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お知らせ
市民健診を実施します
令和2年度市民健診の申込
受付を開始します。
詳しくは、各家庭に送付の
「令和2年度南丹市特定健康
診査・がん検診等のご案内」
をご覧いただき、
「市民健診申
込票」に必要事項を記入の上、
3月6日（金）までに、保健医
療課または各支所総務課へご
提出ください。
自分自身の健康のため、家
族の健康のため、毎年健診を
受けましょう。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

税務署から確定申告のお知らせ
＜確定申告と納税はお早めに＞
確定申告書は、できるだけご自分で作成し、お早めに提出し
てください。
税
目
申告期限
納付期限
振替日
所得税及び復
3月16日（月） 3月16日（月） 4月21日（火）
興特別所得税
贈与税
3月16日（月） 3月16日（月）
消費税及び地
3月31日（火） 3月31日（火） 4月23日（木）
方消費税
＜相談会場のご案内＞
園部税務署申告会場は、2月17日（月）から3月16日（月）
（ 土、
日曜及び祝日等を除く。）まで開設しています。また、申告相談
の受付は午後4時まで行っていますが、混雑状況により早めに相
談を終了する場合があります。特に、申告期限間近になります
と申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合がありま
すので、e-Taxをご利用ください。
＜医療費控除は領収書が提出不要に＞
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費
控除の明細書」の添付が必要となりました。ただし、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）を添付すると、
明細の記入を省略できます。
※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。
＜源泉徴収票等の添付が不要に＞
平成31年4月1日以後に提出する確定申告書については、源泉
徴収票などの以下の書類の添付または提示が不要となりました。
なお、確定申告書には、源泉徴収票などの内容を記載する必要
がありますので、確定申告書第二表に必ず記載してください。
・給与所得、退職所得及び公的年金などの源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当などの支払通知書
・特定口座年間取引報告書
＜ＱＲコードを利用したコンビニ納付が可能に＞
ご自宅などで国税庁ホームページから納付に必要な氏名や税
額などを「ＱＲコード」
（ ＰＤＦファイル）として作成（印刷）し、
コンビニエンスストアで納付できます。
問 園部税務署
TEL（0771）
62-0340

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653

第338号
info@city.nantan.lg.jp
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南丹市プレミアム付商品券の購入はお済みですか
南丹市プレミアム付商品券の購入期限は2月28日（金）です。2月29日（土）以降は、南丹市プレミ
アム付商品券の購入ができませんのでご注意ください。なお、購入にはプレミアム付商品券購入引
換券が必要です。
●購入期限 2月28日（金）
●購入場所 南丹市役所本庁2号庁舎3階商工課および各支所総務課
●購入方法 プレミアム付商品券購入引換券、購入に来られる方の本人確認書類（運転免許証・健康
保険証など）および現金をご持参ください。
※購 入引換券1枚あたり、最大で25,000円分（購入金額20,000円）の商品券が購入いただけます。
また、5回に分けて購入することもできます。
（5,000円分の商品券は、4,000円で購入いただけま
す。）
●購入対象者
⑴住民税非課税者 平成31年1月1日時点で南丹市に住民登録のある方で、平成31年度分の住民税
が課税されていない方（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く）
のうち、
「南丹市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書」を提出し「南丹市プレミアム付商品券
購入引換券」の交付が決定した方
⑵子育て世帯 平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子どもが属する世帯の世帯主
の方（すでに南丹市プレミアム付商品券購入引換券を送付しています。）
⑶その他 他の市町村でプレミアム付商品券購入引換券の交付を受けられた後、南丹市へ転入され
た方
＜ご購入後の商品券は必ず期限内にご使用ください＞
●使用期限 3月31日（火）
●商品券使用可能店舗 南丹市内の各店舗（一部利用できない場合があります）商品券販売時に使用
可能店舗一覧表をお渡しします。
●商品券の取り扱いについて
⑴商品券について
・商品券は、物品の販売またはサービスの提供などの取引において利用可能です。
・利用金額が商品券の額面に満たない場合は、釣り銭の支払いはできません。
・商品券を現金に換金することはできません。
・使用期間を過ぎた商品券は、無効となります。
・余った商品券の返品、換金などは行いませんのでご注意ください。
⑵利用対象とならないもの
・不動産や金融商品
・たばこ
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
・風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊
営業において提供される役務
・国税、地方税や使用料などの公租公課
問 南丹市プレミアム商品券プロジェクトチーム事務局
（商工課）
TEL（0771）
68-1008

