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お知らせ
福祉タクシー利用可能事
業所の閉店について
南丹市福祉タ ク シ ー 等 利
用券が使用できる事業所の
うち、JA全農京都八木給油
所が12月31日に営業を終了
します。お間違えにならない
ようお気を付けください。な
お、最新の利用可能事業所一
覧を市ホームページに掲載し
ていますので、必要な方はダ
ウンロードしていただくか、
社会福祉課または各支所市民
生活課にお越しください。
社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

【総合問合せ窓口】

パブリックコメントを募集します
＜第３期南丹市地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）＞
誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるよう、地域のさまざ
まな生活課題の解決に向けて、市民の皆さんをはじめ関係機関や
地域団体などと協働の取り組みを一層推進するため、第３期南丹
市地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案)を作成しましたので、
市民の皆さんの意見や提言を募集します。
●計画案の公表・閲覧 社会福祉課または各支所市民生活課に備
え付けるほか、市ホームページにも掲載しています。
●募集期間 12月8日(金)〜22日(金)
●対象
・市内に住所を有する方
・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
・市内に所在する学校に在学する方
・市税の納税義務を有する方
●提出方法 指定様式に記入の上、次のいずれかの方法でご提出
ください。
・持参：社会福祉課または各支所市民生活課
・郵送： 622-8651 南丹市園部町小桜町47 社会福祉課宛て
・FAX：(0771)68-1166 社会福祉課宛て
・Eメール：s-fukushi@city.nantan.lg.jp
●提出様式 社会福祉課または各支所市民生活課に備え付けてい
ます。また、市ホームページからもダウンロードできます。
●注意事項 提出される意見は日本語で、用紙は指定様式に限り
ます。住所、氏名、連絡先(法人その他団体などは名称、所在
地、連絡先)を必ずご記入ください。
※記入が無い場合は受け付けできません。また、電話や口頭によ
る意見は受け付けません。
●意見の公表 提出いただいた意見とそれに対する市の考え方を
整理した上で、市ホームページに掲載するとともに、社会福祉
課および各支所市民生活課に備え付けて公表します。(氏名、
住所などの個人情報は公表しません)なお、個別の回答は行い
ません。
社会福祉課
(0771)68-0007

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp

1

Ｕターン者住宅購入等支援制度を拡充しました
南丹市Ｕターン者住宅購入・新改築支援商品券交付制度の交付対象となる方の要件を拡充し、市内
で住宅を購入、新築または改築を伴いＵターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会が発行する商
品券を複数年にわたり交付します。
●交付額
住宅補助の別

新築・新築住宅購入
※工事費、購入費が500万円以
上であること

交付額

該当世帯につき100万円

交付年次と額
1年目
40万円
2年目
30万円
3年目
20万円
4年目
10万円
1年目
30万円
2年目
20万円
3年目
10万円

改築・中古住宅購入
※工事費、購入費が300万円以 該当世帯につき60万円
上であること
●交付対象者 次の要件を全て満たす世帯
①平成28年4月1日以降、新たに住宅購入、新築または改築のいずれかの契約を締結した方を含む世
帯であること
②交付申請日の属する年度の4月1日時点において、18歳未満の者と、その者を養育する3親等以内
の者をもって転入する子育て世帯であること。ただし、養育者のうち一人が50歳未満である場合
に限る。
③移住する世帯員に、3年以上市外に居住したＵターン者が含まれていること
④商品券の交付を受けた日から、引き続き南丹市に5年以上定住することを誓約する世帯であること
⑤住宅購入などの契約に基づく引き渡しの前後6カ月以内に、住民登録をした世帯であること
⑥市税などの滞納がないこと
⑦暴力団員でないこと
※上記のＵターン世帯が、親族の所有する住宅へ入居する場合、その所有者が当該Ｕターン者のため
に行う改築工事についても対象とすることができます。
●交付申請の期限 住宅購入などの契約に基づく引き渡し後6カ月以内に申請してください。
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

Ｕ・
Ｉターン就職支度商品券交付制度について
市内事業所の人材確保と市内事業所への就職を契機に定住してもらうことを目的として、南丹市商
工会が発行する商品券を交付します。
●交付額 商品券5万円分
●交付対象者 市内在住で、次の要件全てに該当する方
①市内事業所の正規雇用労働者となり、雇用を契機に本市に移住した雇用時の年齢が40歳未満の方
②転入から5年以上、本市から転出しない意思を有すること
③市税などの滞納がないこと
④生活実態が伴わない転出や転入でないこと
⑤暴力団員でないこと
●交付申請の期限 市内事業所に就職した日から6カ月以内に申請してください。
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について
＜障害者控除＞
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、「寝たきり状態にある高
齢者」、「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。
●対象者 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
認定区分

