
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４４号（３の１）平成２４年１月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・南丹市総合振興計画審議会委員を公募します 

・お知らせなんたん第１４３号掲載内容の訂正について 

・南丹市嘱託職員（平成２４年度）を募集します 

・南丹市臨時職員（平成２４年度）を募集します 

【 裏 】 ・経済センサス－活動調査の実施にご協力ください 

・かやぶきの里雪灯廊を開催します 

・第２回「そのべ軽トラ市」を開催します 

・農林センター「試験成績報告会」を開催します 

・氷室の郷「赤味噌仕込み講習会」を開催します 

・なんたんテレビ番組表（１月１６日～３１日） 

―――― ３の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・旧大野保育所施設を売却します 

・不妊治療助成申請について 

・特定不妊治療費助成申請について 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・第２次南丹市行政改革大綱（案）に関する意見募集 

・南丹市障害者計画・第３期障害福祉計画（素案）に関する意見募集 

・中途失聴・難聴者若者の集いのお知らせ 

【 裏 】 ・戦没者遺族相談員に関するお知らせ 

・フリー託児ルームを開設します 

・道の駅京都新光悦村「エコクラフト講習会」を開催します 

・南丹市ファミリー・サポート・センター講習会を開催します 

・南丹市国際交流協会からのお知らせ 

・「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します 

・市民協働事業に関するお礼とお願い 

・丹波自然運動公園臨時休園のお知らせ 

―――― ３の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・市営住宅の入居者を募集します 

・日吉町生涯学習センターパソコン教室の受講生を募集します 

・糖尿病予防料理教室を開催します 

・身体障害者巡回更生相談を実施します 

・所得税の決算・確定申告説明会を開催します 

・個人住民税の特別給付金の支給を実施します 

・確定申告相談会を開催します 

・手づくり積み木イベントを開催します 

・「無料労働相談」「非正規労働ほっとライン」のご案内 

おおおお知知知知らせなんたんらせなんたんらせなんたんらせなんたん第第第第１４３１４３１４３１４３号掲載内容号掲載内容号掲載内容号掲載内容のののの訂正訂正訂正訂正についてについてについてについて    

 

平成２３年１２月２２日（木）発行のお知らせなんたん第１４３に掲載の「第 

２３回ソフトバレーボール交流大会を開催します」の内容に誤りがありましたので、

お詫びして訂正します。 

（誤） 
●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。 

（正） 
●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）から申し込み受け付けを開始しま

す。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。（先着順） 
●申込先申込先申込先申込先 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 
 
◇問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0008 

南丹市総合振興計画審議会委員南丹市総合振興計画審議会委員南丹市総合振興計画審議会委員南丹市総合振興計画審議会委員をををを公募公募公募公募しますしますしますします    

 
南丹市では、平成２０年に計画期間を１０年とする「南丹市総合振興計画」を策

定しましたが、前期基本計画期間の５年が平成２４年度をもって終了することに伴

い、平成２５年度以降の後期基本計画について審議いただくため「南丹市総合振興

計画審議会」を設置します。市民参加による開かれた市政を積極的に推進するため、

市民の皆さんから委員を公募します。 
なお、今回は、次代を担う若者の皆さんからも意見をいただくため学生委員も公

募します。 
●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市在住の満２０歳以上の方で、審議会において積極的に意見を述

べていただける方 
※平日の日中２時間程度の会議に出席できる方。５～６回程度開催を予定しています。 
●募集人員募集人員募集人員募集人員 一般：若干名、学生：若干名 ●任期任期任期任期 委嘱の日から２年間 
●選選選選考方法考方法考方法考方法 選考会において作文の内容について評価し選考します。 
●応募方法応募方法応募方法応募方法 １月２７日（金）午後５時（必着）までに、専用の応募申込書（南丹

市のホームページからダウンロードできます）または、任意の様式に住所、氏名、

生年月日、性別、電話番号、一般・学生の別、作文「南丹市の今後のまちづくり

について」（８００字以内）を記載の上、郵送、Ｅメール、ＦＡＸのいずれかによ

り、応募してください。 
 
◇申込・問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653 

         〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 企画調整課 宛 

Ｅメール kikaku@city.nantan.kyoto.jp 

南丹市嘱託職員南丹市嘱託職員南丹市嘱託職員南丹市嘱託職員（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

職種 勤務場所 募集人数 月額賃金 備考 

保育士 市内保育所 若干名 170,000円 保育士資格保持者 

保健師、看護師 市内保育所 ３人 190,000円 どちらかの資格保持者 

市内保育所 若干名 

給食調理員 美山学校給食 

共同調理場 

１人 

144,000円 調理師免許保持者 

幼稚園教諭 市内幼稚園 若干名 170,000円 幼稚園教諭免許保持者 

税徴収員 保健医療課 １人 177,200円  

●応募資格応募資格応募資格応募資格 ６５歳までの方で、備考の資格をお持ちの方（取得見込みを含む） 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 午前８時３０分～午後５時（職種により異なる場合があります） 