2

令和2年（2020年）2月14日発行

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

令和２年４月１日からの南丹市八木市民センターご利用のお知らせ
●使用料金
⑴基本使用料（消費税含む）
利用時間区分
部屋名など
（全て八木支所3階）
文化ホール（自由席203席） ステージ
高さ40cm
文化ホール（準備・リハ・後
横幅7.8ｍ
片付けで利用の場合）
奥行き4.2ｍ
防災ルーム（138.1㎡）
約80人
料理実習室（79.6㎡）
15〜20人
会議室１（43.5㎡）
15〜20人
会議室２（43.5㎡）
15〜20人
会議室３（43.5㎡）
15〜20人
第１研修室（36.4㎡）
10〜15人
第２研修室（36.4㎡）
10〜15人
和室（15畳）
10人
創作活動室（65.6㎡）
約20人
防音仕様・鏡あり
子育て支援ルーム（88㎡）

30〜40人

午前
午後
夜間
区分超過1時間につ
9：00〜 13：00〜 18：00〜
き（最長2時間まで）
12：00
17：00
22：00
6,050
8,140
8,910
2,090
3,020

4,070

4,450

1,040

2,970
2,640
880
880
880
660
660
660

3,960
3,520
1,210
1,210
1,210
990
990
880

4,290
3,850
1,320
1,320
1,320
1,100
1,100
990

990
880
330
330
330
330
330
220

880

1,210

1,320

330

1,210
1,650
1,760
440
※小 学生以下を含む団体が利用する場合や、小学生以
下を対象にした事業などで利用するときは、利用時
間区分、冷暖房使用を問わず1日550円となります。

⑵付帯設備使用料（消費税含む）
設備等名（設置場所）
貸出単位
使用料
音響設備（文化ホール）
※
「マイクを4本以上使用するとき」または「ＣＤ等の音源やアンプ 一式/１回
2,200
を通した楽器を使用するとき」加算します
照明設備（文化ホール）
一式/１回
2,200
※「明転・暗転以外の演出が必要なとき」加算します
グランドピアノ（文化ホール）
１台/１回
2,200
アップライトピアノ（第２研修室）
１台/１回
550
⑶加算・減額措置について
冷暖房使用時
基本使用料の5割を加算します
営利団体や営利目的で利用するとき
冷暖房加算を除く全ての使用料が2倍となります
南丹市または南丹市教育委員会の後援する事業で
利用するとき
冷暖房加算を除く全ての使用料の5割を減額しま
南丹市文化協会・南丹市スポーツ協会加入団体が す（減免申請が必要です）
利用するとき
⑷備考
・各部屋の設備などの詳細はお問い合わせください。
・第1研修室、第2研修室は連結使用可能です。
・料理実習室を会議用として利用するときは、会議室1の金額となります。
●開館時間 午前9時〜午後5時（利用申請に基づき午後10時まで）
●休館日 年末年始（12月28日〜翌年1月4日）
、祝日、月曜日
※夜間・土日は八木支所正面玄関からお入りください。
●予約可能期間 市内の方：1年前から3日前まで
市外の方：6カ月前から3日前まで
※ホールを催しなどで利用する場合は14日前までとします。
●利用申込の受付開始日 2月18日（火）午前9時から一般利用の受付を開始します。
問 八木公民館
TEL（0771）
42-3132（月曜・祝日休館）
※4月以降は八木支所1階八木市民センター事務所にて受付。電話番号の変更はありません。
＝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338号
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遊ｙｏｕひよし・美山文化ホール使用料変更のお知らせ
4月1日からの南丹市生涯学習施設条例の施行に伴い、南丹市日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕ
ひよし」と南丹市美山文化ホールの使用料が変更となります。利用者の皆さまにはご理解いただきま
すようお願いします。
※なお、利用日が4月1日以降であれば、3月31日までに申し込みをされた場合でも変更後の料金が
適用されますのでご注意ください。
＜遊ｙｏｕひよし＞
※施設の正式名称も次の通り変更となります。愛称は「遊ｙｏｕひよし」のままで変更ありません。
変更前
南丹市日吉町生涯学習センター
変更後
南丹市日吉生涯学習センター
●令和2年4月1日以降の使用料（消費税含む）
午前
午後
夜間
区 分 超 過1時 間 に
利用時間区分
9：00〜 13：00〜 18：00〜 つき（最長2時間ま
部屋名など
12：00 17：00 22：00 で）
ホール
可動式客席
6,160
8,250
9,020
2,090
ホール（準備・リハ・後片付け 固定200席
3,080
4,120
4,510
1,040
で利用の場合）
（収納可能）
リハーサル室（60.0㎡）
15〜20人
770
1,100
1,210
330
防音仕様・鏡あり
ＩＴ研修室（40.1㎡）
10〜15人
770
1,100
1,210
330
第１会議室（50.2㎡）
20〜30人
990
1,430
1,540
440
第２会議室（50.2㎡）
20〜30人
990
1,430
1,540
440
美術工作室（64.2㎡）
15〜20人
1,210
1,650
1,760
440
和室（16畳）
10〜15人
660
990
1,100
330
厨房・湯沸室（27.4㎡）
約5人
770
1,100
1,210
330
付帯設備使用料（設置場所）
貸出単位
音響設備（ホール）
※
「マイクを４本以上使用するとき」または「ＣＤ等の音源やアンプ
一式/１回
を通した楽器を使用するとき」加算します
照明設備（ホール）
一式/１回
※「明転・暗転以外の演出が必要なとき」加算します
グランドピアノ（ホール）
１台/１回
焼成窯（美術工作室）
焼きあがるまで
楽器類（リハーサル室）
一式/１回
パソコン（ＩＴ研修室）
１台/１回