認定要件
①身体障がいの程度の等級表の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の軽度または中度に
準ずる障がいがあること
③身体障がいの程度の等級表の1級または2級に準
ずる障がいがあること
特別
④知的障がいの程度の判定基準の重度に準ずる障が
障がい者
いがあること
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。
●申請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請し
てください。審査の上、後日「障害者控除対象者認定書」を郵
送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
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①②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」の記載
が確認できる場合
※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。
●申請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請し
てください。審査の上、後日「おむつ使用確認書」を郵送で交
付します。
高齢福祉課
(0771)68-0006

福祉資格者就業サポート研修のご案内

●日時
①平成30年1月27日(土)午
前10時〜午後4時、28日
(日)午前10時〜午後4時
30分
②平成30年2月22日(木)午
前10時〜午後4時、26日
(月)午前10時〜午後4時、
27日(火)午前10時〜午後
4時30分
●場所
①長岡京市中央生涯学習セン
ター4階学習室2(長岡京市
神足2丁目3番1号バンビオ
1番館)
②京都テルサ西館3階第2会
議室(京都市南区東九条下
殿田町70)
●対象 介護福祉士、介護職
員初任者研修修了(旧ヘル
パー２級)などの有資格者
で、現在都合により介護、
福祉サービス事業所に就業
されておらず、福祉の現場
への就職、再就職を希望し
ている方
●内容 座学、実技演習、就
業相談など
●定員 各20人
●申込期限 ①平成30年1月
19日(金)、②平成30年2
月15日(木)
●申込方法 申込期限までに
電話でお申し込みくださ
い。
※詳細はお問い合わせいただ
くか、ホームページでご確
認ください。
京都府福祉人材・研修セン
ター
(075)252-6297(月〜金
(祝日を除く)、午前9時〜
午後5時)
http://fukujob.kyoshakyo.
or.jp/

介護福祉士や介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)など
の資格を有する方で、現在、福祉、介護サービスに従事されてい
ない方を対象に、就労を支援するための研修を開催します。2日
間または3日間の研修を通して、最新の知識、技術を習得し、福
祉、介護分野への一歩を踏み出しませんか。【無料】

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第286号
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税務署からのお知らせ
＜医療費控除の改正＞
平成29年分の確定申告か
ら、領収書提出の代わりに
「医療費控除の明細書」の添
付が必要となりました。
●注意事項
・医療費の領収書は自宅で5
年間保存する必要がありま
す。(税務署から求められ
たときは、提示または提出
しなければなりません)
・医療保険者から交付を受
けた医療費通知(医療費の
お知らせなど)を添付する
と、明細の記入は省略可能
です。
・平成29年分から平成31年
分までの確定申告について
は、医療費の領収書の添付
または提示することも可能
です。
＜マイナンバーの記載＞
確定申告書には、納税者の
マイナンバー(個人番号)の記
載が必要です。提出するとき
は、番号法に定める本人確認
のため、次のいずれかの書類
の添付をお願いします。
●必要書類
・納税者のマイナンバーカー
ド(個人番号カード)の写し
・納税者の通知カードの写し
および運転免許証などの写
真付身分証明書の写し
園部税務署
(0771)62-0340

スプリングスひよし年末
年始の営業について
●休館日 12月30日(土)、
31日(日)、平成30年1月4
日(木)
＜１月１日の営業時間＞
平成30年1月1日(月・祝
日)の営業時間は次のとおり
です。
●レストラン 午前11時〜
午後5時30分(午後4時30
4
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分受付終了)
●売店 午前10時〜午後5時
30分
●温泉・プール 午前10時
〜午後5時30分(午後５時
受付終了)
※平成30年1月2日(火)から
は通常営業となります。
※平成30年1月3日(水)は定
休日ですが、通常通り営業
します。
道の駅スプリングスひよし
(0771)72-1526

も土、日、祝日、年末年始
の閉庁日を除きます。
●申込方法 申込書に必要事
項を記入の上、必要書類を
添えて総務課人事給与係へ
持参または郵送で提出して
ください。
※必要書類その他詳細につい
ては要項をご確認ください。
総務課
(0771)68-0008