※社会保険、雇用保険に加入あり。 

●受付受付受付受付期間期間期間期間 １月１６日（月）～３０日（月）※土・日は除く。 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 ①嘱託職員申込書（企画調整課および各支所地域総務課に備え付け） 

②資格を証明する書類の写し（有資格の職種を希望する方のみ） 

①、②を企画調整課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●採用採用採用採用 面接試験で合格者を決定し、４月１日から１年間任用します。 

面接日は２月１１日（土・祝）を予定しています。 

 

◇問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0008 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度））））をををを募集募集募集募集ししししますますますます    

 

職種 勤務場所 募集人数 賃金 備考 

保育士 市内保育所 若干名 日額7,000円 保育士資格保持者 

用務員 市内保育所 若干名 日額6,080円  

幼稚園教諭 市内幼稚園 若干名 日額7,000円 幼稚園教諭免許保持者 

保健師 保健医療課 １人 月額190,000円 保健師免許保持者 

※一般事務職は随時登録申し込みを受け付けします。必要が生じた時に連絡します。 

※上記以外の職種で勤務を希望の方は、お問い合わせください。 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 午前８時３０分～午後５時（職種により異なる場合があります） 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 １月１６日（月）～３０日（月）※土・日は除く。 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 ①臨時職員登録申込書 

（企画調整課または各支所地域総務課に備え付け） 

②資格を証明する書類の写し（有資格の職種を希望する方のみ） 

①、②を企画調整課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●採用採用採用採用 上記の表中の職種については、２月１１日（土・祝）に面接を実施して任用者

を決定し、４月１日から半年間任用します。 

※一般事務職の登録申し込みをされた場合は、必要が生じた時に面接などを実施します。

なお、登録は１年間有効です。 

 

◇問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0008 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済経済経済経済センサスセンサスセンサスセンサス－－－－活動調査活動調査活動調査活動調査のののの実施実施実施実施にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

 

 平成２４年２月１日（水）を基準日として、平成２４年経済センサス－活動調査

が全国一斉に行われます。この調査は、商店や工場、営業所、事務所、学校、病院

などすべての事業所および企業が対象となる大規模な統計調査であり、調査結果は、

地域開発や都市計画など生活をよりよくするために必要な基礎資料となります。 

それぞれの事業所へ、１月下旬から２月上旬にかけて「調査員証」を携行した調

査員がお伺いしますので、調査票の記入にご協力をお願いします。なお、調査内容

は、統計法に規定された目的以外には使用されませんので、正確な記入をお願いし

ます。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002  

農林農林農林農林センターセンターセンターセンター「「「「試験成績報告会試験成績報告会試験成績報告会試験成績報告会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

農林センターでは、京都府の特色ある農産物生産を支援するための研究や現場で

の実証活動、消費者および実需者の意向調査などの研究成果を紹介し、生産振興や

府民生活に役立ててもらうため成績報告会を開催します。 

●日時日時日時日時 １月２５日（水）午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 京都府農林水産技術センター農林センター講堂 

●内容内容内容内容  

＜口頭発表＞ ①酒造用「掛米」新品種の育成、②万願寺トウガラシ平面仕立てに

よる省力・軽作業化、③施設軟弱野菜の有機肥料施用技術、④エビイモ新品種「京

都えびいも２号」生産拡大に向けた取り組みと現地実証 

＜ポスター発表＞※貼り出したポスターの前で研究員が説明します。 

 ①エダマメ新商品「京夏ずきん」の８月上旬出荷の実現、②桂ウリの特性を生か

した加工品開発 ※「桂うり」加工品の試飲会も同時に開催します（先着１００

人）③ＬＥＤ光源トラップや色板粘着トラップを利用した害虫防除、④飼料米を

使って生産された「さくらこめたまご」の消費者評価 ほか 

＜場内見学＞ 地形や野生獣に合わせた２０種類の鳥獣害に対する防除柵を紹介し

ます。 

 

◇問合せ先 京都府農林水産技術センター農林センター TEL（0771）22-0424 

かやぶきのかやぶきのかやぶきのかやぶきの里雪灯廊里雪灯廊里雪灯廊里雪灯廊をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日程日程日程日程 １月２８日（土）～２月４日（土） ●場所場所場所場所 かやぶきの里（美山町北） 

●内容内容内容内容・・・・時間時間時間時間 ①雪灯ろう作り受付開始：午後３時～（１月２８日、２月４日） 

       ②かやぶき屋根・花灯路ライトアップ：午後５時～８時 

※上記内容の他、１月２８日（土）、２月４日（土）には午後２時から屋台が並び、

午後６時３０分から花火を打ち上げます。 

※天候などにより開始時間や内容を変更する場合があります。 

●交通交通交通交通 当日の会場周辺は混雑が予想されます。できるだけ乗り合わせてお越しい

ただくか、園部駅西口発（ＪＲ園部駅⇔かやぶきの里）の「園部・美山周遊バス」

（要予約・１人片道 1,000円）を利用ください。バスに関しては、京阪京都交通

予約センターに直接予約、またはお問い合わせください。 

※１月２８日（土）、２月４日（土）は、イベント協力金として自動車１台当たり500

円（バスのみイベント期間中１台2,000円）をお支払いください。 

 