使用料
2,200
2,200
2,200
2,200
550
440

クラブミーティングルーム
利用期間
年間使用料
26.2㎡（10〜15人） 2部屋に分割可能
4月から翌年3月まで
15,620
備考
・ホール客席は収納可能です（その他設備の詳細はお問い合わせください）。
・リハーサル室、和室は土足禁止です。
・第1、第2会議室は連結使用可能です。
・クラブミーティングルームの利用については、一定の条件を満たしたうえで、利用登録団体認定
申請書を提出し、認定を受ける必要があります。利用登録団体の認定は、毎年3月末および9月末
の年2回です。登録団体には、個別のロッカーを貸与します。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜美山文化ホール＞
●令和2年4月1日以降の使用料（消費税含む）
利用時間区分
部屋名など
ホール

自由席
最大520席
ホール（準備・リハ・後片付け
（うち1階部分
で利用の場合）
300席）
和室（32畳）
25〜30人
会議室１（58.9㎡）
25〜30人
会議室２（29.5㎡）
10〜15人
会議室３（29.5㎡）
10〜15人

午前
午後
夜間
区 分 超 過1時 間 に
9：00〜 13：00〜 18：00〜 つき（最長2時間ま
12：00 17：00 22：00 で）
8,910 11,990 13,090
3,080
4,450

5,990

6,540

1,540

770
770
440
440

1,100
1,100
660
660

1,210
1,210
770
770

330
330
220
220

付帯設備使用料（設置場所）

貸出単位

使用料

音響設備（ホール）
※
「マイクを5本以上使用するとき」または
「ＣＤ等の音源やアンプ
一式/１回
2,750
を通した楽器を使用するとき」加算します
照明設備（ホール）
一式/１回
2,750
※「明転・暗転以外の演出が必要なとき」加算します
グランドピアノ（ホール）
１台/１回
2,200
備考
・ホール客席うち１階部分は最大300席です（その他設備の詳細はお問い合わせください）。
・和室は土足禁止です。
＜共通事項＞
●加算・減額措置について
冷暖房使用時
基本使用料の5割を加算します
営利団体や営利目的で利用するとき
冷暖房加算を除く全ての使用料が2倍となります
南丹市または南丹市教育委員会の後援する事業で
冷暖房加算を除く全ての使用料の5割を減額しま
利用するとき
南丹市文化協会・南丹市スポーツ協会加入団体が す（減免申請が必要です）
利用するとき
●開館時間 午前9時〜午後5時（利用申請に基づき午後10時まで）
●休館日 年末年始（12月28日〜翌年1月4日）
、祝日、月曜日
●予約可能期間 市内の方：1年前から3日前まで
市外の方：6カ月前から3日前まで
※ホールを催しなどで利用する場合は14日前までとします。
問 日吉生涯学習センター TEL（0771）
68-0035
問 社会教育課美山担当
TEL（0771）
68-0044

＝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338号
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人材募集
『FUKUSHI就職フェア』
開催のご案内
京都府下約120法人が出展
する福祉関連では最大級の合
同就職説明会で、その全てが
「きょうと福祉人材育成認証
制度」の認証事業所・宣言事
業所です。福祉の職場に興味
がある方は、ぜひご参加くだ
さい。
●日時 3月8日（日）午後0時
30分〜4時30分
●場 所 みやこめっせ3階第
3展示場
※京都市営地下鉄東山駅から
徒歩８分
●内容 ・介護、障害、児童、
保育、医療、福祉関連法人
などの出展、個人面談
・若手先輩職員のホンネトー
ク：午後0時30分〜
・合 同就職説明会：午後1時
30分〜
●対象 学生（令和3年3月卒
業予定者など）、一般求職
者、福祉・医療系有資格者、
無資格・未経験の方や業界
研究を目的とした学生の方
の来場も歓迎します。
問 福祉職場就職フェア実行委
員会（社会福祉法人京都府
社会福祉協議会）
TEL（075）
252-6297

京都丹波就農サポート講
座の受講生を募集します
令和２年度の受講生を募集
します。
【要申込】
●日時 4月〜11月までの原
則火曜日午後（全10回）
●場所 京都府園部総合庁舎
など
●対象 将来中核的農業者を
目指す方（おおむね45歳以
下）または障がい者就労支
援施設の支援員
●内 容 土壌肥料、病害虫、
6

