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お知らせ
固定資産税(宅地)の評価
方式の統一について
固定資産税の土地と家屋の
評価は、3年に一度評価替え
が行われます。南丹市では平
成30年度の評価替えに合わ
せて、市内の市街化調整区域
および白地区域にある宅地
(宅地に比準する雑種地を含
む)の評価方式を、道路格差
率方式に統一します。
道路格差率方式とは、状況
が類似する地区ごとに設定し
た標準的な宅地に沿接する道
路を基準として、各地区内の
道路の条件により格差率を設
定し、その格差率および間口
の長さ、奥行、不整形の程度
などを考慮して各土地の評価
を行います。今回の評価替え
では、地価の変動や道路格差
率の設定により宅地の評価額
は変わることになります。
新たな評価額は、平成30
年3月末に決定し、平成30年
【総合問合せ窓口】

度の固定資産税の計算に用います。詳しい明細は平成30年5月に
お送りします。(平成30年4月以降、税務課などの窓口で自己の
所有分について評価額の閲覧ができます)
税務課
(0771)68-0004

平成３０年度から税金の納め方が変わります
納税義務者へのサービス向上や事務の効率化を目的に、市税の
納期・納税通知の方法を、現在の「集合徴収方式(市府民税、固
定資産税・都市計画税をまとめて徴収)」から全国標準の「税目
別徴収方式」に改めます。
「税目別徴収方式」では、市府民税と固定資産税・都市計画税
を別々に徴収し、それぞれに納期を設定します。これにより要望
の多かった市府民税(普通徴収)と固定資産税・都市計画税のコン
ビニエンスストアでの納付が可能になります。納付回数は、これ
までの10回から4回に変更となります。
●納期など
平成29年度(今年度)まで(集合徴収方式)
税目
市府民税
固定資産税
都市計画税

納付回数

納付月

10回

6月〜3月

平成30年度(来年度)から(税目別徴収方式)
税目
納付回数
納付月
市府民税
4回
6月、8月、10月、12月
(普通徴収)
固定資産税
4回
5月、7月、9月、11月
都市計画税
※年間の納税額が変わるものではありません。
※市府民税を年金や給与から天引き(特別徴収)いただいている方
は、納期や回数の変更はありません。
※詳細は、広報なんたん8・9月号(Vol.84)をご覧ください。
税務課
(0771)68-0004

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653
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健幸都市応援事業所を募
集します

南丹市販路開拓支援事業の第２次受付について
南丹市内事業者の新規顧客獲得や販路拡大に向けた活動を支援
する「南丹市販路開拓支援事業」の本年度２回目の補助金交付申
請を受け付けます。
●受付期間 11月13日(月)から随時
●応募資格 南丹市内に本社、主たる事業所または店舗を有し、
市税を滞納していない者であって、次の①〜⑤のいずれかに該
当する事業者
①南丹市工場等誘致条例または南丹市京都新光悦村企業立地促進
条例の規定により指定を受けた事業者
②中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
③農事組合法人または集落営農組織
④個人事業者
⑤その他、市長が適当と認めた事業者
●助成内容
・補助率：10/10以内で上限額20万円。ただし、予算の範囲内
での交付とし、申請額満額とならないことがあります。
・助成対象経費：出展料(小間料、会場使用料)、装飾料、広告宣
伝費、委託費、梱包運搬費、旅費(ガソリン代は除く)、人件費
(展示会限りの雇用が対象で、親族などの雇用または社員の人
件費は対象外)、謝礼(展示会に係る出展補助などの専門家費
用)、通訳・翻訳料、宿泊費(5千円上限／日、2人まで)
●その他
・今回の募集は、交付申請書提出順に受け付けを行います。本事
業について問い合わせ中や、交付申請書提出済みであっても書
類に不備がある場合は、交付申請書の受け付けが完了した事業
者を優先し、予算額(5社分程度)に達し次第、受け付けを終了
します。
・1事業者当たり年間2回まで申請可能です。
・同一事業者に対する補助金の交付は3カ年、合計100万円を限
度とします。
・商品の販売が主たる目的となる事業は対象外です。また、他の
制度による補助金や助成金などの交付を受ける事業も対象外で
す。
・出展する展示会などにおいて、南丹市の定住促進や企業誘致、
観光客誘致に向けた資料などの掲示や配架、配布などを行うこ
とが条件です。
●申請方法 持参または郵送(持参の場合、受け付けは市役所開
庁日の午前9時〜午後5時)
※詳細は市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせくだ
さい。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp
http://www.city.nantan.kyoto.jp
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南丹市では、市民の健康づ
くりの推進を目的に、自主的
な健康づくりの活動を行った
方に対して健康ポイントを交
付し、ポイントをためて応募
すると、抽選で記念品(健康
グッズなど)が当たる健康ポ
イント事業を実施していま
す。
また、健やかで幸せに暮ら
せる地域社会の実現のため、
全国の自治体と住民の健康づ
くりで協力し合う「日本健幸
都市連合」にも参加していま
す。
そこで、健康ポイント事業
に賛同し、抽選の記念品を提
供いただける事業所や企業、
店舗を「健幸都市応援事業
所」として募集します。南丹
市に暮らす人や勤めている人
の健康づくりに、ぜひご協力
ください。
●募集内容 健康ポイント事
業の記念品の提供
●募集条件 市内に本店また
は支店を置く事業所(店舗)
●応募方法 平成30年1月
15日(月)までに、保健医
療課に備え付けの応募用紙
に必要事項を記入の上、郵
送またはFAXで提出してく
ださい。
※応募用紙は市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
●その他 詳細はお問い合わ
せいただくか、市ホーム
ページをご覧ください。
保健医療課
(0771)68-0016

