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お知らせ
美山図書室
お知らせ

臨時休室の

美山サイクルロードレース
開催に伴い、美山図書室を休
室します。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解をお願いしま
す。
●休室日 5月26日（日）
問 美山図書室
TEL（0771）68-0046

自動車税納期限のお知ら
せ
自動車税の納期限は、5月
31日です。
お近くの金融機関やコンビ
ニエンスストアで納期限まで
に納付してください。
納税通知書が届いていない
場合は御連絡ください。
問 京都府南丹広域振興局税務
室
TEL（0771）
22-0330

八木公民館ギャラリースペースをご利用ください
八木公民館では1階入り口正面にギャラリースペースがありま
す。普段はテーブルと椅子が配置されている談笑スペースです
が、展示パネルや長テーブルを設置して写真や美術工芸作品な
どを展示することができます。展示期間など詳細は八木公民館
にご相談ください。
●展示スペース 八木公民館（1階 玄関ギャラリー）
●展示期間 5月14日以降より火曜日〜日曜日（原則週単位）
※館内での催しなどによりご利用できない日もあります。
※祝日と月曜日は休館日です。
●使用料 無料
問 南丹市八木公民館
TEL（0771）
42-3132
FAX（0771）
42-3133

ため池の適正な管理について
ため池は、日ごろから堤体の草刈りなどの適正な管理をお願
いします。特に、豪雨や長雨に備え、次の点に注意してください。
・洪 水吐は、ため池の規定水位を保つための重要な施設です。
土のうや角落しなどでせき上げして貯水量を増やすことは、
ため池の決壊を招く恐れがありますので、絶対やめましょう。
・洪 水吐に流木などの浮遊物がある場合、流れを阻害しますの
で除去しましょう。
・天 気予報に注意し、降雨に備え、事前に池の水位を下げまし
ょう。
（ 増水時に水位を下げるため、ため池に近づくことは大
変危険です。）
・農 閑期には、低水位管理を行い、ため池下流の安全を確保し
ましょう。
※濁った漏水など、異変に気付かれた場合はご連絡ください。
問 農業推進課
TEL（0771）
68-0060

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653
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市税などは納期限内に納付してください
市税などは、定められた納期限までに市役所本庁・各支所、金融機関またはコンビニエンススト
アなどで納めてください。パソコン・スマートフォンを使用して、クレジットカードで納付するこ
ともできます。
●令和元年度納期限一覧表
期別
固定資産税・都市計画税
市府民税（普通徴収）
第1期
5月31日（金）
7月1日（月）
第2期
7月31日（水）
9月2日（月）
第3期
9月30日（月）
10月31日（木）
第4期
12月2日（月）
令和2年1月6日（月）
国民健康保険税（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
介護保険料（普通徴収）
（普通徴収）
第1期
7月1日（月）
7月31日（水）
第2期
7月31日（水）
9月2日（月）
第3期
9月2日（月）
9月30日（月）
第4期
9月30日（月）
10月31日（木）
第5期
10月31日（木）
12月2日（月）
第6期
12月2日（月）
令和2年1月6日（月）
第7期
令和2年1月6日（月）
令和2年1月31日（金）
第8期
令和2年1月31日（金）
令和2年3月2日（月）
第9期
令和2年3月2日（月）
令和2年3月31日（火）
第10期
令和2年3月31日（火）
※口座振替納付を利用される方は、上記納期限日に指定の口座から引き落とします。なお、残高不
足などにより納期限日に引き落とせなかった市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税およ
び国民健康保険税は、直近の13日（金融機関が休業日のときは翌営業日）に再振替として引き落と
します。振替日前には預貯金残高の確認をお願いします。
（令和2年1月6日（月）の再振替は1月17日
（金）になりますのでご注意ください）
●督促手数料および延滞金について
 納期限までに完納されない場合は督促状を発送することになり、督促状1通につき手数料100円
がかかります。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の税（料）額に一定の割合を
乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し、未納の税（料）額とあわせて納付いただきます。
●滞納処分について
 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差し押
さえ（滞納処分）を受けることになります。なお、府税および市税等で納期限から一定経過した滞
納案件は「京都地方税機構」へ移管し、徴収などの滞納整理事務を行います。
●市税などの納付には便利な口座振替を
 口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁・各支所および市内各取扱金融機関に備え付けの市
税等口座振替依頼書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、③市税などの納付書を持
参の上、取扱金融機関で手続きしてください。登録完了までに時間を要するため、振替の開始を
希望される期別（月）の前月末までに申し込んでください。申し込みの時期によっては、希望の期
別（月）からの振替ができない場合がありますのでご了承ください。
※令和元年度から、市役所本庁、各支所窓口でも口座振替の申し込み手続きができるようになりま
した。詳しくはお問い合わせください。
●取扱金融機関
㈱京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都農業協同組合、㈱りそな銀行、ゆうちょ銀行・
郵便局
※軽自動車税を除く市税などの納付の確認は、預貯金通帳・クレジットカード会社が発行する利用
明細書などでご確認ください。口座振替・クレジット納付済通知書は発行しません。
期別

