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お知らせ

戦没者遺族相談員のお知
らせ
　戦没者遺族の福祉の増進を
図るため、各市町村に「戦没
者遺族相談員」が設置されて
います。
　このたび、南丹市の相談員
として次の方が厚生労働大臣
から委託されましたのでお知
らせします。
●�相談員　宮田洋二さん（日
吉町佐々江大田谷43番地
1）
●連絡先
　TEL（0771）73-0477
●業務内容　
・�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
導を行う。
・�戦没者遺族の生活上の問題
に関する相談に応じ、必要
な指導を行う。
・�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
な指導を行う。
●�業務委託期間　令和3年9
月30日まで

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

施設の愛称を募集します

　令和2年4月1日から施行する「南丹市生涯学習施設条例」によ
り、南丹市園部公民館は「南丹市園部文化会館」に、南丹市八木
公民館は市役所八木支所に機能移転の上、「南丹市八木市民セン
ター」に、それぞれ名称を変更します。このリニューアルされる
両施設が、今まで以上に市民の皆さまに親しみやすく、末永く
愛されるために両施設の愛称を募集します。
●�対象施設�（一人あたり各一点まで。どちらか一施設だけの応募
も可）
・南丹市園部文化会館（令和3年4月1日供用開始予定）
・南丹市八木市民センター（令和2年4月1日供用開始予定）
●�応募資格　市内在住、在勤、在学、または市内で活動してい
る任意団体（サークル可）に所属している方
●�応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、1月31日（金）ま
でに提出先に持参いただくか、郵送、FAX、Eメールのいずれ
かでお申し込みください。応募用紙は各提出先に備え付けて
あります（市ホームページからもダウンロードできます）。
●�提出先　社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、
社会教育課美山担当
●備考
・�決定した作品を応募いただいた方のお名前は南丹市の各種広
報に掲載し、報道機関各位に公表させていただきます。
・�決定した愛称の著作権、商標権、その他一切の権利は南丹市
に帰属します。
・愛称は他の作品と類似しないものや未発表のものに限ります。
・�愛称の選考は南丹市文化協会、南丹市社会教育委員会、南丹
市による選考を経たのち、南丹市教育委員会で最終決定しま
す（決定にあたり、名称の一部を変更することがあります）。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850
be-syakai@city.nantan.lg.jp

〒622-8651　南丹市園部町小桜町47番地
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き上げられました。
＜説明会＞
●�日程　1月21日（火）、28
日（火）、2月4日（火）、18
日（火）
●�時間　いずれの日程も①午
前10時〜、②午後1時〜、
③午後5時〜
●場所　亀岡募集案内所
●�内容　自衛官の仕事と生活
および採用種目についての
説明
●�対象　どなたでもご参加い
ただけます。
●�その他　予約不要、履歴書
不要
※�日程のご都合が合わない場
合、追加実施しますのでお
問い合わせください。

問�防衛省自衛隊京都地方協力
本部亀岡募集案内所

TEL（0771）24-4170

確定申告に関する園部税
務署からのお知らせ
　所得税などの確定申告をさ
れる際は、ぜひe-Taxをご利
用ください。届出完了通知を
お持ちの方は、ご自宅のパソ
コンやスマホから国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作
成コーナー」で作成した申告
書を簡単に送信（提出）できま
す。
＜ｅ−Ｔａｘのメリット＞
・�混雑する相談会場に行かな
くても申告できます。
・�寄付金控除の証明書等の提
出を省略できます。
・�書面で提出するより、還付
金を早く受け取ることがで
きます。
・�確定申告期間中は24時間
利用できます。

＜消費税の申告が必要な方へ＞
　青色申告決算書や収支内訳
書に記載の決算額は税率ごと
の区分がありませんので、消
費税の確定申告書作成の際
は、課税期間内の課税取引を
税率ごとに区分できるよう、