◇問合せ先 美山町知井振興会 TEL（0771）77-0001  

【バスの予約・問合せ先】 京阪京都交通予約センター TEL（0771）29-6113 

第第第第２２２２回回回回「「「「そのべそのべそのべそのべ軽軽軽軽トラトラトラトラ市市市市」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市のまちなかに明るく元気なにぎわいの創出を目指して「そのべ軽トラ市」

を開催します。軽トラックの荷台や店頭で地元野菜や丹波産品の販売、飲食なども

ある市座です。楽しい抽選会のイベントもご用意しています。 

●日時日時日時日時 １月２２日（日）午前９時～午後０時３０分 ※毎月第４日曜日に開催。 

●場所場所場所場所 南丹市園部町本町、美園町（京都銀行園部支店西隣） ●出店数出店数出店数出店数 約４０台 

●駐車場駐車場駐車場駐車場 南丹市役所駐車場 ●主催主催主催主催 南丹市中心市街地活性化推進委員会 

 

◇問合せ先 市座プロジェクトチーム TEL（0771）63-2451 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「赤味噌仕込赤味噌仕込赤味噌仕込赤味噌仕込みみみみ講習会講習会講習会講習会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

  

安心安全な熟成味噌をご自身で作ってみませんか。 

●●●●日時日時日時日時    ２月４日（土）午後１時３０分～４時 
●●●●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」調理体験室  
●●●●体験料体験料体験料体験料 500円（味噌を仕込む量に応じて別途料金が必要です） 
●●●●内容内容内容内容 煮豆、糀、塩を混ぜて味噌を仕込みます。 
●●●●定員定員定員定員    １５人（先着順）※作った仕込み味噌を５ｋｇ以上家庭で熟成される方に

限ります。（１ｋｇ450円）    

●●●●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾、味噌を仕込む容器 
●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。 

 
◇申込・問合せ先 グループかりん（代表） TEL（0771）42-3033 

八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128（月曜・休業） 

★★★★今年今年今年今年もなんたんもなんたんもなんたんもなんたんテレビテレビテレビテレビをよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす★    

南丹市南丹市南丹市南丹市くらしのあんないくらしのあんないくらしのあんないくらしのあんない版版版版                                                        初回１月１９日【木】 ６時    

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森                                                                                    初回１月２６日【木】 ６時 

ふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろば                                                                    初回１月２６日【木】６時１５分    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュースもぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ                初回 1月２１日【土】 ７時 １月２８日【土】７時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～自自自自らのらのらのらの地域地域地域地域はははは自自自自らでらでらでらで守守守守るるるる～～～～知知知知ろうろうろうろう！！！！備備備備えようえようえようえよう！！！！地域防災地域防災地域防災地域防災                                                                                                    

初回１月１７日【火】 ８時    

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                                                        初回１月２２日【日】 ８時    

京都聖京都聖京都聖京都聖カタリナカタリナカタリナカタリナ高校吹奏楽部高校吹奏楽部高校吹奏楽部高校吹奏楽部    第第第第1111回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会                        初回１月２４日【火】 ８時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

八木中学校 文化祭①                  初回１月３１日【火】 ８時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ学舎学舎学舎学舎    英語英語英語英語【【【【３３３３】】】】                                                                        初回１月１８日【水】２１時 

              英語英語英語英語【【【【４４４４】】】】                                                                    初回１月２５日【水】２１時    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックストピックストピックストピックス（ＪＡ京都 提供）（毎日）6：30／11：30／18：30／21：30（変更あり） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、「京都新聞丹波版」または南丹市情報センターホー

ムページをご覧ください。http://www.cans.ne.jp/なんたんネットワーク    

ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp 月曜月曜月曜月曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休館休館休館休館    

南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報センターセンターセンターセンター    なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表（（（（１１１１月月月月1111６６６６日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４４号（３の２）平成２４年１月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献血献血献血献血・・・・骨髄骨髄骨髄骨髄ドナードナードナードナー登録登録登録登録にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

 
赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。人の

生命を救える大切な献血です。ご協力をお願いします。 
日程 受付時間 場所 

１月２７日（金） 午前１０時～１１時３０分 
午後０時３０分～３時３０分 京都府園部総合庁舎 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

中途失聴中途失聴中途失聴中途失聴・・・・難聴者若者難聴者若者難聴者若者難聴者若者のののの集集集集いのおいのおいのおいのお知知知知らせらせらせらせ    

 

