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・高齢運転者等の安全運転の
励行
・自転車の安全利用の推進
問 危機管理対策室
TEL（0771）
68-0021

南丹市立図書館臨時開館
のお知らせ

新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、お知らせな
んたんに掲載した催しなどが
中止や延期になる場合があり
ます。開催の有無については、
問い合わせ先までご確認くだ
さいますようお願いします。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065

南丹市立図書館は、毎月最
終木曜日を図書整理のため休
館日としていますが、次の日
は開館します。
●開館日 4月30日、7月30
日、8月27日（各木曜日）
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

令和２年春の全国交通安
全運動について

あゆみ工房移転のお知ら
せ

「春の全国交通安全運動」を
実施します。
家庭や学校、職場などで交
通安全について話し合ってい
ただき、交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践をお
願いします。
●実施期間 4月6日（月）〜
4月15日（水）
交 通事故死ゼロを目指す
日:4月10日（金）
●運 動スローガン 「ゆとり
ある マナーで春めく 京
のまち」
●運動重点
・子供を始めとする歩行者の
安全の確保

これまで南丹市美山障害者
支援施設として開設していま
した「あゆみ工房」は、3月末
で市の施設としては終え、4
月からは一般社団法人あゆみ
会が「あゆみ工房」として次の
場所で開設され、これまでと
同様に障がいのある方の支援
事業が行われることになりま
したので、お知らせします。
●場所 平屋地域活性化セン
ター(旧平屋小学校)
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

お知らせ
新型コロナウイルスの感
染拡大の防止について

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

固定資産縦覧帳簿の縦
覧・課税台帳の閲覧
令 和2年1月1日 現 在 の 土
地・家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧ならびに固定資産税課税台
帳の閲覧をしていただけま
す。
●縦覧期間 4月1日（水）〜
6月1日（月）
※土・日・祝日は除く
●閲覧期間 通年
※土・日・祝日は除く
●縦 覧・閲覧時間 午前8時
30分〜正午、午後1時〜5
時
●縦覧・閲覧場所 税務課お
よび各支所総務課
●縦覧対象者 固定資産税の
納税者、同居の親族、納税
管理人、法定相続人、代理
人
●閲覧対象者 固定資産の所
有者・納税義務者、同居の
親族、納税管理人、法定相
続人、代理人、借地・借家
人（有償で借りていること）
※縦 覧・閲覧いただく際は、
来庁者の本人確認ができる
もの（運転免許証など）と、
印鑑をご持参ください。ま
た、法定相続人の場合は、
相続関係が確認できるもの
（戸籍謄本など）、代理人の
場合は、個人・法人の委任
状（押印必要）、借地・借家
人の場合は賃貸借契約書が
必要です。
問 税務課
TEL（0771）
68-0004
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軽自動車税(種別割)の減免申請について
4月1日現在において、次の①〜④のいずれかに該当される方は、申請により本人または生計を同
一にする方の軽自動車税（種別割）の減免を受けることができます。
（1台のみ）
※自動車税（種別割）の減免と重複して受けることはできません。
軽自動車税（種別割）の減免を申請される方は、納税通知書がお手元に届いた後、4月23日（木）ま
でに必要書類を揃えて税務課または各支所総務課へ申請してください。
今年度は納税通知書発送から減免申請までの期間が短いため期限内の申請ができない場合や、や
むを得ない事情がある場合は、期限までに税務課にご相談ください。
減免の決定者には、後日「軽自動車税（種別割）減免決定通知書」を送付します。なお、軽自動車の
使用状況によっては減免できないことがありますのでご了承ください。
また、令和元年度に減免を受けておられる方で状況に変更がない場合は、
「減免継続届 兼 現況報告
書」の提出による継続申請ができます。対象者には個別に案内文書を送付していますのでご確認くだ
さい。
●申請期限 4月23日（木）
●必要書類 納税通知書（納付書）、減免申請書、車検証、障害者手帳など障がいの区分および級を
証するもの、運転者の免許証、納税義務者の印鑑・個人番号カードまたは通知カード
※減免申請書の様式は、市ホームページからもダウンロードできます。
●対象
①身体障害者手帳の交付を受けておられる方
※障がいの級別は総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。
障がいの区分
障がいの級別
視覚障がい
1〜4級までの各級
聴覚障がい
2〜4級までの各級
平衡機能障がい
3級および5級
3級（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合
音声機能障がい
に限る）
上肢不自由
1〜3級までの各級
下肢不自由
1〜6級までの各級
体幹不自由
1〜3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳
上肢機能
1〜3級までの各級
移動機能
1〜6級までの各級
病変による運動機能障がい
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1〜4級までの各級
肝臓機能障がい
②戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分
重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障がい
特別項症〜第6項症までの各項症
聴覚障がい
特別項症〜第4項症までの各項症
平衡機能障がい
特別項症〜第2項症までの各項症（喉頭摘出によ
音声機能障がい
る音声機能障がいがある場合に限る）
上肢不自由
特別項症〜第6項症までの各項症
下肢不自由
特別項症〜第6項症までの各項症および第1款症
体幹不自由
〜第3款症までの各款症
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
特別項症〜第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
肝臓機能障がい
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ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