令和2年（2020年）2月14日発行

野菜、豆類、鳥獣害対策な
どについて学びます。
●定 員 20人（ 書 類 選 考 の
上、4月上旬に受講決定通
知を送付します）
●申込方法 3月19日（木）ま
でに、申込用紙に必要事項
を記入の上、郵送、持参、
ＦＡＸ、電子メールのいず
れかで、お申し込みくださ
い。
※申込書は、京都府南丹農業
改良普及センターおよび農
業推進課に備え付けていま
す。
問 京都府南丹農業改良普及セ
ンター
TEL（0771）
62-0665
FAX（0771）
63-1864
nanshin-no-nantan-nokai@
pref.kyoto.lg.jp

相談会
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 3月4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

問 ＝申込・問合せ先

就職支援セミナーと個別
相談会を開催します
京都ジョブパークのキャリ
アカウンセラーによる就職支
援セミナーと個別相談会を開
催します。お気軽にご連絡く
ださい。
＜就職支援セミナー＞
●日時 3月7日（土）
午前10時～正午
●場 所 日 吉 興 風 交 流 セ ン
ター
●内 容 就職活動の進め方、
求人情報の探し方、応募書
類作成のポイント、面接対
策など
●定員 10人
＜個別相談会＞【要申込】
●日時 3月7日（土）
午後１時～午後5時
●場 所 日 吉 興 風 交 流 セ ン
ター
●内容 就職活動に関する相
談や悩みに対してのアドバ
イスなど
●定員 4人
●申込方法 2月26日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

「特設人権相談」開設の
お知らせ
さまざまな人権問題に関わ
る悩みの相談に、南丹市人権
擁護委員が応じます。
お気軽にご相談ください。
●日時 3月17日（火）
午後1時30分～4時
●場所 日吉支所
●申込方法 電話でお申し込
みください。
問 京都地方法務局園部支局
TEL（0771）
62-0208

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

多重債務無料法律相談の
ご案内

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

ファミサポ「ゆかいなファミ
リーコンサート」のご案内

借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問い合わせ
ください。
【要申込】
●日 時 2月25日（火）午後5
時 ～6時30分（1人30分 以
内）
●場 所 南丹市役所3号庁舎
2階第1会議室
※相談会場が変更になりまし
た。ご注意ください。
●申込方法 2月21日（金）午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。
問 南 丹市消費生活相談窓口
（商工課内）
TEL（0771）
68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観
光室
TEL（0771）
23-4438

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。
【要申込】
●日程 ①3月10日（火）、
②3月24日（火）
●時 間 いずれも午後1時～
午後4時
●場 所 日程①八木公民館1
階和室、②美山支所1階小
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

南丹市ファミリー・サポー
ト・センターの全体交流会と
して、歌のお姉さんによる親子
向けの「ゆかいなファミリー
コンサート」を開催します。
●日 時 3月7日（土）午前10
時50分〜11時40分
（受付：
午前10時30分〜）
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●内容 歌のお姉さんによる
親子向けコンサート（童謡、
アニメソング、手遊び、体遊
び、楽しいおしゃべりなど）
●対象 南丹市ファミリー・
サポート・センター会員と
そのご家族または南丹市在
住、在勤の方
●定員 150名
●申込方法 2月28日（金）ま
でに氏名、電話番号、参加
人数を、来所または電話で
お申し込みください。
問 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）
TEL（0771）
68-0082
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
相続、成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家・
行政書士が相談に応じます。
相談は無料で予約も不要です
ので、お気軽にお越しくださ
い。
●日時 3月4日（水） 午後1
時30分～4時
●場所 八木公民館1階和室
問 京都府行政書士会第3支部
TEL（075）
692-2500

＝メールアドレス

子育て支援（催し）
今どきの出産・育児講座
を開催します
産後早期の母親に対する地
域の子育て支援活動や、お孫
さんの子育てに関心のある方
を対象に講座を開催します。
【要申込】
●日時 3月4日（水）午後1時
30分〜4時35分
●場所 京都府南丹保健所講
堂（園部町小山東町）
＜講義＞
●内容 今どきの子育てとメ
ディアとのつきあい方
●講 師 NPO法 人 子 ど も と
メディア 峯幸司さん
＜講義と沐浴実習＞
●内容 今どきの出産と子育
て〜変わったこと、今も昔
も変わらない大事なこと〜
●講師 助産師 藤垣真貴子
さん 味谷ゆかりさん
●申込方法 2月28日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
問 南丹保健所保健室
TEL（0771）
62-4753

HP ＝ホームページアドレス

南丹市役所公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋをご覧ください
南丹市役所の公式Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ（フェイスブッ
ク）を開設しています。
南丹市のお知らせや地域
のイベント、身近な話題な
どを掲載していますので、
ぜひご覧ください。
URL：https://www.face
book.com/city.nan
tan.kyoto/
QRコード
問 秘書広報課