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

くらしの資金貸付(年末
分)を受け付けます

自衛官候補生の募集につ
いて

くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害などで、生活のためにどう
しても緊急一時的な資金を必
要としている家庭に活用して
いただくための貸し付けで
す。平成29年度末貸付の申
し込みを次のとおり受け付け
ます。
●受付期間 11月16日(木)
〜30日(木)
●貸付限度額 10万円以内
●返済方法 毎月割賦償還
(最長20回)
南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220
各事務所
園部(0771)62-4125
八木(0771)42-5480
日吉(0771)72-0947
美山(0771)75-0020

●募集種目 自衛官候補生
(男子)
●受付期限 試験日の5日前
まで
●試験日 12月2日(土)、3
日(日)
●応募資格 18歳以上27歳
未満の男子
●入隊後取得機会のある資格
例 大型特殊運転免許、小
型船舶操縦士、航空管制
官、救急救命士、危険物取
扱者(乙種第4類)など
●出張説明会 希望の場所に
広報担当者が伺い、募集内
容を説明します。出張説明
会のお申し込みはお問い合
わせください。
●その他 ホームページは
「自衛隊 京都」で検索し
てください。
防衛省自衛隊亀岡募集案内
所
(0771)24-4170

林業退職金共済制度の退
職金請求について
以前、林業に従事されたこ
とがあり、当時、林業退職金
共済制度に加入していた、も
しくは加入していたかもしれ
ない方で、退職金請求手続き
をした心当たりのない方は、
退職金をまだ受け取っていな
い可能性があります。
林業の仕事をしていた当時
の加入の有無についても確認
できますので、お気軽に最寄
りの支部または本部にお問い
合わせください。
※詳しくはホームページでも
案内しています。
独立行政法人勤労者退職金
共済機構 林業退職金共済
事業本部
(03)6731-2887
http://www.rintaikyo.
taisyokukin.go.jp/

=メールアドレス

指名手配被疑者の検挙に
ご協力をお願いします
全国では約660人の指名手
配被疑者が逃亡中です。特徴
が似ている、近所付き合いを
避ける、深夜に頻繁な出入り
があるなどの情報があれば、
警察に通報してください。
京都府南丹警察署
(0771)62-0110