中途失聴、難聴に悩んでいる方、障がいを乗り越えて頑張っている方、みんな集

まって職業や結婚、これからの生活などについて語り、学び合いませんか。聞こえ

にくい、聞こえないという共通の困難に向き合っている若者をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ２月１１日（土・祝）午前１０時～ ●場所場所場所場所 呉竹文化ホール 

●内容内容内容内容 ワークショップ、会食交流、寺田屋・酒造見学（会食交流、見学は希望者のみ） 

※参加費は無料ですが、会食交流（昼食）を希望の方は500円必要です。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月３１日（火）までにＦＡＸでお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府難聴者協会事務局 FAX（075）951-4982 

不妊治療助成申請不妊治療助成申請不妊治療助成申請不妊治療助成申請についてについてについてについて    

 

子どもに恵まれないため不妊治療を受けている夫婦に対し、経済的負担を軽減す

るために不妊治療費の一部を助成しています。平成２３年４月受診分から、保険診

療分だけでなく人工授精も助成対象となり、助成限度額が上がりました。  
●対象対象対象対象者者者者    ①南丹市在住で、京都府内に１年以上居住している夫婦 
※婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係にある方は、人工授精治療を除く。 

 ②各種医療保険に加入していること 
●給付給付給付給付対象対象対象対象 不妊治療のうち、保険適用のある治療および人工授精 
※府外の医療機関での治療も対象です。診断のための検査は助成対象外です。 
●助成金額助成金額助成金額助成金額 ①助成割合：本人負担額の２分の１ 

ただし、医療保険法の規定による保険者、共済組合の規約､定款、運営規則など

で不妊治療に要する費用の給付がされる場合には、その額を除きます。 
②助成限度額：保険適用のある治療のみの場合、１年度につき６万円 
※夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき６万円までとします。

それ以外の場合は、１年度につき１０万円を限度とします。 
※助成期間、助成回数に制限はありません。 
③前年度助成額が限度額に達していない場合は、上記限度額に、その差額を加え

た額を限度額とします。 
●申請方法申請方法申請方法申請方法 不妊治療助成金交付申請書および医療機関証明書を保健医療課または

各支所健康福祉課に提出してください（郵送可）。不妊治療助成金交付申請書と

医療機関証明書は、保健医療課および各支所健康福祉課に備え付けています。医

療機関証明書は府内医療機関にも備え付けています。申請は診療日から起算して

１年以内に行ってください。 
●そのそのそのその他他他他 平成２２年度治療分の申請がまだの方は早めに申請してください。平成

２２年度治療分の助成は、人工授精は対象外です。また、助成割合は本人負担額

の２分の1ですが、１年度につき５万円を限度とします。 
 
◇申請・問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請についてについてについてについて    

 
        体外受精および顕微授精を受けられた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その

治療に掛かった費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を実施しています。 

●助成額助成額助成額助成額 １回の治療につき１５万円まで助成。１年度当たり２回（初年度のみ３

回）を限度とします。 

●対象期間対象期間対象期間対象期間 通算５年間 

●所得制限所得制限所得制限所得制限 前年の所得が７３０万円（夫婦合算）未満 

●対象対象対象対象・・・・注意注意注意注意 平成２３年度は、治療終了日が平成２３年４月１日から３月３１日の方

が対象です。申請は３月３０日（金）までに行ってください（治療の終了後はなるべ

く早く申請してください）。ただし、事情により３月末までに申請が間に合わない場

合は、治療終了日から起算して１年以内に申請してください。 

 

◇申請・問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-4753 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

第第第第２２２２次南丹市行政改革大綱次南丹市行政改革大綱次南丹市行政改革大綱次南丹市行政改革大綱（（（（案案案案））））にににに関関関関するするするする意見募集意見募集意見募集意見募集    

 
「持続可能な行財政運営の推進」、「市民満足度向上のための行政運営の推進」の

２つを大きな目標として行政改革を推進するため、平成２４年度から平成２８年度

までの第２次南丹市行政改革大綱（案）を作成しました。このたび大綱（案）を公

開し、市民の皆さんの意見、提言を募集します。 
●●●●募集期限募集期限募集期限募集期限 １月２７日（金）必着 
●公開場所公開場所公開場所公開場所・・・・提出様式提出様式提出様式提出様式 企画調整課および各支所地域総務課に備え付けています。

また、市ホームページでも閲覧、入手できます。 
●対象対象対象対象 ・市内在住の方 ・市内に所在する学校に在学する方 

・市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体 
    ・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方 
    ・市税の納税義務を有する方 
●注意注意注意注意 提出意見は日本語に限り、用紙は指定様式に限ります。住所、氏名、連絡先（法