市府民税、固定資産税・都市計画税
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
介護保険料
市税、国民健康保険税の滞納処分
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問 税務課
TEL（0771）
68-0004
問 市民環境課 TEL（0771）
68-0011
問 高齢福祉課 TEL（0771）
68-0006
問 京都地方税機構中部地方事務所
問 ＝申込・問合せ先

TEL（0771）
22-3884

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

相談会
「人権擁護委員の日」特
設相談所を開設します
人権擁護委員法が施行され
た日（昭和24年6月1日）を記
念して人権擁護委員が、地域
の皆様の相談に応じる存在と
して活動していることを知っ
ていただくとともに、人権尊
重の大切さを普及するため、
特設相談所を開設します。
【無料】
①5月31日（金）
午前9時〜午後4時
京都地方法務局 園部支局
②5月31日（金）
午後1時〜午後4時
日吉支所
③6月1日（土）
午後1時〜午後4時
八木公民館
問 京都地方法務局園部支局
TEL（0771）
62-0208

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します
京都府ナースセンターは看
護職を対象とした無料職業相
談所で、隔月で出張相談を実
施しています。
【無料】
●日時 5月29日（水）
午前9時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●対 象 看護職（保健師、助
産師、看護師、准看護師）
●内容 就業相談、再就職の
ための研修案内、悩み相談
※当日受付（予約不要）
問 京都府ナースセンター
TEL（075）
222-0316

＝メールアドレス

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

子育てすこやかセンター
6月事業のお知らせ

京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
いたします。お気軽にご利用
ください。
【無料】
●日程 ①6月5日（水）
②6月18日（火）
●時 間 いずれも午後1時〜
午後4時
●場所 日程①南丹市国際交
流 会 館2階 第4研 修 室、 日
程② 日 吉 町 生 涯 学 習 セ ン
ター第2会議室
●定員 6名（先着順）
※1人30分以内
●申 込 方 法 前 日 正 午 ま で
に、電話でお申し込みくだ
さい。
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

＜共通事項＞
●申込方法 事前に来所また
は電話でお申し込みくださ
い。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●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。

子育て支援（催し）
5月「 託 児 付 き カ フ ェ よ
っといで」のお知らせ
子育て中のママさんや家族
の方、お子さんのホッとでき
る居場所作りをしています。
●日 時 5月22日（ 水 ）午 前
10時〜正午（受付は午前9
時50分〜）
●場 所 美 山 保 健 福 祉 セ ン
ター（美山町安掛）
●内 容 読み聞かせ（平屋読
み聞かせの会）&カフェ
●参 加協力金 500円（無農
薬コーヒー&手作りおやつ
付き）
●申込方法 5月20日（月）ま
でに、電話、SMS（ ショー
トメッセージサービス）、
LINE（ライン）のいずれか
でお申し込みください。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL 090-6962-6455

HP ＝ホームページアドレス

＜子育て広場0歳＞
●日時 6月7日（金）
午前10時30分〜
●内 容 「おんぶ・抱っこの
仕方学ぼう」
●持ち物 おんぶ紐、抱っこ
紐
＜ベビーマッサージ＞
●日時 6月17日（月）
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 6月28日（ 金 ）午 前
10時30分〜11時30分
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