人材募集

●募集人数 6人以内
※公募委員の他に、学識経験
者などの方がおられます。
●任期 委嘱の日から2年間
●開催回数 年1〜3回程度
(平日の日中。開催されな
い年もあります。)
●報酬 1回6,000円
●応募資格 次の①〜③のす
べてに該当する方
①南丹市内に居住の方
②平成29年4月1日時点で満
20歳以上の方
③南丹市の都市計画やまちづ
くりに興味のある方
●応募方法 市ホームペー
ジで公開の応募用紙また
はA4用紙に次の①〜⑦の
事項を記載の上、郵送、
FAX、Eメールのいずれか
でご提出ください。
①住所、②氏名(ふりが
な)、③生年月日、④性
別、⑤職業(現在無職の方
は前職)、⑥電話番号、⑦
小論文(テーマ：「人口減
少時代における都市計画は
どうあるべきか」800字以
内)
※応募書類は返却できませ
ん。
●募集期間 11月13日(月)
〜27日(月)午後5時必着
●選考方法 書類選考により
行います。
※選考結果は本人に文書で通
知します。
都市計画課
(0771)68-0052
(0771)63-0654
tokei@city.nantan.lg.jp

南丹市都市計画審議会委
員を公募します
都市に必要な道路・公園な
どの施設や、用途地域など各
種の都市計画を審議する南丹
市都市計画審議会の委員を公
募します。

=ホームページアドレス

=郵便番号

第284号
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相談会

子育て支援(催し)

職業適性診断と個別相談
会を開催します

京都丹波子育て応援フェ
スタ２０１７を開催します

●日時 11月14日(火)、12
月12日(火) いずれも午後
1時〜、2時〜、3時〜(１
人当たり30分〜50分)
※毎月第2火曜日に実施
●場所 ハローワーク園部
●対象 学校卒業後や中退
後、仕事を辞めた後、現在
働いていないなどの15歳
〜39歳までの方
※学生の方のご利用はご相談
ください。
●費用 無料
●内容 パソコンを使った簡
単な方法で適職診断を行い
ます。その場で出る結果をも
とに、相談員とともに自分に
合った仕事を考えます。
●申込方法 電話でお申し込
みください。
※当日参加は、お受けできな
いことがあります。
なんたん地域若者サポート
ステーション(火・木・土
曜日 正午〜午後5時)
(0771)23-8002
http://ys-kyoto.org/sup
port/nantan/

●日時 11月26日(日) 午前
11時30分〜午後3時30分
参加費無料、申込不要
●場所 南丹市国際交流会館
イベントホール他
●対象 亀岡市、南丹市、京
丹波町に在住の子育て中の
家庭など
●内容
＜第１部 ステージ発表＞
こども広場、妊娠から出
産・子育て相談コーナー、物
品販売・飲食コーナー、啓発
コーナー
＜第２部 子育て応援講演会
(午後２時開演)＞
演題：「子は育ち、親も育
つ。楽しまなくっちゃもっ
たいない」
講師：高野優 氏(育児漫
画家)
●保育ルーム 講演会中、託
児スペースを設けます。
●その他 オレンジリボン
キャンペーンとして、国際
交流会館をオレンジ色にラ
イトアップ(25日、26日)
●主催 京都丹波子育て応援
フェスタ実行委員会
南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
子育て支援課
(0771)68-0017

行政相談委員による定例
相談所を開設します
行政に対する皆さんのご意
見をお聴きし、行政運営に反
映させるため、行政相談を行
います。【無料】
●日時 11月28日(火) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 日吉支所3階第1会
議室
総務省京都行政評価事務所
行政相談課
(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002
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「ファミサポ」
レベルアップ
講習と交流会のご案内
ファミリー・サポート・セ
ンターのまかせて会員レベル
アップ講習会と、現登録会員
の交流と新規会員勧誘のため
の「交流会」を開催します。
【無料】
＜まかせて会員レベルアップ
講習会＞