③�高等学校（高等専門学校な
どを含む）に在学中（新入学
を含む）の子
※�同居者の状況によって対象
とならない場合がありま
す。
※�他の奨学金制度等と支給調
整をすることがあります。
●�必要書類　①申請書、②同
意書2種類（返還・併給調
整および在学確認用）、③
申請者と同居する世帯員全
員分（被扶養者を除く）の令
和元年度市・府民税課税証
明書、④支援金利用予定書、
⑤その他（母子（父子）世帯
などの事実が確認できる書
類の写し）
※�税務課または支所総務課窓
口での申出により課税証明
書の交付手数料は免除され
ます。
●�申請方法　2月3日（月）〜
28日（金）までに、京都府
南丹保健所および福祉相談
課、各支所に備え付けの申
請書類に記入の上、ご提出
ください。
※�申請時には、印鑑および振
込口座のわかるもの（通帳
等）をご持参ください。

問南丹保健所福祉室　
TEL（0771）62-0363
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

自衛官の募集について

＜自衛官候補生採用試験＞
　自衛官として必要な教育・
研修を経て、２等陸・海・空
士に任用される任期制のコー
スです。
●�受付期間　年間を通じて
行っています。
●�試験期日　受付時にお知ら
せします。
●�応募資格　18歳以上33歳
未満の方
※�平 成30年10月1日 から、
採用年齢が33歳未満に引

事業主の方は１月中に給
与支払報告書の提出を
　令和元年（平成31年）中に
南丹市在住の従業員（パート、
アルバイト、役員、退職者な
どを含む）に給与の支払いを
した事業主の方は、支払額の
多少にかかわらず、1月31日
（金）までに税務課または各支
所総務課へ給与支払報告書
（総括表および個人別明細書
（1人につき1枚））を提出して
ください。
　給与支払報告書は、給与所
得者にとって市府民税の申告
に代わる重要な資料となりま
すので、必ず期限までに提出
をお願いします。
　なお、給与支払報告書を提
出する際に、市府民税の特別
徴収（給与天引き）に該当しな
い従業員がいる場合は、「普通
徴収切替理由書（兼仕切紙）」
の提出と、普通徴収とする個
人別明細書の摘要欄に該当す
る符号（理由）の記入が必要で
す。様式は南丹市ホームペー
ジにも掲載しています。
※�普通徴収は京都府統一基準
に該当する方のみが対象と
なります。

問税務課
TEL（0771）68-0004

高校生給付型奨学金の申
請を受け付けます
　高校生給付型奨学金（第1
次）の申請を受け付けます。
●�対象　市内在住で、次の①
〜③全てに該当する子
①�令和元年度市民税（平成30
年中の所得に係る市民税）
が非課税の世帯に属する子
②�母子（父子）世帯（ただし、
20歳以上65歳未満の同居
者がいない家庭）、障がい
者世帯、長期療養者世帯な
どに該当する世帯の子
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整理しておくと便利です。国
税庁ホームページに掲載して
いる「課税取引金額計算表（事
業所得用）」などの様式をご利
用ください。
＜申告会場のご案内＞
　給与所得者や年金受給者の
ための還付申告会場
●�開設期間　2月5日（水）〜2
月7日（金）
●�開設時間　午前9時30分〜
午後4時
※�受付は、午前9時30分〜午
後3時
●�会場　ガレリアかめおか1
階コンベンションホール
　（亀岡市余部町宝久保1-1）
※�上記の会場では「土地・建
物・株式等を売却された所
得」、「山林所得」、「贈与税」
や「相続税」に関する相談は
行っておりませんので、こ
れらに関する相談が必要な
場合は、税務署までお越し
ください。
＜園部税務署内の申告会場＞
　2月17日（月）〜3月16日
（月）まで（祝日等を除く。）、
園部税務署内に申告会場を開
設します。
　申告相談の受付は午後4時
までですが、混雑状況により
早めに受付を終了する場合が
ありますのでご注意くださ
い。
　ご自身で申告書などの作成
をお願いしておりますので、
青色決算書、医療費控除明細
書など自宅で作成できるもの
は、前もって準備をお願いし
ます。
　なお、各会場とも作成され
た確定申告書の計算の確認
（検算）は行っておりません。
＜税法の取扱いなどに関する
お問い合わせ＞
問園部税務署
TEL（0771）62-0340
受付時間：月曜日〜金曜日（祝
日等を除く。）午前8時30分〜
午後5時
＜国税庁ＨＰ「確定申告書等

