室花教室花教室花教室のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集ししししますますますます 
 
八木スポーツ・フォア・オールではお花教室の参加者を募集しています。初めて

の方にも簡単で楽しい教室です。 

●日程日程日程日程・・・・内容内容内容内容 平成２４年１月１８日（水）和のモダンアレンジ 

平成２４年２月１５日（水）おひな様のアレンジ 

平成２４年３月２１日（水）春のちょうちょのアレンジ 

●時間時間時間時間 いずれも午前１０時～ ●参加費参加費参加費参加費 １回2,500円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 開催日の１週間前までに電話でお申し込みください。 

※花バサミをお持ちの方持参ください。 
 
◇申込・問合せ先 八木スポーツ・フォア・オール TEL（0771）42-5366 

南丹南丹南丹南丹そのべとんどまつりをそのべとんどまつりをそのべとんどまつりをそのべとんどまつりを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

 昭和５７年から続く小正月の恒例行事です。松飾り、しめ縄、書初めなどを燃や

し、１年間の無病息災を祈願します。会場では、「ぜんざい」や「甘酒」をふるまい

ます。また、京都中部広域消防組合園部消防署の啓発活動として、防災物品の展示

などもあります。 

●日時日時日時日時 平成２４年１月１５日（日）午前９時～１０時（小雨決行） 

●場所場所場所場所 園部公園スポーツ広場内 ●駐車場駐車場駐車場駐車場 園部公園駐車場 

●そのそのそのその他他他他 しめ縄やお札などは、紙袋または新聞紙に包んで持参ください。また、

ビニール・ナイロンなどで加工してあるものは、会場で燃やすことができません

ので、取り外して持参ください。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会園部支所 TEL（0771）62-0766 

第第第第２３２３２３２３回回回回ソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボール交流大会交流大会交流大会交流大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
スポーツを通じた交流を持っていただくために開催します。 

●開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２４年２月１２日（日）午前８時４５分～午後６時 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん ●参参参参加料加料加料加料 １チーム2,000円  

●内容内容内容内容 ①混合の部Ⅰ（男女各２人、年齢無制限）②混合の部Ⅱ（男女各２人、女

性３０歳以上、男性４０歳以上）③女性の部（ブロック別交流大会） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 平成２４年１月５日（木）までに直接来館していただくか、電話また

はＦＡＸ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号をご連絡の上、お申し込みください。 

●主催主催主催主催 クアスポくちたん ●共催共催共催共催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会  

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会、京都新聞社 

●主管主管主管主管 南丹市バレーボール協会 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会  

TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp 

身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

京都府家庭支援総合センターでは、補装具相談、医療相談などを実施します。相

談をご希望の場合は、事前にお申し込みください。 

●日日日日時時時時 平成２４年１月１３日（金）午前１０時～１１時３０分  

●場所場所場所場所 亀岡市役所市民ホール ●巡回医師巡回医師巡回医師巡回医師 整形外科  

●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談  

●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 平成２４年１月１０日（火） 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園からおからおからおからお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜１月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 平成２４年１月６日（月例会）、１３日、２０日、２７日（各金曜日） 

午前９時～１１時３０分 

●場所場所場所場所 球技場（当日受付） ●参加費参加費参加費参加費 200円 

＜１月のスポーツデー＞ 

●日時日時日時日時 平成２４年１月１０日（火） ●場所場所場所場所 体育館（当日受付） 

●内容内容内容内容 ・午前９時～１１時３０分：卓球を楽しもう（300円） 

    ・午後１時３０分～３時３０分：障害者スポーツのつどい（無料） 

    ・午後６時～９時：スポーツの夕べ（300円） 

＜１月の太極拳教室＞ 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 平成２４年１月１３日（金）：体育館、２７日（金）：公園センター 

午後２時～４時 

●内容内容内容内容 太極拳の基礎を学ぶ ●対象対象対象対象 １８歳以上の方 ●●●●参加費参加費参加費参加費 500円 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 開催日の２日前までに電話でお申し込みください。 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 平成２４年１月２６日（木）午後１時３０分～４時 

●場所場所場所場所 公園センター会議室 ●定員定員定員定員 ３０人  ●参加参加参加参加費費費費 500円 

●内容内容内容内容 果樹の剪定など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 平成２４年１月２３日（月） 

※はがき、ＦＡＸ、メールで、住所、氏名、電話番号をご連絡の上、お申し込みく

ださい。 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

                        Ｅメール  kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

平成平成平成平成２４２４２４２４年南丹市成人式年南丹市成人式年南丹市成人式年南丹市成人式をををを生中継生中継生中継生中継しますしますしますします    

 

なんたんテレビ（１１ｃｈ）では、園部公民館大ホールで行われる成人式の様子を生

中継します。新成人たちの晴れ舞台をぜひご覧ください。 

●放送日時放送日時放送日時放送日時 平成２４年１月８日（日）午後１時～（式典：午後１時３０分～） 

 

◇問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（月・祝休業） 