TEL（0771）
68-0065

〒 ＝郵便番号・住所

第338号
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3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 3月3日（火）午前10
時〜正午
●場所 平屋地域活性化セン
ター（旧平屋小学校）
●内 容 親子リトミック（講
師小谷里美さん）＆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）
●持 ち 物 お 子 さ ん の 着 替
え、お茶、タオルなど
※動きやすい服装でお越しく
ださい。
●申 込 方 法 3月1日（ 日 ）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。
※当日参加も可能ですが、準
備の都合上、できるだけ期
限 までにお申し込み下さ
い。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL 090-6962-6455

おせっかい講演会「入れ
知恵を学ぶ」
「婚活パーティに行ってい
るけれど、なぜかうまくいか
ない」
「結婚したいけれど、何
をすればいいのか分からな
い」といったお知り合いやご
家族がおられる方に向けて、
“入れ知恵”を学ぶ講演会を開
催します。
独身のお知り合いやご家族
に伝えられる“魔法の言葉”
を、コミュニケーショント
レーナーで婚活パーティの司
会者としても活躍されている
竹内博士さんから学びます。
●日 時 3月8日（ 日 ） 午 後1
時30分〜4時
（受付：午後
1時〜）
8
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●場所 おいでーなかわべラ
ンチルーム（旧川辺小学校）
●内 容 ・講演「コレを教え
てあげて！」
・婚活セミナー修了の独身男
性たちによる発表「僕の理
想の家庭像」
・お茶会（意見交換会）
●対象 おせっかいしたい方
（独身の方々や、そのご家
族に世話焼きをしたい方）
※今回のイベントはおせっか
いした い 方 向 け の 企 画 で
す。結婚したいと考えてお
られる独身者は対象ではあ
りません。
●申 込 締 切 3月5日（ 木 ）ま
でに電話またはEメールで
お申し込みください。
問 NPO法人テダス
TEL（0771）
68-3555
（日・月曜休館）
tedasu0827@design.zaq.
jp

親子で酪農体験と牛乳工
場見学会
●日時 3月27日（金）午後0
時40分〜4時30分
●場所 雪印メグミルク（株）
京都工場池上製造所および
谷牧場（南丹市八木町）
※JR八 木 駅 か ら 車 で5分 程
度。駐車場あり。送迎なし。
●内容 酪農体験（乳しぼり、
ほ乳体験、えさやり、牧場
のおはなし）、牛乳工場見
学
※関係機関の要請により酪農
体験を中止する場合は、他
のイベントにて代替実施し
ます。
●定員 45人程度
※南丹市、亀岡市、京丹波町
在住の小学生のおられる家
族（1家族4名程度まで）
※申込者多数の場合は、抽選
を行います。
（初めての方優
先）
※参 加の可否は、開催日の3
日前 ま で に お 知 ら せ し ま
問 ＝申込・問合せ先

す。
●申 込 方 法 3月6日（ 金 ）ま
でに、申込書に必要事項を
記入の上、電話、FAX、E
メールのいずれかでお申し
込みください。
※案内チラシ・申込書は京都
府南丹保健所、子育て支援
課および各支所にあるほ
か、京都府南丹保健所ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。
HP http://www.pref.kyoto.
jp/nantan/ho-kikaku/
index.html
●その他 牧場での家畜伝染
病予防のため、海外へ旅行
された方で開催日までの1
週間以内に帰国された方は
応募をご遠慮ください。
問 京都府南丹保健所福祉室
TEL（0771）
62-0361
FAX（0771）
63-0609
n a n s h i n - h o - n a n t a n fukushi@pref.kyoto.lg.jp

多胎育児家庭のつどい開
催のお知らせ
双子や三つ子などの育児を
されているパパ・ママのみな
さん、子育てに悩みや不安は
ありませんか。同じ多胎育児
中の方で集まり、経験を話し
たり聞いたりして、悩みや不
安、喜びや楽しさを共感でき
る仲間づくりをしましょう。
スタッフもお子さんの見守り
をお手伝いします。
●日時 3月15日（日）
午前10時30分〜正午
（受付：午前10時〜）
※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。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●内容 人形劇団そらまめに
よる人形劇、参加者の交流
●対象 多胎育児中または多
胎出産予定の家庭
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

子育てすこやかセンター
3月事業のお知らせ
＜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。
※気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります
＜子育て広場０歳〜＞
●日 時 3月4日（水）午前10
時30分〜11時30分
●内容 おはなしポケットに
よる絵本の読み語りほか
＜親子リトミック＞
●日 時 3月16日（ 月 ）午 前
10時30分〜11時30分
＜お話会＞
●日 時 3月18日（ 水 ）午 前
10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＞
●日 時 3月26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