作成コーナー」の操作方法な
どに関する質問＞
TEL（0570）01-5901（全国一律
市内通話料金）
受付時間：月曜日〜金曜日（祝
日等を除く。）午前9時〜午後
5時

相談会

女性相談日のお知らせ

　女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
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。
●�日時　1月22日（水）、2月
12日（水）、26日（水）、3
月11日（水）、25日（水）
　�いずれも①午後1時〜、②
午後2時〜
※相談は1人1時間以内
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問人権政策課
TEL（0771）68-0015

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　南丹市では、京都弁護士会
にご協力いただき、無料法律
相談会を開催します。お気軽
にご利用ください。※要予約
●�日程　①2月5日（水）、②2
月18日（火）
●�時間　いずれも午後1時〜
午後4時
●�場所　日程①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人（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　

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。
●�日時　1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

問京都府ナースセンター
TEL（075）222-0316

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
2月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●�申込方法　事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。
●�集合時間　開始時間の15
分前にはお集まりくださ
い。
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。
＜子育て広場１歳〜＞　
●�日時　2月14日（金）午前
10時30分〜11時30分
●�内容　「親子で３Ｂ体操」
＜お話会＞
●�日時　2月21日（金）午前
10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●�日時　2月26日（水）午前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＞
●�日時　2月27日（木）午前
10時30分〜11時30分
※�バスタオルをご持参くださ
い。

問�南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082
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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

　南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆13歳からのジャーナリスト（伊藤千尋）◆新聞の読み方（池上
彰）◆うたかた姫（原宏一）◆帝国日本の植民地を歩く（崔吉城）◆
日帰り鉄道さんぽ　関西版（『旅と鉄道』編集部編）◆京都が京都
である理由。◆京都丹波の岩崎革也（芦田丈司）◆夫婦喧嘩は買っ
たらダメ。勝ったらダメ。（野々村友紀子）◆命のものさし（今西
乃子）◆獣医さんが教える動物園のないしょ話（犬養ヒロ）◆見た
くなる！日本の野鳥420（鳥くん、永井凱巳）◆病気が逃げてい
く！紫外線のすごい力（南雲吉則）◆かんたん！ながらヨガ（プラ
クリティ）◆ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方食材帖（櫻井大典）
◆玉編みでお花のようなリフ編みコモノ◆菓子屋シノノメの焼
き菓子（毛宣惠）◆98歳、石窯じーじのいのちのパン（竹下晃朗）
◆余力ゼロで生きてます。（水野美紀）◆街道でめぐる滋賀の歴史
遺産（滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編）◆高倉健、その
愛。（小田貴月）◆まち（小野寺史宜）◆小さな場所（東山彰良）◆山
の上のランチタイム（高森美由紀）◆スワン（呉勝浩）◆グランド
シャトー（高殿円）◆本意に非ず（上田秀人）◆檸檬の棘（黒木渚）
◆グッドバイ（朝井まかて）◆にっぽん聖地巡拝の旅　あずま下
り編（玉岡かおる）◆41歳の東大生（小川和人）
＜児童書＞
◆楽しく学ぼう！日本と世界の歴史年表（歴史学習研究会）◆ふ
ゆとみずのまほうこおり（片平孝写真・文）◆もしも恐竜とくら
したら（山本省三）◆道路のひみつ図鑑◆はるかちゃんが、手を
あげた（服部千春）◆食品ロスの大研究（井出留美監修）◆おねえ
ちゃんって、すっごくもやもや！（いとうみく）◆森の診療所も
のがたり（竹田津実）◆希望の図書館（リサ・クライン・ランサム）
◆みずうみ（テオドール・シュトルム）
＜絵本＞
◆マラソンじいさん（西本鶏介）◆へっこきへのた（苅田澄子）◆
ながーい５ふんみじかい５ふん（リズ・ガートン・スキャンロン、
オードリー・ヴァーニック）◆うさぎのみみしばり（浜田広介）◆
JAZZ�DOG（マリー・フォークト）◆ぼくはくるま、みんなもく
るま（高橋祐次）◆おやすみ、ミユキ（ロクサンヌ=マリ・ガリエ
ズ）◆きょうりゅうたちもペットをかいたい（ジェイン・ヨーレ
ン）◆これはボール（ベック�スタントン、マット�スタントン）◆
フォックスさんのにわ（ブライアン・リーズ）
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