●日時 12月13日(水)
午前10時〜11時
●場所 園部公民館2階和室
●内容 小児向け救命講習
●講師 京都中部広域消防組
合園部消防署
●対象 ファミリー・サポー
ト・センターまかせて会
員、おねがい会員、会員登
録をご検討いただける方
＜会員交流会＞
●日時 12月13日(水) 午前
11時15分〜午後1時
●場所 園部公民館2階調理
実習室
●内容 料理講習(雪印メグ
ミルクお料理レシピ)
●講師 雪印メグミルク株式
会社関西コミュニケーショ
ンセンター食育担当
●定員 20人程度(申込多数
の場合はお断りする場合が
あります。)
●対象 ファミリー・サポー
ト・センターまかせて会
員、おねがい会員のほか、
会員登録をご検討いただけ
る方
＜共通事項＞
●申込方法 11月24日(金)
までに、電話でお申し込み
ください。
●託児 当日、無料託児を行
います。ご希望の方は、申
し込み時に必ずお申し出く
ださい。詳細は別途連絡し
ます。
南丹市ファミリー・サポー
ト・センター(南丹市子育
てすこやかセンター内)
(0771)68-0082
子育て支援課
(0771)68-0017

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育てすこやかセンター
１２月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 申込期日また
は、申込期日の記載がない
講座は、事前に来所または
電話でお申し 込 み く だ さ
い。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 12月14日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おたのしみ会」
●申込期日 12月6日(水)
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 12月15日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おたのしみ会」
●申込期日 12月6日(水)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
＜お話会＞
●日時 12月20日(水)
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 12月21日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜子育て講座＞
●日時 12月25日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 小谷里美先生による
「リトミックと出会って〜
親子で笑顔いっぱいの体験
をしよう〜」
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

=メールアドレス

新刊図書のご案内
南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内
南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆元号(山本博文編著)◆西郷隆盛十の「訓え」(西郷隆文)◆美し
いものを見に行くツアーひとり参加(益田ミリ)◆クルマで行く
山城さんぽ100◆武器としての経済学(大前研一)◆組長の妻、は
じめます。(廣末登)◆人を襲うクマ(羽根田治)◆こわいもの知ら
ずの病理学講義(仲野徹)◆100歳まで元気でいるための歩き方＆
杖の使い方(西野英行)◆やってはいけない肌のケア(村松重典)◆
脳の再起動(リブート)スイッチ(久賀谷亮)◆暖かいのにおしゃれ
になれる(山本あきこ)◆こどもキッチン、はじまります。(石井
由紀子)◆小麦粉なしでつくるたっぷりクリームの魅惑のおやつ
(森崎繭香)◆森のノート(酒井駒子)◆戌年のゆる文字年賀状(宇
田川一美)◆子どもの英語力は家で伸ばす(関正生)◆淳子のてっ
ぺん(唯川恵)◆ディレクターズ・カット(歌野晶午)◆裏切りのホ
ワイトカード(石田衣良)◆ライオンは仔猫に夢中(東川篤哉)◆銀
河鉄道の父(門井慶喜)◆ホワイトラビット(伊坂幸太郎)◆アナロ
グ(ビートたけし)◆きっと嫌われてしまうのに(松久淳、田中渉)
◆きっと誰かが祈ってる(山田宗樹)◆「マコトよりウソ」の法則
(外山滋比古)◆感傷的な午後の珈琲(小池真理子)◆自由を盗んだ
少年(金革)
＜児童書＞
◆和食のえほん(江原絢子監修)◆アイスクリームが溶けてしまう
前に(小沢健二と日米恐怖学会)◆写真で見る星と伝説(野尻抱影)
◆冬眠のひみつ(近藤宣昭監修)◆子どものためのニッポン手仕事
図鑑(大牧圭吾監修)◆幽霊ランナー(岡田潤)◆にちようびは名探
偵(杉山亮)◆まほうのゆうびんポスト(やまだともこ)◆うっかり
の玉(大久保雨咲)◆オオカミを森へ(キャサリン・ランデル)
＜絵本＞
◆マスターさんとどうぶつえん(アーノルド・ローベル)◆おてん
とうさまがみてますよ(山本省三)◆ルラルさんのだいくしごと
(いとうひろし)◆すすめ！かいてんずし(岡田よしたか)◆ぼくの
おとうさんとおかあさん(みやにしたつや)◆いえないいえない
(くすはら順子)◆名画ここどこ(結城昌子)◆あのときのカレーラ
イス(きむらゆういち)◆パパ、サンドイッチつくってあげる！
(ピップ・ジョーンズ)◆ねむたいひとたち(M.Ｂ.ゴフスタイン)
中央図書館
(0771)68-0080
八木図書室
(0771)68-0027
日吉図書室
(0771)68-0036
美山図書室
(0771)68-0046