③療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度の障がい（京都府発行の場合は療育手帳A）を有
する方
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、1級の障がいを有する方
●その他 その構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車（賃貸借により他に
貸し付けるものは除く）も減免の対象となります。
問 税務課 TEL（0771）
68-0004

南丹市災害時要配慮者支
援台帳登録のご案内
災害時に自力で避難するこ
とに不安のある方が、必要な
支援を迅速に受けられるよう
にするため、要配慮者の情報
を事前に把握し、関係機関と
市で共有します。登録を希望
される方はお申し込みくださ
い。
●対象者 次の①〜⑤のいず
れかに該当する在宅の方
①身 体障害者手帳2級以上、
療育手帳A、精神障害者保
健福祉手帳1級をお持ちの
方
②介 護保険制度で要介護3以
上の認定を受けている方
③65歳以上のひとり暮らし
の方、75歳以上のみで構
成されている世帯の方
④人工透析を受けている方
⑤上記のほか特に支援が必要
な方
●事 前把握する情報 住所、
氏名、性別、生年月日、電
話番号、家族の状況、緊急
連絡先、地域の支援者、身
体の状況など
●情 報 共 有 す る 機 関 消 防
署、消防団、警察署、社会
福祉協議会、民生児童委員、
区（自治会、地域振興会）、
市役所
●必要なもの 申請書、印鑑
※申請書は福祉相談課および
各 支所に備え付けていま
す。市ホームページからも
ダウンロードが可能です。
※外国語の申請書などもあり
ます。必要な方はお問い合
わせください。
●申込期間 申し込みは随時
受け付けていますが、次回
＝メールアドレス

の関係機関に配布する台帳
へ掲載を希望される方は、
5月15日（金）までにお申し
込みください。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

特定健康診査の受診につ
いて
南丹市国民健康保険以外の
医療保険に加入されている被
扶養者の方でも、医療保険者
が発行する「令和2年度特定
健康診査受診券」があれば、
市が実施するがん検診（集団
検診）と同時に特定健康診査
を受診していただけます。
●申込方法 医療保険者が発
行 す る「 令 和2年 度 特 定 健
康診査受診券」と保険証を
お持ちの上、保健医療課で
お申し込みください。
※集団健診当日の混乱を防ぐ
ために、受診希望日の2週
間前までに必ずお申し込み
ください。
●注意事項
①
「特定健康診査受診券」の送
付時期は各医療保険者、職
場に よ っ て 異 な り ま す の
で、ご加入の医療保険者に
ご確認ください。
②特定健康診査の自己負担金
は、医療保険者によって異
なります。
③医療保険者によっては、南
丹市集団健診での受診がで
きない場合があります。ご
加入の医療保険者にご確認
ください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