子育てすこやかセンター
日曜講座を開催します
　平日は仕事のため、南丹市
子育てすこやかセンターに来
ることができないお父さん、
お母さんが子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
けづくりを目的として、日曜
講座を開催します。
　0歳から保育所・幼稚園に
入園するまでの子どもさんと
お父さん、お母さん、ご家族
の方も一緒にお越しくださ
い。
●�日時　2月16日（日）午前
10時〜11時30分（受付：
９時30分〜）
●�場所　南丹市子育てすこや
かセンター
●�内容　親子リトミック（講
師：小谷里美さん）
●�定員　親子25組
●�申込み　事前に電話でお申
し込みください。先着順で
定員になり次第締切りま
す。
※�開始時間の15分前にはお
集まりください。
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。

問�南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082
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催し

南丹市環境ワークショッ
プを開催します
　第2次南丹市環境基本計画
の策定にあたり、皆さまのご
意見をお聞かせいただくた
め、南丹市の「環境」をテーマ
としたワークショップを開催
します。日頃、「環境」につい
て感じていることや疑問につ
いて、話し合ってみませんか。
●日時および場所
・�園部会場　1月25日（土）
　�南丹市役所2号棟301会議
室
・�八木会場　1月26日（日）
　八木公民館大集会室
・�日吉会場　2月1日（土）
　日吉支所市民ホール
・�美山会場　2月2日（日）
　�美山文化ホール第1・2・3
会議室
●�時間　いずれも午後1時30
分〜4時
●�対象　南丹市内の環境に興
味がある方

問市民環境課
TEL（0771）68-0085

私らしく出来ることから
一歩ずつ
　家庭・地域社会・仕事など
生活の環境は違っていても、
お互い理解し合い協力しなが
ら生活しています。参加者が
いつも思っていることや感じ
ていることを話し合い情報交
換の場としましょう。子ども
も大人も女性も男性も一人の
人として輝く生き方を探して
みましょう。
●�日時　2月3日（月）�午後1
時30分〜4時
●�場所　どるちぇの家（ＪＲ
八木駅西）
●�内容　トーク＆ディスカッ
ション
●定員　30人

●�申込方法　1月20日（月）ま
でに住所、氏名、電話番号
を電話またはFAXでお申し
込みください。

問女性ネットワーク「門」
TEL・FAX（0771）42-5251

「これからの人権教育・
啓発の課題」講演会
　南丹市教育委員会では、人
権に関する学習の機会を通
じ、市民の人権感覚の高揚を
図ることを目的として人権教
育講座を開催しています。
　本年度第3講では、若い世
代に部落問題をどう語りどう
伝え、今後、同和問題をはじめ
としてさまざまな人権問題の
解決に向けて、何が大切なの
かをお話ししていただきます。
●�日時　2月1日（土）午後1時
30分〜3時
●�会場　日吉町生涯学習セン
ター　ホール
●�演題　「これからの人権教
育・啓発の課題�−�部落問
題をどう語り、伝えるのか�
−」
●講師　関西大学　名誉教授
　石元清英さん
問社会教育課
TEL（0771）68-0057

