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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

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。
人の生命を救える大切な献
血。多くの方のご協力をお願
いいたします。
●日時 6月12日（金）
午前10時〜11時30分、
午後0時30分〜3時30分
●場所 京都府園部総合庁舎
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

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2
次）の申請を受け付けます。
●対象 市内在住で、次の①
〜③全てに該当する方
①令和元年度（平成30年中の
所得に係る市民税）または
令 和2年 度 市 民 税（ 令 和 元
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
③高 等学校（高等専門学校な
どを含む）に在学中の子
※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
和元年度または令和2年度
市民税課税証明書、④支援
金利用予定書、⑤その他（該
当世帯であることが確認で
きる書類の写しなど）
※税務課窓口での申出により
課税証明書の取得手数料は
免除されます。
●申請方法 6月1日
（月）
から
30日
（火）
までに、南丹保健
所、福祉相談課及び各支所
に備え付けの申請書類に記
入の上、ご提出ください。

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

※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

市税等の徴収猶予の
「特
例制度」
について
新型コロナウイルスの影響
により事業等に係る収入に相
当の減少があった方は、1年
間、市税等の徴収の猶予を受
けることができます。
●対象となる方 次の①②の
いずれも満たす納税者・特
別徴収義務者が対象となり
ます。
①新型コロナウイルスの影響
に よ り、 令 和2年2月 以 降
の任意の期間（1か月以上）
において、事業等に係る収
入が前年同期に比べて概ね
20％以上減少しているこ
と
②市税等を一時に納付し、ま
たは納入を行うことが困難
であること
●対象となる市税等
・令 和2年2月1日から令和3
年1月31日までに納期限が
到来する市府民税、法人市
民税、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税（種別割）、
国民健康保険税
●申請手続等
・令 和2年6月30日 ま た は、
納期限のいずれか遅い日ま
でに申請が必要です。
・様式は市ホームページに掲
載しています。
問【市税】
税務課
TEL（0771）
68-0004
問【国民健康保険税】
市民課
TEL（0771）
68-0011
第345号
info@city.nantan.lg.jp
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南丹市誇りと絆の賑わい
商店街づくり事業
南丹市内の商店街の活性化
を図るための取り組みに対し
て、交付金を交付します。
●受付期間 4月13日から随
時受け付けています。
●対象団体 南丹市内を拠点
として活動する、南丹市商
工会に所属する3店舗以上
で組織された団体
●対象事業
①賑わい創出事業：地域交流
型事業（市外地域との交流
を含む）
②販売促進事業：商店街へ来
街し、消費を促進させるた
めの事業
③情報化促進事業：新しい街
の魅力を創造し、市民への
情報発信を行う事業
④顧客サービス強化事業：時
代のニーズに応える商店街
づくりのための事業
⑤コ ミュニティ機能強化事
業：商店街と地域住民の交
流を増加させる事業
●交付金の上限額
・21店舗以上：40万円
・11〜20店舗：30万円
・3〜10店舗：20万円
●その他
・交付金の交付は、当該年度
につき1団体1事業としま
す。
・交 付申請書提出順に受付
け、予算の範囲内で交付し
ます。
・交 付 申 請 書 に、 団 体 の 概
要、事業計画書、事業経費
計画書、構成員の名簿、そ
の他市長が必要と認める書
類を添付してください。ま
た事業完了後30日以内に
実績報告書を提出してくだ
さい。
問 商工課
TEL（0771）
68-1008
syoukou@city.nantan.lg.jp
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南丹市販路開拓支援事業
（通常版）
の募集をします。
南丹市内の中小企業者や個人事業者の事業の活性化を図り、
また創業者の支援を図るため、南丹市販路開拓支援事業の募集
をします。
①大規模展示会等支援事業
新 型コロナウイルス感染症の終息後、都市圏や海外などにお
いて、取引の新規開拓及び拡大のために展示会などに参加す
る事業
・補助率1/2以内、上限額50万円
②起業者販路開拓支援事業
申請日時点において起業の日から5年を経過していない起業者
が新型コロナウイルス感染症の終息後、展示会などに参加す
る事業
・補助率10/10以内、上限額10万円
※①・②共に補助金の交付は当該年度1事業者1回までとし、3
回を限度とします。
●補 助対象者 市内に本社、主たる事業所または店舗があり、
市税を滞納していない次のいずれかに該当する事業者
・南丹市工場等誘致条例または南丹市京都新光悦村企業立地
促進条例の規定により指定を受けた事業者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・農事組合法人または集落営農組織
・個人事業者など
●受付期間 5月22日（金）から随時
●申請方法 申請書は展示会などが開催される30日前までに下
記の書類を添付し提出してください。
・展示会事業の概要がわかる資料（パンフレットなど）
・市税の滞納がないことを証する書類
※予算の上限に達し次第、募集を終了します。
※申 請書については、市ホームページから様式をダウンロード
できます。
※事業完了後に実績報告書の提出が必要になります。
※詳しくはお問い合わせください。
問 商工課
TEL（0771）
68-1008
syoukou@city.nantan.lg.jp

