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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
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、
ホームページもしくは問い合
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

まちづくりデザインセン
ター開館時間を変更
4月1日から開館時間を一
部変更しました。
●変更後の開館時間
・水、木、金曜日
午前10時～午後6時
・土曜日
午前10時～正午
問 まちづくりデザインセンター
TEL（0771）
68-3555
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019

第11回特別弔慰金が支
給されます
●支給対象者 戦没者などの
死亡当時のご遺族で、令和
2年4月1日時点で、恩給法
による公務扶助料や戦傷病
者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金などの受給者が
いない場合に、次の順番に
よる先順位のご遺族1人に
支給されます。
①令和2年4月1日までに、戦
傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生
計関係を有していたなどの
要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わ
ります。
④上記①～③以外の戦没者な
どの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引
き続き1年以上の生計関係
を有 し て い た 方 に 限 り ま
す。
●支給内容 額面25万円、5
年償還の記名国債
●請 求期間 令和5年3月31
日まで
※請求期間を過ぎると今回の
弔慰金を請求できなくなり
ますので、ご注意ください。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

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

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 3,140円
※プロバイダー料込みの金額
です。
※有線テレビの加入が必要で
す。
（加入分担金と工事費が
それぞれ必要となります。）
●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合わせ
ください。
問 南丹市情報センター
TEL（0771）
63-1777

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
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info@city.nantan.lg.jp

1

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。
また、今年度よりスマートフォンアプリを使用してPayPay・ LINE Pay請求書支払いで納付する
ことができます。
●令和2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

6月1日（月）

6月30日（火）

第2期

7月31日（金）

8月31日（月）

第3期

9月30日（水）

11月2日（月）

第4期

11月30日（月）

12月28日（月）

期別

国民健康保険税（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第1期

6月30日（火）

7月31日（金）

第2期

7月31日（金）

8月31日（月）

第3期

8月31日（月）

9月30日（水）

第4期

9月30日（水）

11月2日（月）

第5期

11月2日（月）

11月30日（月）

第6期

11月30日（月）

令和3年1月4日（月）

第7期

国民健康保険税
12月28日（月）

令和3年2月1日（月）

介護保険料
令和3年1月4日（月）

第8期

令和3年2月1日（月）

令和3年3月1日（月）

第9期

令和３年3月1日（月）

令和3年3月31日（水）

第10期

令和３年3月31日（水）

※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。
●新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する猶予制度について
 新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような理由で市税などの納付が困難である場
合には、法令及び条例に基づき、猶予制度を受けることができる場合がありますのでご相談くだ
さい。
・納税者が営む事業を廃止し、又は休止したとき
・納税者が営む事業に大きな損失を受けたとき
●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。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●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、市税や国民健康保険税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）の前月末までにお申し込みください。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。
※
「ペイジー口座振替受付サービス」の開始により、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。
（りそな銀行を除く）
●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（種別割）を除く市税などの納付の確認については、口座振替・クレジット納付済通知
書は発行しませんので、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。
ま
 た、スマートフォンアプリ（PayPay・ LINE Pay請求書支払い）納付についても領収証書などは
発行しませんので、納付の履歴は利用明細などにてご確認ください。
問 税務課 TEL（0771）
市府民税、固定資産税・都市計画税
68-0004
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料 問 市民課 TEL（0771）68-0011
問 高齢福祉課 TEL（0771）
介護保険料
68-0006
市税、国民健康保険税の徴収業務移管分 問 京都地方税機構中部地方事務所 TEL（0771）22-3884

慰霊巡拝の参加者を募集します
厚生労働省主催の令和2年度慰霊巡拝についてお知らせします。
慰霊巡拝地域
地

実施予定
期 間

名

申し込み
締切日

１ ビスマーク諸島

10月10日（土）～17日
（土）

6月3日（水）

２ ミャンマー

11月12日（木）～20日
（金）

6月16日（火）

３ トラック諸島

10月23日（金）～28日
（水）

6月17日（水）

４ 硫黄島（1次）

11月10日（火）～11日
（水）

7月10日（金）

５ フィリピン（1班・2班・3班）

令和3年2月19日（金）～ 26日
（金）

9月9日（水）

６ 硫黄島（2次）

令和3年2月16日（火）～ 17日
（水）

10月5日（月）

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、実施地域によっては慰霊巡拝が中止され
る可能性があります。
※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用についても参加者負担があります。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

＝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344号
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相談会