ひとり親家庭の新入学児
童と知事のつどいを開催
　令和2年4月に小学校新入
学される児童がおられるひと
り親家庭の皆さん、京都府知
事といっしょに新入学をお祝
いしませんか。
●�日時　3月1日（日）午前10
時30分〜午後2時30分
●�場所　京都テルサ（京都市
南区新町通九条下ル）
●�内容　知事といっしょにレ
クリエーション、記念品贈
呈（昼食付き、欠席者には
記念品はありません）
●�申込方法　2月7日（金）ま
でに、はがきに「新入学児

童のつどい参加希望」、住
所、電話番号、保護者名、
新入学児童および同行され
るきょうだいの名前、ふり
がな、生年月日、性別、最
寄り駅、参加人数を記入の
上、郵送でお申し込みくだ
さい。
※希望者多数の場合は抽選
※京都市在住者を除く
●�申込先　〒604-0874　京
都市中京区竹屋町通烏丸東
入る清水町375京都府立総
合社会福祉会館内
　�（母子家庭の方は）京都府母
子寡婦福祉連合会　宛
　�（父子家庭の方は）京都府民
生児童委員協議会　宛

問南丹保健所福祉室　　
TEL（0771）62-0361

南丹圏域障害者就業支援
セミナーを開催します
　南丹圏域に暮らす障がいの
ある方たちが、安心して長く
働き続けられる地域環境づく
りを目指すとともに、関係機
関の連携を図り、障がい者就
業への理解を広く求める機会
としてセミナーを開催しま
す。【要申込】
●�日時　2月15日（土）午後1
時30分〜4時30分
●�場所　ガレリアかめおか2
階大広間
●内容　
・�第1部　講演�　就労定着の
ための「トリセツ」と「シエ
スタ」講師　稲葉　政徳さ
ん（岐阜保健大学短期大学
部リハビリテーション学科
講師・理学療法士）
・�第2部　当事者へのインタ
ビュー　わたしの履歴書
●定員　100名
●�申込方法　電話でお申し込
みください

問�なんたん障害者就業・生活
支援センター　

TEL（0771）24-2181　　　　　��
FAX（0771）20-1246
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南丹市人権教育・啓発活
動交流会を開催します
　南丹市人権教育・啓発推進
協議会では、市内におけるあ
らゆる人権問題の解決に向け
て活動を行っています。
　この交流会は、地域・学校・
職場などそれぞれの立場で取
り組んでいる活動内容を教材
として日常の中で人権につい
て思っていることや、感じて
いることなどの意見交流を行
い、今後の教育・啓発の充実
につなげることを目的に開催
します。
　皆さまのご参加をお待ちし
ています。
●�日時　2月16日（日）�午後1
時15分〜4時
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール　他
●�内容　関西大学社会学部教
授　内田龍史さんの講演、
活動交流
●�対象　南丹市在住・在勤・
在学の方

問人権政策課
TEL（0771）68-0015

やってみよう調味料の自
給自足　醤油編
　兵庫県養父市で天然醸造の
お醤油を作っていらっしゃる
大徳醤油さんをゲストに、醤
油にまつわるお話と、醤油の
仕込み体験などによるワーク
ショップを実施します。（仕込
んだお醤油は、お持ち帰りい
ただけます）
●�日時　1月22日（水）午前
10時〜午後4時
●�場所　美山保健福祉セン
ター（美山町安掛）
●�講師　浄慶拓志さん（大徳
醤油�四代目）
●�参加費　4,500円（手づく
り醤油キット一式＋昼食
付）

●定員　20人（先着順）
※�託児あります。希望者は申
し込みの際にお申し出くだ
さい。
●�申込方法　氏名、電話番号、
メールアドレスをEメール
でお申し込みください。

問美山食と暮らしの研究会　
�miyamasyokura@gmail.
com

氷室の郷「赤味噌仕込み
講習会」を開催します
　家族のために安心安全な熟
成味噌をご自身で作ってみま
せんか。
●�日時　2月1日（土）午後1時
30分〜3時
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」調理体験室
●�内容　煮豆・糀・塩を混ぜ
て仕込みます。　
●講習料　500円
●�定員　15人（定員になり次
第締切）
●�持ち物　エプロン・三角巾・
味噌を仕込む容器
※�作った仕込み味噌を5㎏以
上家庭で熟成される方に限
ります。
※�1㎏当たり500円が必要で
す。
●�申込方法　1月25日（土）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を電話、またはFAXでお
申込みください。