＝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＞
◆泣いたあとは、新しい靴をはこう（日本ペンクラブ編）◆明智
光秀の足跡をたどる旅（｢明智光秀の足跡をたどる旅」製作委員
会）◆スノーデン独白（エドワード・スノーデン）◆野中広務権力
闘争全史（大下英治）◆SDGｓとは何か？（安藤顯）◆ＬＧＢＴヒ
ストリーブック（ジェローム・ポーレン）◆年齢別行事ことばか
けハンドブック◆首里城◆世界クルマ文化史（和智英樹訳）◆今
作りたいサコッシュ◆父と母へのごはん便（上田淳子）◆寺田本
家発酵カフェの甘酒・塩麴・酒粕ベストレシピ（寺田聡美）◆へ
たっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくる天然酵母パン（マス
ジマトモコ）◆北欧テイストの部屋づくり◆ものは言いよう（ヨ
シタケシンスケ）◆色紙で楽しむ蒼山日菜の美しいレース切り絵
（蒼山日菜）◆タカラヅカの解剖図鑑（中本千晶）◆抵抗都市（佐々
木譲）◆清く貧しく美しく（石田衣良）◆風間教場（長岡弘樹）◆で
きない相談（森絵都）◆地面師たち（新庄耕）◆キッドの運命
（中島
京子）◆オカシナ記念病院（久坂部羊）◆首（北野武）◆舞鶴の海を
愛した男（西村京太郎）◆女童（めのわらわ）
（赤松利市）◆武士道
鍋島直茂（近衛龍春）◆喧騒の夜想曲（ノクターン）
（日本推理作家
協会編）◆老人初心者の覚悟（阿川佐和子）
＜児童書＞
◆明智光秀（田代脩監修）◆太陽とかげ（藤井旭監修・写真）◆自
分の力で肉を獲る（千松信也）◆魔法のたいこと金の針（茂市久美
子）◆天保の虹（斎藤洋）◆ぼくと賢おじさんと山の学校（村上淳
子）◆霧見台三丁目の未来人（緑川聖司）◆壁抜け男（マルセル・
エーメ）◆レオナルド・ダ・ヴィンチの童話（レオナルド・ダ・ヴィ
ンチ）◆「いただきます」を考える（生源寺眞一）
＜絵本＞
◆ちいさなはなよめぎょうれつ（ナルツィザ・ジミホフスカ）◆
あめおじさん
（にしいあきのり）◆おれ、よびだしになる
（中川
ひろたか）◆10にんのせんにん（佐々木マキ）◆あなたがおおき
くなるひまで（ケイト・バンクス）◆ちび竜（工藤直子）◆おまつ
りをたのしんだおつきさま（マシュー・ゴラブ）◆ジュマンジ
（C.V.オールズバーグ）◆目で見てかんじて（ロマナ・ロマニーシ
ン、アンドリー・レシヴ）◆ピーマン３きょうだいのまんぷくパー
ティー（田代隼人）◆ゆうくんとメダカ（さとうひさえ）
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

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第338号
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催し
第35回八木町ボランティ
ア交流会のご案内
ボランティア活動中の方は
もちろん、地域で何かやって
みたい方など多くの方のご参
加をお待ちしています。
●日 時 2月22日（ 土 ）午 前
10時〜午後3時
●場所 アイリス福祉会 1階
地 域交流スペース多国山
ホール
●テ ーマ 「わくわくボラン
ティアinやぎ2020〜つな
がる笑顔ふ・ふ・ふ〜」
＜午前の部＞
●内 容 「歌っていきいき講
座」
●講師 江藤ゆう子さん
＜午後の部＞
●内容 ボランティア紹介と
レクリエーション
※午前の部、午後の部のみの
参加も可能です。
●参 加費 無料（昼食代とし
て別途500円が必要）
問 南丹市社会福祉協議会
八木事務所
TEL（0771）
42-5480
FAX（0771）
42-4412
n akamura_yuki@nantan.
shakyo.or.jp

多文化共生パーティー
「ＴＵＮＡＧＡＲＵ」開催
南丹・亀岡・京丹波に暮ら
す外国人の方々と距離を縮
め、つながりましょう。外国
から働きに来ている方も日本
人の知り合いを増やす場とし
てください。いろいろな国の
歌やダンス、劇、ゲームの紹
介もあります。
●日時 2月23日
（日・祝）午
後1時30分〜3時30分
●場 所 丹 波 マ ー ケ ス コ
ミュニティホール（京丹波
町）
10
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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

「防災ブレスレットづく
り教室」を開催します
第2回わっかっか！de防災
講座では、パラシュートコー
ドという特殊な紐でブレス
レットを作ります。災害時に
役立つブレスレットをみんな
で楽しく手作りしませんか。
●日時 2月24日（月・休）
午後2時〜4時
●場所 みんなの居場所わっ
かっか!（南丹市日吉町殿
田東小牧2-1）
●参 加 費 800円（ 材 料 費、
ティータイム付き）
●定員 20名（先着順）
問み
 んなの居場所わっかっか!
TEL（080）
9753-9402
w akkakka.2014@gmail.
com