住宅用火災警報器は寝室、階段、台所に必ず設置
住宅用火災警報器は、大切な命を火災から守ります。園部消
防署では6月1日を「住宅用火災警報器の日」と定め、設置推進と
維持管理などについて、次のことをお願いしています。
・住 宅用火災警報器をまだ取り付けていないご家庭は、大切な
命を火災から守るため、必ず設置してください。
・住 宅用火災警報器は全ての箇所
（寝室、階段、台所）に設置し
てください。
・既 に設置しているご家庭は、点検ボタンまたは点検ヒモで作
動テストを行い、維持管理に努めましょう。
・設置後10年を経過すると、住宅用火災警報器は、電池または
本体の交換が必要になりますのでご注意ください。
問 園部消防署予防課予防係
TEL（0771）
62-0119
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

自動車税納期限のお知ら
せ

情報公開制度などの実施
状況について

自動車税（種別割）の納期限
は、6月1日（月）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。
また、クレジットカードな
どのキャシュレスでの納付も
可能です。
※納税通知書が届いていない
場合はご連絡ください。
問 京都府南丹広域振興局税務
課
TEL（0771）
22-0330
FAX（0771）
22-0415

南丹市情報公開条例および
南丹市個人情報保護条例の規
定に基づき、令和元年度（平
成31年度）における情報公開
制度および個人情報開示制度
の実施状況を取りまとめまし
たので、お知らせします。
●情報公開制度
請求件数38件
処理状況
公開件数23件
部分公開件数9件
非公開件数4件
不存在件数2件
取下件数0件
※実 施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が35件、
教育委員会への請求が3件
でした。
※請求者区分の内訳は、
「市内
個人」が10件、
「 市内法人」
が13件、
「 そ の 他 」が15件
でした。
●個人情報開示制度
請求件数11件
処理状況
開示件数3件
部分開示件数7件
非開示件数0件
不存在件数1件
取下件数0件
※実 施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が11件
でした。
※請求者区分の内訳は、
「市内
個 人 」が8件、
「市内在勤個
人」が1件、
「 その他」が2件
でした。
問 総務課
TEL（0771）
68-0002
FAX（0771）
63-0653

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（こうずいばき）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

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

人材募集
南丹市地域おこし協力隊
の募集について
地域おこし協力隊として
「定住促進と移住支援」
「 地域
資源を活用した起業や特産品
開発等のサポート」
「 情報発
信」
「隊員の特性を生かした地
域振興に関する活動」を行う
方を新たに募集します。
市民の皆さまのご家族、ご
友 人 な ど で、 南 丹 市 へ のU
ターンやIターンをお考えの
方がおられましたら、募集に
ついてお知らせいただきます
ようお願いします。
●応募要件
※詳細は市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせ
ください。
・現在、都市地域などに居住
されている方で、委嘱後、
南丹市に住民票を移すこと
のできる方
・令 和2年4月1日 現 在 で20
歳以上50歳未満の方
・地域の活性化に意欲のある
方
・普通自動車免許を持つ方
・ワード・エクセルなどのパ
ソコンの基礎的な操作がで
きる方 ほか
●募集人数 若干名
●活 動時間 1月あたり120
時 間（1日 当 た り7時 間30
分の16日間相当）
●任用期間・任用形態 令和
2年9月1日から任期1年以
内での委嘱
（ 最 大3年 ま で
延長が可能です）
●待遇
・隊 員 謝 礼 と し て 月 額
205,000円を支払います
・傷害保険および個人賠償責
任保険に加入します
・雇用関係はありませんので
健康保険、雇用保険には加
入しません
●募集期間 5月1日（金）〜6
月30日（火）
●応募方法 市ホームページ
から様式をダウンロード
し、郵送または持参してく
ださい
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019
chiiki@city.nantan.lg.jp