問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128
FAX（0771）43-2109�
　（月曜：休館日）

日本語支援ボランティア
養成講座を実施します
　南丹市で暮らす外国人の方
は年々増加しています。外国
人の日本語学習を支援するボ
ランティアの養成を目的とし
た講座を受講してみません
か。
●�日時　2月1日、8日、22日、
いずれも土曜日、午前9時
30分〜午後0時30分
●�場所　国際交流会館2階　
第1、2研修室
●�講師　京都にほんごRings
（京都府日本語教室ネット
ワーク組織）メンバー
●�対象　これから日本語支援
を始めたい方
●定員　20人（先着順）
●�申込方法　1月29日（水）
　�までに住所、氏名、年齢、
電話番号、当日連絡先（携
帯電話番号など）を電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

問南丹市国際交流協会　
TEL（0771）63-1840
　�（火〜金、午後0時30分〜4
時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

第29回かるた大会参加
者募集
　競技かるたは畳の上の格闘
技とも言われています。「京都
小倉かるた会」の皆さんによ
るデモンストレーションも行
います。「ちはやふる」の世界
を皆さんも体験しませんか。
●�日時　2月8日（土）午後1時
30分〜
※午後1時受付開始
●場所　こむぎ山健康学園�
●�対象　百人一首が分かる方
ならどなたでも（無料）
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●�内容　3人1組で対戦する
「源平戦」と、数人でかるた
を取り合う「チラシ」の二つ
の部門を行います（各部の
1位に賞品あり）。源平戦
に1〜2人で申し込みをさ
れた方は、当日、他の申込
者とチーム編成をして対戦
を行います。
●定員　30人（先着順）
●�申込方法　2月4日（火）ま
でに住所、氏名、電話番号、
参加部門を、社会教育課窓
口、郵送、電話、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
※�定員に満たない場合のみ、
当日参加も受付します。

問�園部町文化協会事務局（社
会教育課内）

TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

〒�622-8651�南丹市園部町小
桜町47番地

南丹やぎの青空市

　サロンとして交流やお買い
物を楽しんでいただけます。
●�日時　毎月第4土曜日　午
前10時〜午後2時　　
●�場所　南丹市八木町本町通
り商店の駐車場
●�出店参加費　年3回は無
料、継続参加は毎回1店
1,000円
●�内容　テント・机・椅子各
1個は準備します。

問�南丹やぎの青空市実行委員
会

TEL（0771）42-2120

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●�日時　1月24日（金）午後2
時〜4時
●場所　旧宿泊所　会議室
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

八木地域情報

八木町地域別懇談会のご
案内
　近年、大規模災害が発生し
ています。もし、あなたが被
災し避難所で生活することに
なった場合、誰もが過ごしや
すい生活空間を作るために
は、何が大切でしょうか。今
一度皆さんで考えてみません
か。
●�日時　1月25日（土）午前
10時〜正午
●�場所　南丹市八木公民館3
階大集会室
●�テーマ　「避難所は“地域の
縮図”〜人と人が向き合う
大切さを考える」
●�内容　避難所運営の机上訓
練、非常食の試食
●�対象　南地区にお住まいの
方

問�南丹市社会福祉協議会八木
事務所　

TEL（0771）42-5480
FAX（0771）42-4412

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。
＜子ども安心メール＞
　市内の幼児や小中学生な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
�touroku.nantan-edc@
　raiden.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
�nantan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
＜なんたんメール＞
　南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度3
以上の地震情報などが発表
された場合、メール配信さ
れます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問情報課
TEL（0771）68-0066



令和2年（2020年）1月10日発行8 問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

 

 

 