「園部城ウォーキング」
の
参加者を募集します
園部城の遺構や城下町など
を講師の先生とともに徒歩で
巡ります。
【要申込】
※少雨決行
●日 時 2月29日（土）午後1
時30分〜午後4時30分
●集合場所 園部公園駐車場
●講師 大阪商業大学教授
西岡尚也さん
●持ち物 帽子、飲み物、歩
きやすい靴・服装
●対象 小学生以上
●定員 20人（先着順）
●申込方法 前日までに電話
でお申し込みください。
問 南丹市立文化博物館
TEL（0771）
68-0081

問 ＝申込・問合せ先

「南丹市の未来を語り
合ってみませんか」開催
佛教大学社会学部「南丹市
の将来研究会」では、市民の
みなさんと一緒に考えるワー
クショップを地域ごとに開催
し ま す。 大 学 が 行 っ てき た
地域研究を報告しつつ、地域
の特性を生かした未来につい
て語り合いたいと考えていま
す。
＜八木地域＞
●日時 2月29日（土）
午後2時〜4時
●場所 八木公民館
問 佛教大学社会学部 南丹市
の将来研究会
TEL
（075）

491-2141内線6621
（大
束研究室）
t-otsuka@bukkyo-u.ac.jp

園部吹奏楽団第44回定
期演奏会のお知らせ
午後のひととき、園部吹奏
楽団の演奏をお楽しみくださ
い。団員一同、皆さんのご来
場をお待ちしています。
●日時 3月1日（日）
午後2時〜
（開場：午後1時30分〜）
●場所 国際交流会館イベン
トホール
＜第1部オリジナルステージ＞
●内容 行進曲「春」、夢幻の
如くなり、魔女の宅急便セ
レクション（客演指揮 山
川すみ男）
＜第2部ポップスステージ＞
●内容 時の流れに身をまか
せ、 風 笛 〜 あ す か の テ ー
マ 〜、 ア ン バ ー・ ド リ ー
ム、Let’s Goクラシック、
Lemonほか
問 園部吹奏楽団
TEL（090）
3352-7713

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
昔懐かしい童謡唱歌や昭和
の歌を生伴奏で一緒に歌い、
楽しいひと時を過ごしません
か。
●日時 3月1日（日） 午後2
時〜午後4時
●場 所 「みんなの居場所
わっかっか！」
（日吉町殿田
東小牧2-1）
●運 営協力金 500円（ティ
ータイム付き）
※中学生以下は無料
問 みんなの居場所わっかっか!
TEL（080）
9753-9402
w akkakka.2014@gmail.
com

「おとなの読書会」５周年
企画を開催します
フリー編集者として、多く
の本の出版に関わっておられ
る早川茉莉さんのトークライ
ブを開催します。
【要申込】
●日時 3月5日（木）
午後2時から4時まで
●場所 美山文化ホール１階
会議室
●申込方法 電話でお申し込
みください。
問 美山図書室
TEL（0771）
68-0046

「八木城（城山）ハイキン
グ」参加者を募集します
城山（標高330ｍ）に登り八
木城跡を見学します。山頂で
昼食をとり、眺望を楽しみま
しょう。
【要申込】
※雨天中止
●日 時 3月8日（日）午前10
時30分〜午後3時30分
●集合場所 JR八木駅
※駐車場はありません。
●持ち物 昼食、飲み物、歩
きやすい靴・服装
●対象 小学生以上
●定員 20人（先着順）
＝メールアドレス

●参加費 100円（保険料）
●申込方法 前日までに電話
でお申し込みください。
問 南丹市立文化博物館
TEL（0771）
68-0081

氷室の郷「シイタケ栽培
教室」参加者募集
あなたも椎茸栽培に挑戦し
てみませんか。シイタケほだ
木に菌打ちして持ち帰り栽培
していただきます。
●日時 3月15日（日）
午前10時〜正午
●場所 南丹市八木農村環境
公園「氷室の郷」草木工房前
●内容 椎茸菌打込み
●参加費 4,000円
●定員 20人（先着順）
●持ち物 手袋、帽子、作業
着
※参加者には、菌入り原木５
本（800円/１本）をお持ち
帰りいただきますので、
持ち帰るための準備をして
お越しください。工具は当
園で準備します。
●申 込 方 法 3月7日（ 土 ）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 八 木農村環境公園
「氷室の
郷」
TEL（0771）
43-1128
FAX（0771）
43-2109
（月曜休館）

「地域ケア推進会議公開
講座」のご案内
「人生百年時代」といわれ、
これまで長寿期の高齢者を支
えてきた家族の姿も激変して
います。今回のテーマは「老い
支度」です。皆さんお誘い合わ
せの上、お越しください。
●日時 3月10日（火）
午後1時半〜3時半ごろ
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●定員 200人

HP ＝ホームページアドレス

●内 容 「 百 ま で 生 き る‘ 覚
悟’〜超長寿時代の‘身じま
い’の作法」
●講 師 春日キスヨさん（臨
床社会学者）
●連絡先 南丹地域包括支援
センター
問 園部 TEL（0771）
68-3150
問 八木 TEL（0771）
43-0551
問 日吉 TEL（0771）
72-0214
問 美山 TEL（0771）
75-1006