HP ＝ホームページアドレス

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

〒 ＝郵便番号・住所

インターネット生活を始
めませんか
もっと便利に、安心に。
南丹市情報センターがサ
ポートします。
●月額定額料金 3,080円
※プロバイダー料込みの金
額です。(有線テレビご
加入の方が対象です。別
途、 有 線 テ レ ビ 利 用 料
(1,540円/月)が 必 要 で
す。また、ご加入の際、
加入分担金と工事費が必
要となります。)
●通信速度 100Mbps
※ベ ス ト エ フ ォ ー ト 型 の
サービスです。
●セキュリティー・サポー
トの充実
※トラブルの際はお問い合
わせください。
問 南丹市情報センター
TEL（0771）
63-1777
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令和2年度人間ドック利用助成のご案内について
南丹市国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者の方を対象とした令和2年度短期人間
ドック利用助成の申請を4月1日より受け付けします。
（年度内に1人1回限り）
受診日は4月15日以降で予約してください。
●自己負担金 各受診機関の短期人間ドック受診費用のおおむね3割（基本健診部分のみ）
※基本健診部分以外のオプション部分は、全額個人負担となります。オプションの内容は、各医療
機関によって異なります。
●取扱医療機関
医療機関名
電話番号（ご予約・お問い合わせ先）
京都中部総合医療センター
（0771）42-2566
（健診センター直通）
明治国際医療大学附属病院
（0771）72-1221
京都工場保健会
（0120）823-053
御池クリニック
（075）823-3080
四条烏丸クリニック
（0120）012-770
京都予防医学センター
（075）811-9137
京都桂病院
（075）392-3501
※全ての医療機関で、頭部MRI（脳ドック）の受診ができます。
※頭部MRI（脳ドック）は、オプション（全額個人負担）です。
●利用方法
①受診を希望される医療機関に受診日、受診内容の予約をしてください。
②被保険者証を持参の上、受診日の2週間前までに市民環境課または各支所総務課で人間ドック利用
助成の申請書を提出してください。
（申し込み時に予約いただいた受診日、受診内容等を確認しま
す）
③後日、市から送付する短期人間ドック「利用券」を必ず持参の上、取扱医療機関で受診してください。
なお、予算の範囲内での助成となりますので、ご希望に添えない場合があります。
※人間ドック利用券の申請をせずに受診された場合は、全額個人負担となりますのでご注意くださ
い。
＜国民健康保険短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
南丹市国民健康保険被保険者で次の①〜③全てに該当する方
①南丹市国民健康保険に6カ月以上加入している方
②納期到来の国保税を完納している世帯に属する方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
※令和2年度内に次の年齢に到達される方、または、令和元年度内に一度も医療機関などで受診され
なかった世帯の方は、令和2年度の人間ドック基本健診部分の自己負担金が無料となります。
（オプ
ションは全額個人負担）
・満30歳…平成2年4月2日〜平成3年4月1日生まれ
・満40歳…昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日生まれ
・満50歳…昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日生まれ
・満60歳…昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ
＜後期高齢者短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
南丹市民の方で、下記の①〜③全てに該当する方
①京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である方
②納期到来の後期高齢者医療保険料を完納している方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
問 市民環境課
TEL（0771）
68-0011
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「祭りを通じた東京2020
大会」応援プログラム

「東京五輪音頭 元気祭
2020」
参加プログラム

（公財）東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織
委員会では、地域の祭りを東
京2020応援プログラムとし
て認証します。
●対 象 非営利団体
（実行委
員会を含む）
●対象事業
・日本の伝統文化の振興や地
域の活性化などを通じ、東
京2020大 会 の 機 運 醸 成、
盛り上げに寄与するもの
・3月20日（金・祝）〜 9月30
日（水）の期間に、日本国内
で実施されるもの
●内容
・
「オリンピック」、
「パラリン
ピック」、
「 東京2020大会」
などの言葉をタイトル以外
の文章（説明文・告知文な
ど）で使用できます。
・東 京2020応 援 マ ー ク（ 祭
り）を、ポスター、のぼり、
横断幕、HP等に使用でき
ます。
●申請方法 5月29日（金）ま
でにお電話ください。
問 東京2020参画プログラム
コールセンター
TEL（0570）
00-6620
（受 付時間：平日午前9時〜
午後5時）