子育て支援（催し）

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

南丹市では、京都弁護士会
にご協力いただき、無料法律
相談会を開催いたします。６
月の開催予定は下記のとおり
ですので、お気軽にご利用く
ださい。
【要申込】
●日程 ①6月3日（水）、
②6月16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 生涯学習センター第2会
議室
●定員 6人（先着順）
●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～＞
「親子で３Ｂ体操を楽しもう」
●日時 6月18日（木）
午 前10時30分 ～ 11時30
分
＜子育て広場０歳～＞
「親子でヨガを楽しもう」
●日時 6月19日（金）
午 前10時30分 ～ 11時30
分
＜親子リトミック＞
●日時 6月24日（水）
午 前10時30分 ～ 11時30
分
＜ベビーマッサージ＞
●日時 6月26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

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
info.nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp

●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

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＞
◆作って楽しむプログラミングｉＰｈｏｎｅアプリ超入門（片渕彼富）◆全国大人になっても行きた
いわたしの絵本めぐり◆今こそ持ちたい手作りのエコバッグ◆うちのカレー（山口恵以子）◆はじめ
ての生米パン（リト史織）◆発注いただきました！（朝井リョウ）◆うちの父が運転をやめません（垣谷
美雨）◆９０歳セツの新聞ちぎり絵（木村セツちぎり絵）◆いきなり動画の達人になる本（伊藤正治,佐
藤克則）◆明智光秀と細川ガラシャ（井上章一、呉座勇一他）◆東京、はじまる（門井慶喜）◆旅ごはん
（小川糸）◆パンツははいておけ（早乙女かな子）◆空気を読む脳 （中野信子）◆米の日本史（佐藤洋一
郎）◆高血圧の献立◆オイルじゃなくて水だからふとらないシフォンケーキ（茨木くみこ）◆書いて、
捨てる！（筆子）◆しない片づけ（ごんおばちゃま）◆世界の神様解剖図鑑（平藤喜久子）◆くらべる京
都（岡部敬史）◆もっと美しき小さな雑草の花図鑑（大作晃一写真）◆花と昆虫のしたたかで素敵な関
係（石井博）◆帝都地下迷宮（中山七里）◆医者が教えるサウナの教科書（加藤容崇）◆図解身近にあふ
れる「放射線」が３時間でわかる本（児玉一八）◆サピエンス日本上陸（海部陽介）◆レゴレシピ（ケビ
ン・ホール、ブレンダ・ツァン）◆綴る女（林真理子）◆茶聖（伊東潤）
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜児童書＞
◆胸キュン？！日本史（堀口茉純）◆しごとば やっぱり（鈴木のりたけ）◆女子も！男子も！生理を
知ろう２生理のなやみ◆くさい！（クライヴ・ギフォード）◆グレタと立ち上がろう（ヴァレンティナ・
ジャンネッラ）◆りんごだんだん（小川忠博）◆おおきな写真でよくわかる！さいばいとかんさつのコ
ツ１０コマツナ・キャベツ（アルスフォト企画監修・写真）◆わたしの外国語漂流記（阿部賢一他）◆
ぼくたちがギュンターを殺そうとした日（ヘルマン・シュルツ）◆コトノハ町はきょうもヘンテコ（昼
田弥子）
＜絵本＞
◆あしあしだーれ？
（穂高順也）
◆わたしのペットはまんまるいし
（スティーブン W.マーティン）
◆こ
んなにすごいよ歯のやくわり（北川チハル）◆ポケモンのしま（ザ・キャビンカンパニー）◆えんぴつ
とケシゴム（カレン・キルパトリック,ルイス・ O.ラモス・ジュニア）◆おくりもの（豊福まきこ）◆ね
えねえなにはこんでるの？（スズキサトル）◆ぱかぱかももんちゃん（とよたかずひこ）◆しばふって、
いいな！（レオーネ・アデルソン）◆いたずらのすきなけんちくか（安藤忠雄）
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
「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。
●対象 75歳以上（令和3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

実施曜日

園部

こむぎ山健康学園

火曜日

八木

八木市民センター

木曜日

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

時間

午後2時～3時

●内容 健康運動指導士・3B体操講師等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、免許返納者の方を優先させていただきます。）
●参加費 無料
●申込方法 6月5日（金）までに次の内容について、保健医療課までお申し込み下さい。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 （デイサービス等利用の方は対象外となり
ます。）、⑩自動車免許の有無
※すべての項目についてお知らせください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

＝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344号
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南丹市の市税・各種料⾦が
LINE でお支払いできます!

■右記のスマホ納付の注意点をご確認ください！■
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

南丹市の
南丹市の市税・
市税・各種料金
各種料金が
料金が

スマホ
納付の
納付の
注意点

0771-68-0004
0771-68-0017
0771-68-0056

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

0771-68-0011

〒 ＝郵便番号・住所

0771-68-0006
0771-68-0064

第344号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年5月16日〜31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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