〒 ＝郵便番号・住所

第345号
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相談会

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 6月9日（火）
午後1時30分〜4時
●場所 八木市民センター
●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

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 6月10日（ 水 ）、24
日（水）、7月8日（水）、22
日（水）
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

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ

権利擁護・成年後見セン
ター開設のお知らせ

【要予約】
●日時 6月9日（火）
午前9時45分〜11時15分
●場 所 南丹市役所4号庁舎
2階会議室
●巡回医師 整形外科
●内容 補装具交付・修理に
係る判定、医療相談
●持 ち物 身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支
給申 請が必要な場合に使
用）
●申 込 方 法 6月5日（ 金 ）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

令和2年4月に成年後見制
度に関する相談窓口「南丹市
権利擁護・成年後見センター」
を開設しました。
ご自分でお金の管理をする
ことが難しくなってきた方、
意味が分からず契約をしてし
まうのではないかと心配なご
家族の方など、成年後見制度
に関する相談を福祉専門職が
お受けします。
●相談受付 月曜日〜金曜日
午前9時〜午後4時（福祉専
門職が対応）
●開設場所 福祉相談課
●相談費用 無料
※予約の方が優先となります
ので、まずはお電話でご相
談ください。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

「特設人権相談」開設のお
知らせ

4

女性相談日のお知らせ

令和2年（2020年）5月22日発行

問 ＝申込・問合せ先

消費者ホットライン188
のご案内
消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン188
（局番なし）は、お近くの消費
生活センターなどの消費生活
相談窓口をご案内することに
より、消費生活相談の最初の
一歩をお手伝いするもので
す。
「悪質商法等による被害に
あった」などの消費者トラブ
ルでお困りの際は全国どこか
らでも3桁の電話番号でつな
がる消費者ホットライン188
（いやや!）にご相談ください。
問 南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）
TEL（0771）
68-0100

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
丹市ホームページにバナー
広告を募集しています。月
平均18,000件のアクセス
がある市のホームページに
あなたの企業を紹介しませ
んか。
【有料・要申込】
●期間 3カ月以上
●場所 市ホームページの
トップページ最下部
●定数 20企業
市ホームページ下部にあ
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

健康づくり教室を開催し
ます

催し
エクセルのパソコン講座
受講者を募集します
マイクロソフト「エクセル
2013」を 使 用 し、 基 礎 か ら
習いたい方を対象にパソコン
講座を実施します。
●日時 6月6日、13日、20
日（各土曜日の全3回）
いずれも午後1時～4時
●場 所 国際交流会館3階第
2会議室
●内容 エクセルの基礎とグ
ラフ作成
●資 格 市内在住でエクセル
を習いたい方
※入力程度のスキルは必要
●受講者数 10人（先着順）
※受講者には受講証を送付し
ます。
●受講料  3,000円
※南丹市インターネットをご
利用の方は500円
●テキスト料 1,320円
※
「 F O M 出 版 」の よ く わ
か る「 初 心 者 の た め の
Excel2013」を使用しま
す。テキストを持参される
場合テキスト料は無料で
す。
（申し込み時にその旨を
お伝えください）
※受講料及びテキスト料は初
回時にお支払いください。
●申 込方法 6月2日（火）必
着で、
「エクセル講座受講希
望」と記載し、住所、氏名、
年齢、電話番号を明記の上、
はがきでお申し込みくださ
い。
問南
 丹市情報センター「エク
セル講座」募集係
〒 622-0004 南 丹 市 園 部 町
小桜町62-1
TEL（0771）
63-1777
FAX（0771）
63-1682
（月曜は休館日）

＝メールアドレス

●日 時 6月10日、24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
※事前申し込みは不要です。
問 住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）
73-0605

令和２年度女性の館講座
の受講生を募集します
女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。
＜フラワーアレンジメント＞
生花、ドライフラワー、アー
ト類を使って、四季折々のフ
ラワーアレンジメントを行い
ます。
●日 程 7月4日、8月1日、
9月5日、10月3日、11月
7日、12月26日
（各土曜日）
●時 間・ 場 所 午 前10時 ～
正午：美山文化ホール1階
会議室
午 後1時30分～3時30分：
園部女性の館
●講師 森谷万知子さん
●定員 20人
●持 ち物 生け花用はさみ、
持ち帰り袋
＜こもの物語＞
スマホケース、ハワイアン
キルトカバンを作ります。
●日 程 7月3日、8月7日、
9月4日、10月2日、11月
6日、12月4日（各金曜日）
●時 間 いずれも午前10時
～正午
●場所 園部女性の館
●講師 沼田尚美さん