（公財）東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織
委員会では、福祉施設を対象
に東京五輪音頭を楽しんでい
ただけるよう、東京五輪音頭
の活用ができます。
●対 象 施 設
（ 以 下 の2つ の 条
件を満たす施設が対象とな
ります。）
・運 営主体が地方公共団体、
公益法人（公益財団・社団
法人、独立行政法人、社会
福祉法人等）、自治体から
施設の運営を受託している
医療法人（自治体からの受
託施設のみ対象）、その他
非営利団体（NPO法人等）
であること
・高齢者、または、障がい者
（児）の福祉サービスを実施
する施設であること
●内容
・CDに合わせて歌の練習を
する
・祭りガーランドを施設内で
飾るなど
※CDおよび祭りガーランド
は大会組織委員会より送料
のみ有料で配布されます。
●申請方法 5月29日（金）ま
でにお電話ください。
問 東京2020参画プログラム
コールセンター
TEL（0570）
00-6620
（受 付時間：平日午前9時〜
午後5時）

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

相談会
行政相談委員による定例
相談所の開設について
総務省では、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。
●日時 4月14日（火）
午後1時30分〜3時30分
●場 所 市 役 所3号 庁 舎2階
第2会議室
問 総務省 京都行政監視行政
相談センター 行政監視行
政相談課
TEL（075）
802-1100
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

子育て支援(催し)
子育てすこやかセンター
４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。
＜お話会＞
●日時 4月17日（金）
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＞
●日時 4月22日（水）
午 前10時30分 〜 11時30
分
※バスタオルをご持参くださ
い。
＜親子リトミック＞
●日時 4月24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

第341号
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令和2年度
「さくら楽習
館」
受講生を募集します

催し
元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて気持ち良く体を動かすリ
ズム体操、筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市介
護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽し
く体を動かして生き生きとした元気な生活をめざしませんか。
●日程など
会場
時間
日程
4月6日、13日、20日、
27日、
旧摩気小学校
午前10時30分〜正午 5月11日、18日、25日、
（園部）
6月8日、15日、22日
（各月曜日）
4月2日、9日、16日、
23日、
こむぎ山健康学
午後2時〜3時30分
5月7日、14日、21日、
園（園部）
6月4日、11日、18日
（各木曜日）
4月7日、21日、28日、
美山保健福祉セ
5月12日、19日、26日、
午後2時〜3時30分
ンター（美山）
6月2日、9日、16日、
23日（各火曜日）
4月3日、10日、24日、
5月8日、15日、22日、
八木老人福祉セ
午前10時30分〜正午 29日、
ンター（八木）
6月5日、12日、19日
（各金曜日）
4月3日、10日、17日、
5月1日、8日、15日、
殿田とーくほー 午前10時〜11時30 22日、
6月5日、12日、19日
る（日吉）
分
（各金曜日）

胡麻基幹集落セ
午後2時〜3時30分
ンター（日吉）

4月3日、10日、24日、
5月1日、8日、15日、
29日、
6月5日、12日、19日
（各金曜日）

●体操指導 元気アップなんたん（南丹市介護予防サポーター）
●参 加費
500円/回
10回前払いは3,500円（上記日程で
10回有効）
●参加方法 申込不要、直接会場にお越しください。
※会場の都合で日程変更になる場合があります。
問 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
（横山）
TEL 080-4242-4734
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016
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問 ＝申込・問合せ先

生涯学習講座「さくら楽習
館」の受講生を募集します。
●開設期間 4月〜令和3年3
月
●受講資格 南丹市在住の市
民
●講座内容 開講式、閉講式
を含め5回開催
●受 講料 年間300円（講座
内容により実費徴収の場合
あり）
●募集期間 随時募集
●申込方法 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（美山支所内）のいずれ
かへ、お申込みください。
※申込用紙は各事務所に備え
付けてあります。申し込み
された方には、講座の案内
を送付します。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850

外国人のための日本語教
室を開催します
市内で暮らす外国人が、市
民の支援者と一緒に日本語を
勉強します。
●日時
①4月5日〜6月21日（毎週日
曜日・全11回）
午前9時〜10時30分
※ただし、5月3日（日・祝）を
除きます。
②4月9日〜6月25日（毎週木
曜日・全11回）
午後6時30分〜8時
※た だ し、5月7日（ 木 ）を 除
きます。
※期間の途中からでも受講で
きます。
●場 所 国際交流会館2階研
修室
●対 象 市 内 に 住 ん で い る
か、働いたり勉強したりし
ている外国人の方。
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●申 込方法 事前に、参加教
室①または②）、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。
＜日本語支援ボランティアを
募集します＞
関心がある方は協会に連絡
の上、見学に来てください。
●対象 市内在住、在勤また
は在学の方
※経験は問いません。資格も
不要で外国語ができなくて
も大丈夫です。
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