〒 ＝郵便番号・住所
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新刊図書のご案内
南丹市立図書館「新刊図書」のご案内
＜一般書＞
◆鳥居大図鑑（藤本頼生編著）◆テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史（河合敦）◆日本列島の
自然と日本人（西野順也）◆ちゃんと歩ける東海道五十三次 東 江戸日本橋…見付宿+姫街道（八木牧
夫）◆ちゃんと歩ける東海道五十三次 西 見付宿…京三条大橋+佐屋街道（八木牧夫）◆３６時間わた
しの京都観光◆思いつきで世界は進む（橋本治）◆ブラック・クランズマン（ロン・ストールワース）
◆必ずくる震災で日本をおわらせないために。
（福和伸夫）◆保育に役立つ0.1.2歳の手作りおもちゃ
（矢野真）◆セルフドリブン・チャイルド（ウィリアム・スティクスラッド,ネッド・ジョンソン）◆日
本の「水」が危ない（六辻彰二）◆日本懐かしクルマ大全（阿部至晃）◆きれいに縫うためのパターン裁
断縫い方の基礎の基礎（水野佳子）◆雰囲気からして美人（渡邉季穂）◆和テイストのお菓子◆うまい!
「おかか」ごはん（にんべん）◆カメムシによる斑点米をふせぐ（樋口博也、石本万寿広他）◆草花・鉢花・
観葉植物を枯らさない「コツ」！（天野麻里絵）◆かたづの！（里中満智子）◆マンガでわかる文楽（マン
ガでわかる文楽編集部編）◆映画の字幕ナビ（落合寿和）◆大学駅伝よもやま話（山口庸介）◆黒部源流
山小屋暮らし
（やまとけいこ）◆陰陽師 女蛇ノ巻（夢枕獏）◆ノースライト（横山秀夫）◆魔眼の匣の
殺人（今村昌弘）◆横道世之介 続（吉田修一）◆趣味で腹いっぱい（山崎ナオコーラ）◆はればれ、お寿
司（嵐山光三郎他）
＜児童書＞
◆ルールってほんとうにひつよう？
（NHK Eテレ
「Q〜こどものための哲学」
制作班編）
◆日本なんでも
ランキング図鑑
（池野範男、
久保哲朗監修）
◆長浜高校水族館部！
（令丈ヒロ子）
◆暗闇の妖怪デザイナー
（斉藤洋）◆月のみちかけ（藤井旭監修・写真）◆なるほど！魚の漢字◆すてねこたちに未来を（菅聖子）
◆家をせおって歩く（村上慧）◆部長会議はじまります（吉野万理子）◆菅原伝授手習鑑（金原瑞人）
＜絵本＞
◆ビーバのそらのたび（マグナス・ウェイトマン）◆メイがはじめてがっこうへいくひ（ケイト・ベア
ビー）◆しゅつどう！しょうぼうたい（鎌田歩）◆ちっちゃなかいぞくいまなんにん？（マイク・ブラ
ウンロウ）◆ノロウェイの黒牛（なかがわちひろ）◆ポリぶくろ、１まい、すてた（ミランダ・ポール）
◆みんなとちがうきみだけど（ジャクリーン・ウッドソン）◆マチルダとふたりのパパ（メル・エリオッ
ト）◆どこどここけし（山田マチ）◆たべものやさんしりとりたいかいかいさいします（シゲタサヤカ）
問 中央図書館 TEL（0771）
68-0080 問 八木図書室 TEL（0771）68-0027
問 日吉図書室 TEL（0771）
68-0036 問 美山図書室 TEL（0771）68-0046

催し

「ベニバナヤマシャクヤ
ク」春の鑑賞会を開催

文化博物館「芦生の森−
森の魅力を探る−」

絶滅危惧種ベニバナヤマ
シャクヤクの花を公開します。
花が咲いている期間は僅か
3〜4日間でとても貴重です。
●日時 5月25日（土）
5月26日（日）
午前10時〜午後3時
●場所 南丹市美山町内久保
●受付場所 内久保公民館
TEL 0771-75-0647
●環境保全協力金 300円
歩きやすい服装・靴でお越
しください。
素肌を出さない服装などヤ
マヒル 対 策 を お 願 い し ま
す。
天候により開花時期が前後
します。
問 南丹市美山観光まちづくり
協会美山観光案内
TEL（0771）
75-1906

●開 催 期 間 平 成31年4月
27日（土）〜6月23日
（日）
午前9時〜午後5時（入館受
付は午後4時30分まで）
●会場 南丹市立文化博物館
●休館日 月曜日（4月29日、
5月6日は開館）、4月30日
（火）、5月1日（水）
・7日（火）
●入館料 大人300円、高校・
大学生200円、小・中学生
100円（20名以上の団体は
2割引、各種手帳の所持の
方および南丹市内在住の小
中学生は無料）
問 文化博物館
TEL（0771）
68-0081