HP ＝ホームページアドレス

●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
＜布あそび＞
赤毛のアン人形と来年の干
支を作ります。
●日程 7月11日、8月21日、
9月12日、10月10日、11
月7日、12月12日（各土曜
日、8月21日のみ金曜日）
●時 間 午後1時30分～3時
30分（11月7日 の み 午 前
10時～正午）
●場所 園部女性の館
●講師 布２の会
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
＜エコクラフト＞
クラフトテープでかばんを
編みます。
●日程 7月21日、8月18日、
9月15日、10月20日、11
月17日、12月15日（ 各 火
曜日）
●時間 いずれも午後1時30
分～3時30分
●場所 園部女性の館
●講師 中村裕予さん
●定員 20人
●持ち物 洗濯ハサミ20個、
工作用ハサミ、ボンド
＜さをり織り＞
さをり織りの機械織り体験
をします。
●日時 7月30日、8月27日、
9月24日、10月29日（ 各
木曜日）のいずれか一日
●時 間 いずれも午前10時
～午後3時30分（一日講座）
●場所 園部女性の館
●講師 松本悦子さん
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具、お弁当

〒 ＝郵便番号・住所

第345号
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＜切り絵＞
切り絵の体験をします。
●日 時 7月16日、8月6日、
9月17日、10月15日（ 各
木曜日）
●時 間 いずれも午後2時～
4時
●場所 園部女性の館
●講師 津村洋子さん
●定員 20人
●持ち物 細目のカッター
＜共通事項＞
●運 営協力金 各講座とも1
回500円
※初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は
別途必要です。
●対象 どなたでも
●申込方法 6月20日（土）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。申込者には、はがき
で詳細を連絡します。
※各講座の申込人数により講
座を中止することがありま
す。また都合により日程を
変更する場合もあります。
問 園 部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）
63-2986

「らべんだ～ず」オカリナ
ふれあいコンサート開催
らべんだ～ずオカリナアン
サンブル第13回ふれあいコ
ンサートを開催します。楽し
いステージ発表をいたします
ので、どうぞお誘いあわせお
越しください。
●日時 7月5日（日）午後1時
30分～
（開場：午後1時）
●場 所 日 吉 生 涯 学 習 セ ン
ターホール
●主催 らべんだ～ず・オカ
リナ・アンサンブル
問 日吉生涯学習センター
TEL（0771）
72-3300
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日吉地域情報
日吉地域グラウンド・ゴ
ルフ大会を開催します
お誘い合わせのうえ、多数
ご参加ください。
●日 時 6月28日（日）午前9
時～（受付：8時30分）
雨天予備日6月30日（火）
●場所 日吉総合運動広場運
動場
●対象 日吉町内在住、在勤、
在学の中学生以上の方
●チーム構成 個人戦
●プレー規則 （公社）日本グ
ラウンド・ゴルフ協会ルー
ル及び本大会の申し合わせ
事項を適用
●プ レー方法 24ホール（8
×3ラウンド）ストローク
プレーによる個人戦
（打順は3ラウンド通じて
ロー テ ー シ ョ ン 方 式 と す
る）
●運営主管 日吉町グラウン
ド・ゴルフ協会
●申込方法 6月25日（木）午
後5時までに、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。
※日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申し込み
ください。
●その他 上位20名の方は、
府民総体南丹市予選会に日
吉町代表として出場してい
ただきます。
問 日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉生涯学習
センター内）
TEL（0771）
72-3300
FAX（0771）
72-3311

問 ＝申込・問合せ先

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

●受信許可が必要なアドレス
n antan-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
i n f o . n a n t a n - c i t y @
raiden.ktaiwork.jp

●受信許可が必要なアドレス
n antan-city@raiden.
ktaiwork.jp
問 情報課
TEL（0771）
68-0066

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

第345号
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

◇問い合わせ先

マイナンバーカードに関すること 市民課
マイナポイントに関すること
企画財政課

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

TEL（0771）
68-0005
TEL（0771）
68-0018

〒 ＝郵便番号・住所

第345号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年6月1日〜15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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