人その他の団体などは、その名称、所在地、連絡先）は必ず記入してください。記入

がない場合はお受けできません。また、電話によるご意見はお受けできません。 

●意意意意見見見見公表公表公表公表 意見の概要とそれに対する本市の考え方はホームページなどで一定期

間公表します。（意見の概要を公表する場合、氏名、住所などは公表しません。ま

た、個別の回答はできません） 
●提出方法提出方法提出方法提出方法 指定用紙に必要事項を記入の上、持参（企画調整課または各支所地域総務

課）、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出してください。 
 
◇提出・問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 企画調整課 宛 

         Ｅメール kikaku@city.nantan.kyoto.jp 

南丹市障害者計画南丹市障害者計画南丹市障害者計画南丹市障害者計画・・・・第第第第３３３３期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画（（（（素案素案素案素案））））にににに関関関関するするするする意見募集意見募集意見募集意見募集    

 

「障がいのある人もない人も、地域において共に安心して暮らせるユニバーサル

デザインの社会」を実現するため、国の法改正や南丹市における施策の課題などを

踏まえ、自立と社会参加の支援の取り組みを発展させるものとして、南丹市障害者

計画および第３期障害福祉計画（素案）を作成しました。このたび素案を公開し、

市民の皆さんの意見、提言を募集します。 

●●●●募集期限募集期限募集期限募集期限 ２月１０日（金）必着    

●●●●公開場所公開場所公開場所公開場所・・・・提出様式提出様式提出様式提出様式 社会福祉課または各支所健康福祉課に備え付けています。

また、市ホームページでも閲覧、入手できます。 
●●●●対象対象対象対象    ・・・・市内在住の方 ・市内に所在する学校に在学する方 

・・・・市内に事業所または事業所を有する個人および法人その他の団体 

・・・・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方 

・・・・市税の納税義務を有する方 

●●●●注意注意注意注意 提出意見は日本語に限り、用紙は指定様式に限ります。住所、氏名、連絡先（法

人その他の団体などは、その名称、所在地、連絡先）は必ず記入してください。記入

がない場合はお受けできません。また、電話によるご意見はお受けできません。 

●意見公表意見公表意見公表意見公表 意見の概要とそれに対する本市の考え方はホームページなどで一定期

間公表します。（意見の概要を公表する場合、氏名、住所などは公表しません。ま

た、個別の回答はできません） 
●●●●提出方法提出方法提出方法提出方法 指定用紙に必要事項を記入の上、持参（社会福祉課または各支所健康福祉

課）、郵送、ＦＡＸ，Ｅメールで提出してください。 

 

◇提出・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

         〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 社会福祉課 宛 

         Ｅメール s-fukushi@city.nantan.kyoto.jp 

旧大野保育所施設旧大野保育所施設旧大野保育所施設旧大野保育所施設をををを売却売却売却売却しますしますしますします    

 
障がい者用のグループホームが不足している状況を踏まえ、公共施設の未使用施

設である美山地区の旧大野保育所を買い取り、障がい者用のグループホームとして

整備、運営していただける方を募集します。 

●募集募集募集募集期間期間期間期間 ２月２０日（月）～２９日（水） 
●売却物件売却物件売却物件売却物件 旧大野保育所施設（敷地、建物および敷地内付帯設備・備品含む） 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 募集要項を１月１６日（月）から社会福祉課に備え付けます。また、

ホームページにも掲載します。要項に従ってお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員戦没者遺族相談員にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 戦没者遺族相談員は、戦没者遺族の援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行う

とともに、関係機関の業務の円滑な遂行に資する業務を行います。戦没者遺族の福

祉の増進を図るため各市町村に設置しており、このたび南丹市の相談員として次の

とおり厚生労働大臣から委託されることになりました。 

●相談員相談員相談員相談員 杉尾 輝和氏（日吉町胡麻野化２５番地） 

●連絡先連絡先連絡先連絡先  TEL（0771）74-0152（自宅）、090-3495-2223（携帯電話） 

●業務内容業務内容業務内容業務内容 ①戦没者遺族に係る各種年金、給付金などの受給に関する相談に応じ、

必要な指導を行います。 

②戦没者遺族の生活上の問題に関する相談に応じ、必要な指導を行います。 

③戦没者遺族が利用することのできる社会福祉施設などに関する相談に応じ、必

要な指導を行います。 

●業務委託期間業務委託期間業務委託期間業務委託期間 平成２５年９月３０日まで 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

丹波自然運動公園臨時休園丹波自然運動公園臨時休園丹波自然運動公園臨時休園丹波自然運動公園臨時休園のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

 

丹波自然運動公園内の施設総合点検のため下記の期間臨時休園します。ご迷惑を

お掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 
●休園日休園日休園日休園日 ２月６日（月）、７日（火） 
 
◇問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

＜「社会人英会話教室」の受講生を募集しています＞ 

●日時日時日時日時 ・基礎クラス：１月２４日～３月１３日（各火曜日・全８回）午後２時～３時３０分 

・中級クラス：１月１９日～３月８日（各木曜日・全８回）午後４時～５時３０分 

●場所場所場所場所 基礎クラス：八木公民館会議室、中級クラス：園部公民館３階会議室 

●内内内内容容容容 ネイティブ講師による英会話グループレッスン 

●対象対象対象対象 南丹市在住・在勤の１８歳以上の方、および会員の方 

●参加費参加費参加費参加費 全８回7,200円（お試し１回1,000円）※事前にお申し込みください。 

●定員定員定員定員 各クラス１５人（先着順。８人未満の場合は開講しない場合があります） 

●共催共催共催共催 南丹市国際交流協会、南丹市教育委員会 

 