令和 2 年 1 月 1 日に南丹市にお住まいの方で、「給与所得」「雑所得（公的年金等）」などの所得がある方を

対象に、所得税確定申告相談会を開催します。また、併せて市府民税申告の相談・受け付けを行います。本年

度から相談体制を充実させるために会場を集約して実施しますので、会場・日程をご確認の上、ご来場いただ

きますようお願いします。 

 

【開催会場・日程】 

会      場 日      程 

市役所本庁 2 号庁舎 3 階 301 会議室 
2 月 17 日(月)～3 月 16 日(月) 

 ※土日祝を除く 

美山支所 1 階 大会議室 
2 月 20 日(木)、2 月 27 日(木)、3 月 5 日(木)、 

3 月 12 日(木) 

※所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されています。 

※八木支所・日吉支所での相談会は開催しませんので、ご都合がつく会場をご利用ください。 

 
【受付時間】 

 ◆ 午前：9 時～11 時 30 分 

 ◆ 午後：1 時～4 時（3 月 16 日は 3 時 30 分まで） 

※午前・午後とも受付開始の 30 分前から番号札を配布します。 

※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。 

 

【作成済申告書の提出または所得なし申告の方】 

 ◆ 本庁及び各支所の税窓口で提出又は申告してい

ただくことができますので、ご利用ください。 

【受付対象外の確定申告】（税務署で申告してください） 

 ◆ 令和元年分以外の申告  ◆ 青色申告 

 ◆ 準確定申告（納税者が死亡した場合の手続き） 

 ◆ 分離課税申告（土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、 

   山林所得、先物取引に係る所得） 

 ◆ 雑損控除、繰越損失の申告 

 ◆ 住宅借入金等特別控除の 1 年目の申告 

 ◆ 住宅特定改修特別税額控除などの申告 

 ◆ 特定支出控除(給与所得)の申告 

 ◆ 国外居住の親族を扶養控除とする申告 
 

【市府民税の申告について】 

申告が必要な方 申告が不要な方(左記に該当されても下記の場合は「申告不要」です） 
▼営業、農業、不動産、利子、配当、雑(公的年金以外)

などの所得のある方 

▼給与所得があり、次のア)からオ)に該当する方 

ア)勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方 

イ)前年の中途で退職し、再就職していない方 

  ウ)給与以外の所得がある方 

  エ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする方 

  オ)年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受け 

ようとする方 

▼公的年金受給者で、次のア)又はイ)に該当する方 

ア)公的年金以外の所得がある方 

イ)生命保険料、地震保険料、雑損、医療費などの各種 

控除、扶養の追加などをしようとする方 

▼非上場株式の配当所得がある方 

▼所得税の確定申告をされた方 

▼給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告が提出されている方 

▼年金、恩給などの公的年金所得のみの方(ただし、市府民税におい

て各種控除を受ける場合は申告が必要です) 

▼前年の所得が次の算式で求めた額以下の方 

  28 万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)＋16 万 8 千円  

    ※控除対象配偶者及び扶養親族のない方は 28 万円 
 

 なお、前年所得がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみ

の方でも、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受け

るために必要な場合は、所得がない旨の申告をしてください。 

 ・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方 

 ・福祉、公営住宅、教育関係などの制度で所得の申告が必要な方 

 ・所得証明書、(非)課税証明書が必要な方 など 

 
【申告に必要なもの】 

 (1) 印鑑  (2) 運転免許証などの本人確認書類  (3) 個人番号カード又は通知カード 

 (4) 前年中の収入、所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など) 

 (5) 所得控除に必要な証明書(南丹市以外の国民健康保険・社会保険料、国民年金、生命保険料、地震保険料など) 

 (6) 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など 

 (7) 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書の添付不要) 

 (8) 寄附金控除を受ける方は、団体が発行した領収書など 

 (9) 所得税の還付を受ける方は、通帳など還付受取口座(本人名義)のわかるもの 

 

 ◇問合せ先◇  税務課    TEL(0771）68-0004 
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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
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TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/
◇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）

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年1月16日〜31日）