4

令和元年（2019年）5月10日発行

問 ＝申込・問合せ先

料理教室の参加者を募集
します
障がい者や高齢者にも食
べやすい嚥下サポート食（ゼ
リー食）の紹介をします。
【無
料】
●日 時 5月26日（ 日 ）午 前
10時 〜 午 後1時（ 午 前9時
30分〜受付開始）
●場所 ガレリアかめおか
1階調理室
●定員 20名（先着順）
●申込方法 5月22日（水）必
着で、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。
※参加申込書はホームページ
からもダウンロードできま
す。
問 花ノ木医療福祉センター
給食係
TEL 0771-23-0701
FAX 0771-22-8348
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

HP h t t p : / / w w w . h a n a n o k i -

kameoka.or.jp/
〒 621-0018 亀 岡 市 大 井 町
小金岐北浦37-1

ひとり親家庭いきいきふれ
あい事業の参加者募集
●日時 6月16日（日）
園 部公園駐車場を午前8時
30分出発（午後6時20分頃
帰着予定。）
※各 地域により、集合時間、
帰着時間が異なります。
●場所 名古屋港水族館
●費用 大人2,000円、中学
生・小学生1,500円、未就
学 児 童（4・5・6歳 ）
1,000円、3歳 以 下 な し
※費用は当日徴収します。
昼食をご用意します。
た だし、3歳以下の子ども
の昼食は各自ご準備くださ
い。
●申込方法 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
の方については、申込用紙
（子育て支援課、各支所に
備え付け）に記入の上、5
月28日（火）までにお申し
込みください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
●後援・助成 京都府、京都
新聞社福祉事業団、南丹市
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

「セクシュアルマイノリ
ティを生きる」講演会
LGBT（性同一性障害）につ
いてお話をしていただきま
す。
【無料】
●日時 6月1日（土）
午後2時〜3時40分
●会場 日吉町生涯学習セン
ター ホール
●演 題 「セクシュアルマイ
ノリティを生きる」
●講師 中尾 勇守 さん
＝メールアドレス

●主催 南丹市教育委員会
問 社会教育課
TEL 0771-68-0057

「はつらつ筋トレ教室」の参加者を募集します
健康運動指導士などによる運動教室を実施します。
【無料】
●対象 75歳以上（令和2年3月31日時点で75歳以上）の市民で、
椅子に座って1時間程度体操ができる方で、継続して参
加できる方。
●日程 7月下旬〜2月上旬 各地区下記の通り実施（週1回程
度）
地区
会 場
曜日
時間
園部 園部保健福祉センター
火曜日
八木 八木公民館
木曜日
午後2時〜3時
日吉 日吉保健福祉センター
水曜日
美山 美山保健福祉センター
金曜日
●内容 健康運動指導士・3B体操講師などによる椅子に座って
行う体操（1時間程度）
●定員 25名 （※申込多数の場合は抽選）
●送迎 あり（※定員がありますのでご希望に添えない場合があ
ります。）
●申込方法 下記内容について、
保健医療課まで申し込み下さい。
① 住所、②氏名、③生年月日・年齢、④電話番号、⑤治療・
管理中の疾患⑥医師の指示の有無、⑦送迎の有無、⑧最寄り
のバス停、⑨通所型介護サービス利用の有無 （デイサービス
など利用の方は対象外となります。）
※すべての項目についてお知らせください。
●申込締切 6月14日（金）
●備考
なんたん健幸ポイント50の対象事業です
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

南丹市メール配信サービスにご登録ください
南丹市ではスマートフォン、携帯電話、パソコンなどのメー
ル機能を活用した情報配信サービスを行っています。登録は送
信アドレス宛てに空メールを送信いただき、返信されたメール
に従い手続きをお願いします。
※迷 惑メールの受信拒否設定などをされている方は、空メール
送信前に送信元メールアドレスの受信許可を行ってください。
<なんたんメール>
南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで配信します。
●空メール送信先
nfo.nantan-city@raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.ktaiwork.jp
問 情報課
TEL（0771）
68-0066

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第320号
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝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。
問 情報課 TEL（0771）
68-0066
Nantan_Free_Wi-Fiステッカー
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第320号
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◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
TEL（0771）
63-1777 FAX（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市秘書広報課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653
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