＜「ワールドカフェ２～続・中国編」を開催します＞ 

●日時日時日時日時 ２月３日、１７日、３月２日、１６日（各金曜日・全４回）午後６時～７時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館２階南丹市国際交流協会事務所 

●内容内容内容内容 中国の新聞記者の経験を持つチェン氏に、アジア各地の中国人の違いや暮

らしぶりを伝えていただき、あいさつや自己紹介など簡単な中国語を学びます。 

●対象対象対象対象 南丹市在住・在学の高校生以上の方、および会員 

●参加費参加費参加費参加費 １回500円 ※事前にお申し込みください。 

 

＜なんたにあんＫｉｄｓ’カーニバルを開催します＞※申込不要    

●日時日時日時日時 ２月５日（日）午前１１時～午後２時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館１階イベントホール ●対象対象対象対象 ３歳以上 

●内容内容内容内容 子どもたちのための国際理解イベントとして、世界の学校や遊びをテーマ

に、外国の学校の様子などを紹介し、遊びなどを体験します。 

●参加費参加費参加費参加費    300円 ※当日お手伝いいただけるボランティアも募集しています。    

 

＜「外国人のための日本語教室」受講生募集＞※無料    

●日時日時日時日時 １月１２日～３月１５日（各木曜日）午後５時～６時３０分 

１月１８日～３月１４日（各水曜日）午後７時～８時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館２階南丹市国際交流協会事務所 

●内容内容内容内容 ボランティアとの個別学習 ●対象対象対象対象 南丹市在住・在勤の外国人の方 

※事前にお申し込みください。 

 

※「なんたにあんＫｉｄｓ’カーニバル」以外は申し込みが必要です。電話（火・

水・木曜日の午後１時～５時）、ＦＡＸ、Ｅメールにて、氏名、住所、クラスの別、

連絡先（当日連絡がつくもの）を連絡の上、お申し込みください。（各講座先着順） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市国際交流協会 TEL（0771）63-1840 FAX（0771）63-1841 

                  Ｅメール nantania@cans.zaq.ne.jp 

市民協働事業市民協働事業市民協働事業市民協働事業にににに関関関関するおするおするおするお礼礼礼礼とおとおとおとお願願願願いいいい    

 

市民提案型まちづくり活動支援交付金を活用して平成２３年１２月２３日（金）

から２５日（日）の３日間、園部のシンボルロードで開催した「クリスマスライト イ

ン ミヤマチ」では、市内の皆さんからお寄せいただいた３，５００本を超えるペッ

トボトルを使ったツリーで町を彩り、たくさんの方にお越しいただくことができま

した。ご協力ありがとうございました。 

ほかにも市民提案型による協働事業を展開していますので、ご協力をお願いしま

す。 

 

◇問合せ先 地域振興課 TEL（0771）68-0019 
◇連絡先 宮町華倶楽部 TEL（0771）62-0701 

「「「「全国一斉全国一斉全国一斉全国一斉！！！！法務局休日相談所法務局休日相談所法務局休日相談所法務局休日相談所」」」」をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 ２月１２日（日）午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 ①イオンモール京都五条３階イオンホール特設会場 

     ②イトーヨーカドー六地蔵店１階円形広場特設会場 

●●●●相談対応相談対応相談対応相談対応 法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、公証人 

●●●●相談内容相談内容相談内容相談内容 登記相談、人権相談、戸籍・成年後見・国籍相談、供託相談、       

遺言書・公正証書に関する相談（無料・秘密厳守） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１日（水）～１０日（金）の期間に電話でお申し込みください。

（予約の方が優先ですが、当日の相談もお受けします） 

 

◇申込・問合せ先 京都地方法務局総務課 TEL（075）231-0148 

         京都地方法務局宇治支局 TEL（0771）24-4122 

南丹市南丹市南丹市南丹市ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・サポートサポートサポートサポート・・・・センターセンターセンターセンター講習会講習会講習会講習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    

    

    南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をしたい人（おまかせ会員）

と、子育ての援助を受けたい人（おねがい会員）が相互援助を行う会員組織です。 

＜おまかせ会員講習会＞ 

日程 時間 講座内容 

午前９時～１０時１５分 「おまかせ会員」として活動するために 

午前１０時３０分～正午 子どもの安全と病気の世話について 

午後１時～２時３０分 子どもの社会性・生活習慣と遊び 

２月１５日（水） 

午後２時４５分～４時 子どもの権利（人権）に関すること 

２月１６日（木） 午前９時～正午 緊急時対策と応急処置（救命救急講習） 

●場所場所場所場所 園部公民館（小研修室） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１０日（金）までに、南丹市社会福祉協議会本所にお越しいただ