氷室の郷「子供造形教室」
参加者募集
自分の手でモノづくりを楽
しむ時間を、子供たちに体験
させてみませんか。
●日時 第1回4月18日（土）
※毎月第3土曜日に開催
＜午 前の部＞午前10時〜正
午
＜午後の部＞午後1時30分〜
3時30分
●前半作品スケジュール 第
1回 4月18日（土）くるく
るスペースマジック、第2
回 5月16日（土）けん玉ス
イーツvs粉もん、第3回 6
月20日（土）未確認飛行物
体 制 作、 第4回 7月18日
（土）GO!GO!∞カート
●場 所 八 木 農 村 環 境 公 園
「氷室の郷」草木工房
●対 象 小 学 生（ 新1年 生 〜
新6年生）
●参 加 料 金 お 1 人（ 1 回 ）
700円
●定員 各部30名（先着順）
●持ち物 お茶・筆記用具・
ハサミ・のり・よごれても
良い服
＝メールアドレス

●申 込 方 法 4月5日（ 日 ）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：休館日）

健康づくり教室を開催し
ます
●日 時 4月8日、22日（ 各
水曜日）
午前10時30分〜正午
●場所 五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎 五ケ
荘）
●内容 健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
問 住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）
73-0605

八木町神吉「風の市」の
お知らせ
今年も4月から毎月第2土
曜日に地域内外の皆さんとの
親睦、交流を目的に手づくり
市を開催致します。神吉地域
のゆったりと流れる時間の中
で、楽しいひと時を過ごしま
せんか。
●日時 4月11日（土）
午前10時〜午後1時
●場所 八木神吉自治振興会
館前広場（旧神吉小学校横）
※雨天時は神吉自治振興会館
内
●内容 野菜、鯖（巻き）寿司、
手づくり弁当、ちらし寿司、
あみがさ団子、たこ焼き、
大判焼き、美山特産品、婦
人服販売など
※当日変更になる場合があり
ます
●その他 中止になる場合が
あります。
問 風の市を盛り上げる会
代表 松崎祐紀代
TEL 090-6961-1021

HP ＝ホームページアドレス

園部地域情報
「ふれあい教室」
の参加者
を募集します
高齢者の憩いの場として、
地域の公民館などで趣味活動
をする「ふれあい教室」を実施
していますので、ご参加くだ
さい。まずは見学だけでも結
構です。
●日程・場所
＜月1回実施＞
実施日
実施場所
曽我谷公民館、
第1火曜日
高屋公民館
埴生公民館、
第2火曜日
殿谷公民館
＜月2回実施＞
実施日
実施場所
新町公民館、小
山西町教育集会
所、美園町公民
館、 南 部コミュ
第 1、3火
ニティセンター、
曜日
北部コミュニティ
センター、 船岡
文 化 セン ター、
越方公民館
黒田公民館、竹
井公民館、仁江
第 2、4 火 公民館、大西公
民館、半田公民
曜日
館、大河内公民
館
※実施日が祝日の場合は、翌
週の火曜日に変更します。
●時間 いずれも午前9時30
分〜11時30分
●対象 園部地域在住のおお
むね65歳以上で、デイサー
ビスを利用していない方
●内容 手芸、園芸、歌と手
遊び、クラフトテープでも
のづくり、脳トレ&ゲーム、
体操、健康教室など
●費用 内容により材料費の
自己負担あり（必要に応じ
て800円まで）
●申込方法 「ふれあい教室」
の会場にお越しいただき、
お申し込みください。
※初回時は、必ず印鑑をご持
参ください。
問 南丹市福祉シルバー人材セ
ンター
TEL（0771）
63-5320

〒 ＝郵便番号・住所

第341号

7

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年4月1日〜15日）
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