=ホームページアドレス

=郵便番号
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催し
社交ダンス初心者講習会
を開催します
生涯学習として、社交ダン
スで健康増進と親睦を深め、
楽しいひと時を過ごしません
か。見学だけでも歓迎です。
【無料】
●日時 11月16日、30日、
12月7日、14日(各木曜
日・全4回) 午後8時～9時
●場所 八木公民館3階大集
会室
●対象 18歳以上の方
●内容 ジルバ、ワルツ、
ディスコ、ブルースなど
●主催 南丹市社交ダンス愛
好会
八木公民館(月・祝日休館)
(0771)42-3132

郷土資料館秋の体験講座
のお知らせ
＜白みそづくり＞
お正月のお雑煮用白みそを
作ります。伝承料理ボランティ
アグループさくらんぼの方々と
一緒に伝統的な郷土の食文化
を学びます。
●日時 11月19日(日)
午前10時～正午
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参加費 500円
●入館料 「関西文化の日」
事業のため無料
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 10人(先着順)
●申込方法 電話またはFAX
でお申し込みください。
＜謡曲・仕舞・狂言の夕べ＞
能と狂言を学んでいる方を
招き、天若湖の歴史にちなん
だ水にゆかりのある曲目を披
露いただきます。
●日時 11月23日(木・祝)
午後1時30分～3時
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●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●演目 天鼓、融 ほか
※型、鼓のワークショップあ
り
●協力 「田○田」(前田拓
人、篠田栞)、河田全休(狂
言)
●入館料 「関西文化の日」
事業のため入館無料
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069
(0771)72-1130

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜共通事項＞
当日受付の事業は申し込み
不要です。
＜太極拳教室＞【当日受付】
●日時 11月24日(金)
午後2時～4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●費用 500円
●定員 30人
＜ソフトバレーボール大会＞
●日時 12月10日(日)
午前9時～
●場所 体育館
●内容 予選リーグ～決勝
トーナメント
●参加費 1チーム2,000円
●定員 32チーム
●対象 18歳以上の男女各2
人で編成
●申込方法 12月3日(日)ま
でに、チーム名、チーム全
員の住所、氏名、年齢、電
話番号を記入の上、はが
き、FAX、Eメールのいず
れかでお申し込みくださ
い。
＜手作り教室(しめ縄づくり)
＞
●日時 12月17日(日)
午前10時～午後4時
●場所 旧宿泊所会議室(予
定)
●内容 しめ縄を作ろう

●参加費 大人1,000円、子
ども500円
●定員 20人(先着順)
●対象 小学3年生以上
●申込方法 11月17日(金)
～12月10日(日)までに、
住所、氏名、年齢、電話番
号を記入の上、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

第２回なんたん音楽フェ
スティバルを開催します
市内の音楽サークルや学校
の児童など、さまざまな団体
が出演する「なんたん音楽
フェスティバル」を開催しま
す。お誘い合わせの上、ぜひ
ご来場ください。【無料】
●日時 11月25日(土)
午後0時30分～ (開場：正
午)※予定
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●出演団体(予定、五十音順)
淇陽学校、小山太鼓 響、
桜が丘中学校・園部小学校
分教室、JA京都美山支店
木村流大正琴、園部小学校
ふれあい太鼓、園部第二
小学校6年生、園部第二小
学校PTA和太鼓サークル
「小山太鼓」、大三元、ど
るちぇの家、日本よし笛の
会 京都美山教室、美山民
謡会、山口理恵、らべんだ
～ず・オカリナ・アンサン
ブル
●主催 南丹市教育委員会
社会教育課
(0771)68-0057