くか、または電話でお申し込みください。講習は、数回に分けて受講していただ

いても結構です。（次回講習会は５月を予定） 

※申込書は社会福祉協議会本所・各支所に備え付けています。 

※託児を希望の方は、申し込みの際にお伝えください。 

＜おまかせ会員を募集しています＞ 

保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助できる「おまかせ会員」を募

集しています。（必ず講習会を受講してください） 

＜おねがい会員を募集しています＞  

もしものときのために、登録だけしていただいても結構です。 

●利用時間利用時間利用時間利用時間 午前７時～午後８時 ※１２月２９日～１月３日を除く。 

●利用料利用料利用料利用料 平日：１時間当たり700円、土・日・祝日：１時間当たり800円 

※詳細はお問い合せください。随時個別に説明をします。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市ファミリー・サポート・センター 

（南丹市社会福祉協議会本所内） TEL（0771）72-3220 

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。買い物、友達との食事などにご利用ください。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 ２月７日（火）午前１０時～午後４時（利用時間自由） 

●場所場所場所場所    南丹市社会福祉協議会八木支所 ●利用料利用料利用料利用料 お子さん１人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。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月１６日（月）から受け付けを開始します。電話でお申し込みくだ

さい。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。 

     ・送迎は各自行ってください。 

 

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

道道道道のののの駅京都新光悦村駅京都新光悦村駅京都新光悦村駅京都新光悦村「「「「エエエエコクラフトコクラフトコクラフトコクラフト講習会講習会講習会講習会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    
エコクラフトテープを使って、カラーボックスにぴったりのかごを作ります。 

●日時日時日時日時 １月２０日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時（２回開催） 

●場所場所場所場所 道の駅京都新光悦村花工房 

●講習費講習費講習費講習費 600円 ※別途材料費（600円、900円の２種類から選択）が必要です。 

●講師講師講師講師 ママのてづくりショップＷｅｌｃｏｍｅ ●定員定員定員定員 各１０人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月１８日（水）までに、氏名、連絡先、希望時間をご連絡の上、電

話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかでお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 道の駅京都新光悦村 TEL（0771）68-1100 FAX（0771）68-1101

Ｅメール ekikouetsu@cans.zaq.ne.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１４４号（３の３）平成２４年１月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告相談会確定申告相談会確定申告相談会確定申告相談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    

 

園部納税協会では、適正な申告納税の推進と納税道義の高揚などを目的として、

近畿税理士会園部支部から派遣を受けた税理士による所得税確定申告相談会を開催

します。確定申告書の書き方などで分からないことがあれば気軽にお越しください。 

日程 場所 時間 

１月３０日（月） 南丹市八木支所３階西側会議室 

１月３１日（火） 南丹市日吉支所３階第１会議室 

２月１日（水） 南丹市役所３号庁舎２階第２会議室 

２月２３日（木） 美山文化ホール１階会議室 

３月１日（木） ＪＡ京都日吉支店２階第１会議室 

３月２日（金） ＪＡ京都八木支店女性教室 

各会場とも 

午前１０時～正午 

午後１時～４時 

 

◇問合せ先 公益社団法人園部納税協会 TEL（0771）62-0039 

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターパソコンセンターパソコンセンターパソコンセンターパソコン教室教室教室教室のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします 
 

＜デジタル画像加工コース・初級（全６回）＞ 

●日程日程日程日程 １月２９日～３月４日（各日曜日）午後１時３０分～３時３０分  

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 

●内容内容内容内容 デジタル写真画像の編集や加工 ●定員定員定員定員 １４人（先着順） 

●対象対象対象対象 パソコンで文字入力ができる方で市内在住の１８歳以上の方を優先します。 

●受講料受講料受講料受講料  3,000円（全６回分）※テキスト代などは別途必要です。 

●持持持持ちちちち物物物物 写真（２、３枚）の画像を取り込んだＵＳＢメモリー、筆記用具 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月１９日（木）～２５日（水）の期間に、電話またはＦＡＸで、氏

名、住所、電話番号をご連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 都合により、一部日程を変更する場合があります。また申し込み人数が

少ない場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 

             TEL（0771）72-3300 FAX（0771）72-3311 

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、補装具相談や医療相談などを実施します。 

●日時日時日時日時 ２月２日（木）午前１０時～１１時３０分 ●場所場所場所場所 瑞穂保健福祉センター 

●巡回医師巡回医師巡回医師巡回医師 耳鼻科 ●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） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １月３０日（月）までに電話でお申し込みください。 

 

◇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 

市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの入居者入居者入居者入居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    

 