相談会

人材募集
南丹市職員採用試験（第
２次募集）
を実施します
平成29年度(平成30年度
採用)の職員採用試験を実施
します。
●募集職種 保育士、幼稚園
教諭、土木技師
●受験資格 ①、②のいずれ
かに該当する方
①平成4年4月2日から平成
12年4月1日までに生まれ
た方で、必要とする専門課
程を卒業または卒業見込
み、資格を取得または取得
見込みの方
②昭和57年4月2日以降に生
まれた方で、受験職種の実
務経験が3年以上ある方(保
育士および幼稚園教諭は両
方の資格・免許が必要)
※受験資格などの詳細は、要
項でご確認ください。
●募集人員 若干名
●試験日 平成30年1月21
日(日) 午前9時〜
●募集要項配布場所 総務課
人事給与係
●募集要項配布・受付期間
12月11日(月)〜平成30年
1月9日(火) 午前8時30分
〜午後5時15分
※要項は市ホームページから
もダウンロード可能です。
※要項配布期間、受付期間と

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 平成30年1月9日
(火) 午後1時30分〜3時
30分
●場所 美山支所1階小会議
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

神経・筋難病個別相談の
ご案内
専門医による個別医療相談
を開催します。【無料】
●日時 平成30年2月7日
(水) 午後1時〜4時30分
●場所 京都府亀岡総合庁舎
●対象 神経・筋難病で療養
中の方や、手足がふるえる、
筋肉がやせる、力が入りにく
い、足がふらつく、最初の一
歩が出にくい、話しにくいな
どの症状がある方
●担当医 国立病院機構宇多
野病院神経内科医師 冨田
聡 先生
●定員 6人
※申込状況により、お断りす
ることがあります。

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●申込方法 12月25日(月)
までに、電話でお申し込み
ください。
南丹保健所保健室
(0771)62-2979

●日時 平成30年1月23日(火) 午前10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 平成30年1月26日(金) 午前10時30分〜11時30分
南丹市子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

子育て支援(催し)

新刊図書のご案内

子育てすこやかセンター
１月事業のお知らせ

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 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。
＜冬休みのお知らせ＞
12月29日(金)〜平成30年
1月4日(木)は休館します。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 平成30年1月11日
(木) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 「ふれあい遊び ほ
か」
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 平成30年1月12日
(金) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 「ふれあい遊び ほ
か」
＜子育て講座＞
●日時 平成30年1月15日
(月) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 南丹市保健医療課栄
養士による「親と子の食事
について〜身体にやさしい
お弁当作りのコツ〜」
＜お話会＞
●日時 平成30年1月19日
(金) 午前10時30分〜11
時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
=メールアドレス