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市文化協会作品展を
開催します
南丹市文化協会登録サーク
ルの日頃の取り組みの成果と
して、作品を展示します。
【無料】
●期間 11月25日(土)～12
月10日(日)※休館日(月曜)
を除く
●時間 午前9時～午後5時
●場所 日吉町生涯学習セン
ターエントランスホール
●出展作品 書道、絵画、写
真、陶芸、手芸など
南丹市文化協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057

簡単クッキングの参加者
を募集します
「簡単クッキ ン グ～高 齢
者、障がい者にやさしい食事
と調理」の参加者を募集しま
す【無料】
●日時 11月26日(日)
午前10時～正午(受付：9
時30分～)
●場所 花ノ木医療福祉セン
ター2階 多目的室
●定員 30人
●対象 食事支援にお困りの
方や嚥下(えんげ)サポート
食について相談のある方
※障がい者や高齢者にも飲み
込みやすく食べやすい嚥下
サポート食(ゼリー食)を紹
介します。
●内容 簡単調理(鮭のマ
ヨネーズ焼き ア ス パ ラ 添
え)、嚥下サポート食(ゼ
リー食照り焼きチキン)、
お粥を使った食事(ツナピ
ラフ)、試食会、濃厚流動
食の紹介
●申込方法 11月24日(金)
までに、センター備え付け
の参加申込書に必要事項を
記入の上、FAXまたは郵送
でお申し込みください。
※郵送の場合は締切日必着
=メールアドレス

※申込書はホームページから
もダウンロードできます。
花ノ木医療福祉センター
(0771)23-0701
(0771)22-8365
http://www.hananokikameoka.or.jp/
621-0018 亀 岡 市 大 井 町
小 金 岐 北 浦37-1

健康ウオーキング参加者
を募集します
みんなで楽しく歩いて、ふ
るさとを再発見しませんか。
●日時 11月26日(日) 午前
9時集合(9時15分出発)
※小雨決行
●集合場所 園部海洋セン
ター前駐車場
●コース 園部海洋センター
→横田→大西→船阪→仁江
→龍穏寺(境内散策)→船阪
親水公園→黒田→横田→園
部海洋センター(午前11時
30分着予定)(約12㎞)
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、手袋、雨具ほか
●参加費 200円(そのべ総
合型地域スポーツクラブ会
員は無料)
●申込方法 当日受け付けも
可能ですが、あらかじめ電
話でお申し込みください。
※体調をチェックした上でご
参加ください。
●申込先 園部海洋センター
(0771)68-0084
●協力 Nantan健歩会
●その他 そのべ総合型地域
スポーツクラブの会員を募
集しています。
そのべ総合型地域スポーツ
クラブ
090-3351-3254

=ホームページアドレス

=郵便番号

Ｘｍａｓ会へのお誘い
市内在住のひとり親家庭を
対象に、親子のふれあいと参
加者相互の交流を深めること
を目的として開催します。
【無料】
●日時 11月26日(日)
午後1時30分～3時頃(開
場：午後1時)
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
※園部・八木支部の方は、送
迎バスを用意しますので、
ご利用の方は申し込み時に
ご連絡ください。
●内容 フォークグループ
「あぜみち」によるライブ
があります。プレゼントも
あります。
●申込方法 11月17日(金)
までに、南丹市母子寡婦福
祉会会員は、各支部長まで
お申し込みください。会員
以外の方は、申込用紙(問
合せ先に備え付け)に必要
事項を記入の上、お申し込
みください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
子育て支援課
(0771)68-0017
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041
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南丹将棋教室参加者を募
集します
共通の趣味を通じて世代を
超えた仲間づくりをしません
か。お気軽にお申し込みくだ
さい。
●日程 12月2日(土)、10
日(日)、16日(土)、24日
(日)
●時間 ※途中退館可
・超初級コース：午前9時～
10時
・初級コース：午前10時～
正午
・経験者コース：午後1時～
5時(午後3時からは自由対
局)
●場所 園部公民館
●対象 小学生以上ならどな
たでも可
●費用 一般：500円、高校
生以下：300円(きょうだ
いの場合は2人で500円)
※いずれも1回当たりの費用
●講師 日本将棋連盟公認棋
道指導員、アマ6段 大山
勝義 氏
●申込方法 申込書(園部公
民館に備え付け)に必要事
項を記入の上、窓口提出、
郵送、Eメール、FAXのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
※申込書は、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
●その他 日程変更などの連
絡は講師から直接入ります
ので、メールアドレスは必
ずご記入ください。申し込
み以降は自分のペースで好
きな日程にご 参 加 く だ さ
い。上達に応じて参加コー
スの変更も可能です。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22
8
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南丹市女性会
「陽だまりコンサート」
のご案内
フォークソングバンド「あぜみち」の歌声を聴きながら心安ら
ぐひとときを過ごしましょう。【要申込】
●日時 12月2日(土) 午後1時30分～
●場所 園部まごころステーション陽だまり(園部町本町4)
●定員 50人(先着)
●参加費 300円(コーヒー、ケーキ付き) ※会員は無料
●申込方法 11月22日(水)までに、氏名、電話番号を、電話、
FAX、Eメールのいずれかでお申し込みください。
南丹市女性会事務局(園部公民館内)(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.lg.jp