●募集募集募集募集するするするする公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅 

団地名 間取り 募集戸数 団地名 間取り 募集戸数 

１ルーム １戸 日吉広小段団地 ４ＤＫ １戸 園部向河原団地 

３ＤＫ ３戸 美山和泉団地 ３ＤＫ １戸 

園部小桜団地 ３ＬＤＫ １戸 美山鶴ヶ岡団地 ３ＤＫ １戸 

府営屋賀上団地 ４ＤＫ ３戸 美山大野団地 ３ＬＤＫ １戸 

日吉貝尻団地 ３ＤＫ １戸  

※住宅ごとに入居人数範囲があるので、詳細はお問い合わせください。 

●申込資格申込資格申込資格申込資格 下記にお問い合わせください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法    住宅入居申込書に必要書類（入居予定者の住民票謄本、所得を証明す

る書類、誓約書、市税等納付証明書など）を添えて提出してください。募集案内

書および申込書様式は、住宅課および各支所産業建設課に備え付けの他、ホーム

ページからダウンロードできます。 

●申込受付申込受付申込受付申込受付 ①受付場所：住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

②受付期間：１月１６日（月）～２７日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日は除く） 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 入居資格を有する方の中から、南丹市営住宅の設置及び管理に関する

条例に基づき選考します。 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 ３月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

ＵＲＬ http://www.city.nantan.kyoto.jp/jyutakuka/ 

手手手手づくりづくりづくりづくり積積積積みみみみ木木木木イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    
    小学校就学前から小学校低学年の子どものいるご家庭や、地域の方を対象に、手

づくり積み木イベント「積み木をつくって 積み木で遊ぶ」を開催します。 

●日程日程日程日程 ①１月２２日（日）：南丹市国際交流会館・コスモホール 

    ②１月２９日（日）：日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」ホール 

③２月５日（日）：八木公民館・３階大集会室 

    ④２月１２日（日）：美山保健福祉センター・機能訓練室 

●時間時間時間時間 いずれも午前１０時～午後０時３０分（受付：午前９時３０分～） 

●内容内容内容内容 事前に 7,000個程の板状の積み木を用意します。これに皆さんで作った積

み木を合わせて遊びます。木の感触、温もり、香りを感じながら遊びましょう。 

●製作指導製作指導製作指導製作指導    ＮＰＯ法人京都匠塾 ●遊遊遊遊びびびび指導指導指導指導 ＮＰＯグローアップ 

●定員定員定員定員 各会場とも２０組程度 ●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。 
 
◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

「「「「無料労働相談無料労働相談無料労働相談無料労働相談」「」「」「」「非正規労働非正規労働非正規労働非正規労働ほっとほっとほっとほっとラインラインラインライン」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
解雇・賃金・労働条件などについての相談を、労使双方からお受けしています。

電話または来所いただきご相談ください。（申込不要・無料） 

●日時日時日時日時 毎週月～土曜日午前９時～午後１時、午後２時～５時 ※祝日は除く。 

●場所場所場所場所 京都中小企業労働相談所 
 
◇相談専用フリーダイヤル（京都府内限定） TEL 0120-786-604 

◇問合せ先 京都府労政課 TEL（075）414-5088 

所得税所得税所得税所得税のののの決算決算決算決算・・・・確定申告説確定申告説確定申告説確定申告説明会明会明会明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    

 
●日程日程日程日程 １月２６日（木） ●場所場所場所場所 市役所２号庁舎３階３０１会議室 

 時間 対象者 

確定申告説明会 午前１０時～正午 確定申告を要する方 

決算説明会（事業・不動産） 午後１時３０分～３時 事業・不動産所得のある方 

決算説明会（農業） 午後３時１５分～４時３０分 農業所得のある方 

※申込不要・無料。 

※この説明会では、確定申告書の受け付けおよび個別相談は行いません。 
 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

税務課 TEL（0771）68-0004 

糖尿病予防料理教室糖尿病予防料理教室糖尿病予防料理教室糖尿病予防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    

 

糖尿病予防をテーマに料理教室を開催します。 

●日時日時日時日時 ２月４日（土）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 園部公民館調理室 

●内容内容内容内容 調理実習、体操、糖尿病に関する話 

●対象対象対象対象 南丹市在住、在勤の成人 ●参加費参加費参加費参加費 200円 ●定員定員定員定員 ３０人（先着順） 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾（バンダナ、手ぬぐい可）、手拭きタオル、筆記用具 

●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 １月３０日（月）までに下記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 

個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税のののの特別給付金特別給付金特別給付金特別給付金のののの支給支給支給支給をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    

 遺族の方が年金として受給される生命保険金のうち、相続税の課税対象となった

部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決を受けて、

国が法律上の時効である５年を超えた平成１２年から平成１６年分の所得税の「特

別還付金」の支給を実施することになりました。南丹市でも、個人住民税の「特別

給付金」の支給を実施します。 

●対象対象対象対象額額額額 平成１３年度から平成１７年度の納税済みの個人住民税のうち、所得税

で二重課税として「特別還付」対象となった部分の住民税相当額 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 個人住民税特別給付金支給申請書に特別給付金の額の計算に関する明

細書などを添えて申請してください。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

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