＜一般書＞ ◆神童は大人になってどうなったのか(小林哲夫)◆
人前で「あがらない人」と「あがる人」の習慣(鳥谷朝代)◆ニッ
ポンのおみくじ(鏑木麻矢)◆兵農分離はあったのか(平井上総)◆
京近江の武将群像(京都新聞社編)◆絵本で感じる憲法(山崎翠)◆
美しすぎる「数」の世界(清水健一)◆重力で宇宙を見る(二間瀬
敏史)◆70歳からの筋トレ＆ストレッチ(大渕修一編著)◆よくわ
かるストールの巻き方使い方(石田純子監修)◆みんなのラクうま
献立日記(みんなの日記編集部)◆雑穀をおいしく食べるRECIPE
BOOK (田中雅子監修)◆低糖質のお菓子づくり(山田悟、山田
サラ監修)◆落ちない汚れをラクに落とす掃除術(茂木和哉)◆赤
ちゃんが必ずかかる病気&ケア◆農業を繋ぐ人たち(湯川真理子)
◆それ！獣医学のスペシャリストに聞いてみよう！(日本獣医学
会編)◆竹かご編みの発想と技法(竹かご部編)◆将棋ワンダーラ
ンド◆藤田浩子のハンカチでおはなし(藤田浩子)◆欺きの童霊
(輪渡颯介)◆天魔の所業、もっての外なり(岩井三四ニ)◆酒が仇
と思えども(中島要)◆三世代探偵団(赤川次郎)◆覆面作家(大沢在
昌)◆毒母ですが、なにか(山口恵以子)◆さよなら、田中さん(鈴
木るりか)◆白い久遠(浅野里沙子)◆こぽこぽ、珈琲(阿川佐和子
他)
＜児童書＞ ◆ツシマヤマネコ飼育員物語(キムファン)◆はたら
く(長倉洋海)◆あそぼう、マジック(日本奇術協会監修)◆つくえ
の下のとおい国(石井睦美)◆ジャック・オー・ランド(山崎貴)◆
唐木田さんち物語(いとうみく)◆次元を超えた探しもの(クリス
トファー・エッジ)◆わたしも水着をきてみたい(オーサ・ストル
ク)◆とうふやのかんこちゃん(吉田道子)◆灰色の服のおじさん
(フェルナンド・アロンソ)
＜絵本＞ ◆わたしたちのたねまき(キャスリン・O・ガルブレ
イス)◆サンドイッチをたべたの、だあれ？(ジュリア・サーコー
ン＝ローチ)◆オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ(富
安陽子)◆ウサギのすあなにいるのはだあれ？(ジュリア・ドナル
ドソン)◆60秒のきせき(レズリア・ニューマン)◆空の王さま(ニ
コラ・デイビス)◆ぼくのおおきさ(殿内真帆)◆路上のおじさん
(サラ・V)◆くるみのなかには(たかおゆうこ)◆かわいいおとう
さん(山崎ナオコーラ)
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
氷室の郷の白味噌作り体
験を開催します
お正月用の白味噌を、地元
の米と大豆を使って作りま
しょう。
●日時 12月14日(木)
午後1時30分～3時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」体験室
●内容 煮大豆と糀と塩を混
ぜ合わせます。
※材料は用意します。
●参加費 1,000円
※12月末に白味噌1kgをお
渡しします。
※白味噌追加の場合、1kg600
円であっせんします。
●持ち物 三角巾、エプロン
●定員 20人(先着順)
●申込方法 住所、氏名、電
話番号を、電話またはFAX
でお申し込みください。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128
(0771)43-2109

寄せ植え教室を開催しま
す
家庭で楽しめる冬の花々を
生かした「寄せ植え」の教室
を開催します。ガーデニング
の第一歩として参加してみま
せんか。
●日時 12月16日(土) ①午
後1時～、②午後2時～
●場所 道の駅京都新光悦村
●講師 園部町「花」友の会
会員
●費用 3,000円(花苗、土
代)
※可能な限り寄せ植え用の鉢
をご持参ください。
鉢が必要な方は、別途800
円が必要です。
●定員 各10人(先着順)
●申込方法 事前に、電話で
6
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お申し込みください。
園部町「花」友の会事務局
(農政課内)
(0771)68-0060

外国人のための防災・交
通教室を開催します
市内で暮らす外国人の方
に、地震や台風などの災害時
にどうすればいいか、また自
転車などの交通ルールについ
て、市役所と警察署からお話
しします。【無料】
●日時 12月17日(日)
午前9時～11時
●場所 南丹市国際交流会館
2階研修室
●対象 市内在住、在勤、在
学中の外国人、およびその
ご家族や会社、学校関係者
●申込方法 12月13日(水)
までに、住所、氏名、電話
番号(自宅・携帯)を電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
※当日参加も可能ですが、で
きるだけ期限までにお申し
込みください。
南丹市国際交流協会(火～
金曜日の午後0時30分～4
時30分)
(0771)63-1840
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
＜太極拳教室＞
●日時 12月22日(金)
午後2時～4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
＜クロスカントリー大会＞
●日時 平成30年2月17日
(土) 午前10時～午後1時

●場所 陸上競技場および園
内のクロスカントリーコー
ス
●内容・対象 園内の起伏に
富んだコースを走ろう
・1.5km(小学生男子・女
子、中学生男子・女子、一
般男子・女子)
・3km(中学生男子・女子、
一般男子・女子)
・ウオーキング(幼児以上)
●参加費 500円
※ウオーキングは無料
●申込方法 平成30年1月
31日(水)までに、住所、
氏名(要ふりがな)、年齢
(学年)、性別、希望種目、
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。
＜年末年始休園日＞
●休園日 12月29日(金)～
平成30年1月3日(水)
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