八木・日吉・美山地域情報
南丹市ケーブルテレビ設備更新工事の実施について
現在、八木・日吉・美山地域のケーブルテレビ加入者様宅の設
備(V-ONU)交換工事を進めています。工事日の調整は、工事施
工業者が直接、加入者様などに電話などで連絡させていただいて
おります。工事日調整の電話では、「南丹市のケーブルテレビ」
であることを明確にお伝えしますので、民間事業者の営業電話と
混同されませんようご注意ください。
なお、工事に当たる作業員は、南丹市が発行した「作業員証」
を携帯し、「南丹市ケーブルテレビ作業員」の腕章を身につけて
います。また、今回のV-ONU交換工事に際して、機器代金や工
事費用をいただくことはありません。作業員をかたる訪問などに
はご注意ください。
●工事実施時期 平成30年3月まで
●工事施工業者 ㈱かんでんエンジニアリング
(075)205-5211
●作業員証(南丹市長の公印の押印あり)

●腕章(黄色地に青文字)
南丹市ケーブルテレビ作業員
情報政策課

(0771)68-0066
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市公衆無線LANサービス「Nantan Free Wi-Fi」をご利用ください
南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保できる取
り組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN(Wi-Fi)環境を整備しています。
災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生活情
報などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡単にイン
ターネットを利用することができます。
●利用場所 利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全47拠点で、アクセスポイン
トは96箇所です。
「Nantan_Free_Wi-Fi」
のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、同意した上でご利用ください。
③利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID(Google、Facebook、Twitter、
Yahoo、Weiboサービスのアカウント)でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に何度でもご利用いただけます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間(利用可能時間)は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間(端末からアクセスポイントまで
の区間)の暗号化を行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区間の
通信内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を盗み
見される可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本サービスを
ご利用ください。
②本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのアクセ
スを規制する「フィルタリング」を行なっています。
③災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間を24時間とし「00000NANTAN」
というSSIDに接続することで無認証(メールアドレスの登録などが不要)、接続回数制限なしで本
サービスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント設置場所(47拠点)
【園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部公民館、国際交流会館、中
央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木公民館
【日吉地域公共施設】日吉町生涯学習センター、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【JR駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停、JR八木駅前駐輪
場、コミュニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【小学校施設】園部小学校、園部第二小学校、八木西小学校、
八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
美山中学校
【学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅小学校、
旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、旧五ヶ荘小学校、
旧知井小学校、旧平屋小学校、旧鶴ヶ岡小学校、旧大野小学校
※上記施設の無線通信可能な場所で利用できます。
情報政策課
(0771)68-0066
Nantan_Free_Wi-Fiのステッカー

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第284号

9
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とれたて新鮮！森の京都丹波っ！
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受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
http://nantantv.or.jp/
622-8651 南丹市園部町小桜町47

（0771）68-0065

（0771）63-0653

本紙は環境への配慮から、FSC®森林認証紙、ベジタブルインク（植物油）を採用しています。