「ありがとう八木公民館」
のつどいを開催します
42年間ご利用いただいた
八木公民館が、4月から南丹
市八木市民センターに機能移
転するため、3月末をもって
閉館します。感謝の気持ちを
込めて仕舞いのイベントを開
催します。ご来場お待ちして
おります。
●日時 3月20日
（金・祝）午
後1時30分〜4時
（開場：午後1時〜）
●場 所 八木公民館3階大集
会室
●内 容 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ
ションと高石ともやさんふ
れあいコンサート
●入場料 無料（申込不要）
●座 席数 200席（全席自由
席）
●そ の他 保育ルーム（八木
公民館１階和室）を午後1
時30分〜3時まで開設しま
す。
（事前に申し込みが必要
です）
＜八木公民館 思い出アルバ
ム写真展示＞
●日 時 3月13日（ 金 ）午 前
10時〜3月22日（日）午後5
時
●場 所 八木公民館1階玄関
ギャラリー
●内容 八木中央公民館時代
からの思い出アルバム写真
展示など
問 八木公民館
TEL（0771）
42-3132

〒 ＝郵便番号・住所

第338号
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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

京都トレーニングセン
ターからお知らせ
＜女性限定筋トレ教室＞
【要予約】
●日時 3月14日（土）
午前10時30分〜正午
●場所 京都トレーニングセ
ンターウエイトトレーニン
グルーム
●内 容 ス ト レ ッ チ、 ス ク
ワット（自分の体重を基本
にまずはフォームを身につ
けましょう。筋力に応じて
重りをつけていきます。）、
ダンベルトレーニングなど
●参加費 1,500円
●対象 18歳以上の女性（医
師から運動制限を受けてい
る方はご遠慮ください。）
●定員 8人（先着順）
（4人に
満たない場合は中止）
●申 込 方 法 3月7日（ 土 ）ま
でに、京都トレーニングセ
ンターホームページ内専用
フォームからお申し込みく
ださい。
問 京都トレーニングセンター
TEL（0771）
82-2460
HP http://www.kyoto-tc.com/
ktc@kyoto-tc.com
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7
京都府立丹波自然運動公園内
（月曜休館）
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丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日時 2月28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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要予約】
●日時 3月17日（火）
午前9時〜競技開始
●場所 陸上競技場・補助競
技場
●内 容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●参加費 1,500円（お弁当・
お茶付き）
●定員 384名
●対象 どなたでも
●申込方法 2月17日（月）午
前9時より団体受付開始。
住所、氏名（ふりがな）、性
別、生年月日、電話番号、
ＦＡＸ番号を必ずご記入の
上、はがき、ＦＡＸ、Ｅメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
＜天文教室＞
【要予約】
●日時 3月7日（土）
午後7時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月・金星・冬の星座
など観望
●参加費 300円
●定員 50人
●対 象 小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●申 込 方 法 3月6日（ 金 ）ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、は
がき、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
※当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7

問 ＝申込・問合せ先

美山地域情報
みやまスポーツクラブ
「スポーツのつどい」
誰でも気軽に参加できるい
ろんな種目のスポーツを用意
しています。
●費用 会員:無料
会員以外：1回100円
＜グラウンドゴルフ＞
●日時 2月19日（水）
午後1時〜
●場所 自然文化村いきいき
ドーム
＜親子リトミック＞
●日時 3月3日（火）
午前10時〜
●場所 平屋地域活性化セン
ター
＜ソフトバレーボール＞
●日時 3月14日（土）
午後8時〜
●場所 大野地域活性化セン
ター
問 みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）
TEL（0771）
68-0044

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
新たな財源確保と地域経済
の活性化を図るため、南丹市
ホームページのバナー広告を
募集しています。
【有料・要申込】
市ホームページのトップ
ページ下部にある「バナー広
告募集中」をご確認いただく
か、秘書広報課までお問い合
わせください。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

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

市役所本庁 2 号庁舎 3 階
美山支所 1 階

日

程

2 月 17 日(月)～3 月 16 日(月)
※土日祝を除く

301 会議室

2 月 20 日(木)、2 月 27 日(木)、3 月 5 日(木)、
3 月 12 日(木)

大会議室

※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）

【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、
※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。
山林所得、先物取引に係る所得）

※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。

◆
◆
◆
◆
◆

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)

▼所得税の確定申告をされた方

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

▼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

ア)勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方

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

イ)前年の中途で退職し、再就職していない方

28 万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)＋16 万 8 千円

ウ)給与以外の所得がある方

※控除対象配偶者及び扶養親族のない方は 28 万円

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

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。

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

・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

▼非上場株式の配当所得がある方

【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◇

＝メールアドレス

税務課

HP ＝ホームページアドレス

TEL(0771）68-0004
〒 ＝郵便番号・住所

第338号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年2月16日〜29日）

◇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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