郷土資料館体験講座しめ
縄づくりの参加者募集
しめ縄づくりを通して伝統
文化を学びます。自分で作っ
たしめ縄で新しい年を迎えま
せんか。お昼には餅つきを予
定しています。親子での参加
をお待ちしています。
●日時 12月23日(土・祝)
午前10時～午後3時
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●費用 500円
※別途入館料が必要です。
入館料：大人200円、高
校・大学生150円、小中学
生100円
●定員 10人程度(先着順)
●申込方法 12月22日(金)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

までに、電話またはFAXで
お申し込みください。
日吉町郷土資料館(月・
火・水曜日休館)
(0771)68-0069
(0771)72-1130

歳末大売り出し×そのべ
軽トラ市を開催します
まちなかのにぎわい創出を
目的に、本町繁栄会と一緒に
軽トラ市を開催します。野
菜、工芸、うまいもんなど、
売り手の顔が見える軽トラ市
ならではの楽しい市場です。
クリスマスイブのひと時を、
年末の買いものをしながら楽
しく過ごしましょう。【入場
無料】
●日時 12月24日(日)
午前11時～午後3時
(本町繁栄会抽選会：午前
10時〜午後4時)
●場所 京都銀行園部支店西
隣
●出店数 約30店
●イベント 餅の振る舞い、
コバタヨシタネ弾き語りな
ど
●主催 南丹市中心市街地活
性化推進委員会
市座プロジェクトチーム
(0771)63-2451

第26回新春席書大会の
参加者を募集します
新しい年を迎え、すがすが
しい気持ちで書き初めにチャ
レンジしてみませんか。文化
協会の書道の先生や会員がア
ドバイスします。ご家族や団
体での参加も大歓迎です。
【無料】
●日時 平成30年1月6日
(土) 午前10時～正午(受
付：午前9時30分～)
●場所 園部公民館3階大研
修室
●対象 小学生以上
※テーマは当日発表します。
=メールアドレス

●持ち物 自分が使用する
筆、文鎮(その他は主催者
が準備します)
●申込方法 12月26日(火)
までに、住所、氏名、電
話番号を、来館、郵送、
Eメール、FAXのいずれか
で、お申し込みください。
※当日参加も可能ですが、準
備の都合上、可能な限り事
前にお申し込みください。
●その他 作品は平成30年
1月26日(金)まで、園部公
民館ロビーに展示します。
●主催 園部町文化協会
園部町文化協会事務局(園
部公民館内) (月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22

南丹将棋教室参加者を募
集します
●日程 平成30年1月6日
(土)、14日(日)、20日
(土)、28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

=ホームページアドレス

=郵便番号

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

公民館講座「はじめての編
み物教室」
の受講者募集
●日時 平成30年1月11
日、2月1日、3月1日、
(各木曜日) 午前10時～正
午
●場所 八木公民館
●講師 井上みよし 氏
●費用 受講料1,500円、材
料費1,800円(初回参加時
にお支払いください)
●持ち物 かぎ針(8号)
※お持ちでない場合は主催者
側で用意しますので、申込
時にご連絡ください(別途
350円必要です)。
●対象 市内在住、在勤の成
人
●定員 15人(先着順)
●申込方法 12月12日(火)
～平成30年1月9日(火)の
間に、住所、氏名、電話番
号を、来館、電話、FAXの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
八木公民館(月・祝日休館)
(0771)42-3132
(0771)42-3133

第286号
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２５周年記念事業インター
ネット活用講座を開催

八木地域情報

１２月は地球温暖化防
止月間です

インターネット電話サービ
ス「Skype(スカイプ)」を活
用して、遠方の方とビデオ通
話コミュニケーションやテキ
ストチャット、パソコン画面
を共有する方法を学びません
か。年に数回しか会えない家
族や友達といつでもどこでも
顔を合わせて会話することが
できます。
●日時 平成30年1月27日
(土) 午後2時～4時
●場所 国際交流会館情報研
修室
●受講料 3,000円(テキス
ト代込み)
※南丹市インターネットをご
利用の方は500円で受講い
ただけます。
※受講料は初回時にお支払い
いただきます。
●持ち物 スマートフォン、タ
ブレット、ノートパソコンな
ど、無線Wi- Fiでインター
ネットに接続できる端末
※端末を持参できない場合
は、申し込み時にご連絡く
ださい。
●講師 株式会社NSEエ
デュケーション「楽しいパ
ソコン教室亀岡駅前店」
●定員 12人(先着順)
※受講者には受講証を送付し
ます。
●申込方法 平成30年1月
13日(土)までに、「イン
ターネット活用講座受講希
望」と記載し 、 住 所 、 氏
名、年齢、電話番号、持参
される端末、Microsoftア
カウントの有 無 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。
●主催 南丹市情報センター
南丹市情報センター
(0771)63-1777
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp

サンタがパラグライダー
で飛んでくる

地球温暖化をもたらす二
酸化炭素(C O2)は、オフィ
スや家庭などでエネルギー
を消費することによって生
じています。特に冬の時期
は、暖房の使用の増加など
によって、CO2の排出が多
くなります。環境省では、
毎年12月を「地球温暖化
防止月間」として、オフィ
スや家庭などにおける地球
温暖化防止のための取り組
みを呼びかけています。ま
た、本月間の期間中、全国
各地において地球温暖化防
止を呼びかける各種イベン
トの開催が予定されていま
す。
環境省
(03)3581-3351

平成29年
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サンタからおかしのプレゼ
ントがあります。【入場無
料】
●日時 12月23日(土・祝
日) 午前10時〜11時30分
・サンタさんのフライト予定
時間：午前10時〜(3回フ
ライト予定)
・サンタさんからのプレゼン
トタイム：午前10時30分
〜11時30分
●場所 西京都パラグライ
ダー練習場(八木町玉ノ井)
※車でお越しの方は、混雑が
予想されますので、時間に
余裕を持ってお越しくださ
い。
八木町観光協会事務局(月・
水・金曜日)
(0771)42-5850
バーズパラグライダース
クール
090-2285-7243

政府広報より

美山地域情報
無料法律・登記相談会の
お知らせ
京都司法書士会園部支部に
よる無料法律・登記相談会が
開催されます。お気軽にご利
用ください。【無料】
●日程 12月19日(火)
●時間 午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階
小会議室
京都司法書士会園部支部
相談担当
(0771)63-2336
美山支所地域推進課
(0771)68-0040

=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286号
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なんたんテレビ番組表（平成29年12月16日〜26日）
12月27日からは年末年始番組表でごらんください

12
月

6
7
8
9

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

19

20

21

22

23

24

25

26

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

JAトピックス

ＪＡトピックス
★もぎたてニュース

★もぎたてニュース

サタデー

30

★園部第二小学校

殿田小学校
英語宿泊学習

協働スイッチＯＮ！

協働スイッチＯＮ！
ＪＡトピックス
もぎたてサタデー

もぎたてサタデー

協働スイッチＯＮ！

八木東小学校
４年 野外学習

ふくしの森
市民の情報ひろば

もぎたてサタデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー
週報ほか

園部第二小学校
４年 るり渓合宿

殿田小学校
英語宿泊学習

00

もぎたてサタデー

30

園部小学校
４年 るり渓合宿

JAトピックス

園部第二小学校
４年 るり渓合宿

殿田小学校
英語宿泊学習

園部小学校
４年 るり渓合宿

協働スイッチＯＮ！

八木東小学校
４年 野外学習

ふくしの森

ＪＡトピックス

00

八木東小学校
４年 野外学習
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー
ＪＡトピックス

30

もぎたてサタデー

JAトピックス
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

週報ほか

00

協働スイッチＯＮ！

30

00

JAトピックス

ＪＡトピックス

園部小学校
４年 るり渓合宿

30

00

ふくしの森

園部第二小学校
４年 るり渓合宿

殿田小学校
英語宿泊学習

00

00

八木東小学校
４年 野外学習

週報ほか

30

00

園部小学校
４年 るり渓合宿

もぎたてウェンズデー

30

00

4年 野外学習

ふくしの森

園部第二小学校
４年 るり渓合宿

殿田小学校
英語宿泊学習

00

00

★八木東小学校

市民の情報ひろば

30

00

サタデー

★園部小学校
4年 るり渓合宿

4年 るり渓合宿

30
00

★もぎたてニュース

ウェンズデー
週報ほか

ふくしの森

国語29-①

英語29−①

もぎたてサタデー

英語29−②

数学29−④

園部第二小学校
４年 るり渓合宿

殿田小学校
英語宿泊学習

週報ほか

園部小学校
４年 るり渓合宿

八木東小学校
４年 野外学習
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

市民の情報ひろば
土

日

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
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★ふくしの森

協働スイッチＯＮ！

00

00

11

18

南丹市議会⑤

10

17

30

00

初回放送

16
00

00

★印

月

火

水

木

金

土

日

月

火

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。

