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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。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

マイナンバーカード休日
交付のご案内（予約制）
　平日にマイナンバーカード
の受け取りや電子証明書の更
新手続きが難しい場合、事前
予約をされた方を対象に、休
日にマイナンバーカードの交
付対応を実施します。
●日時　6月28日（日）、
　7月26日（日）
　いずれも午前9時～正午
●�予約期限　休日開庁日の3
日前までに予約してくださ
い。　
※�原則、毎月第4日曜日に実
施予定ですがシステム稼働
の都合により変更になる月
がありますので、その都度
お知らせします。

問市民課　
TEL（0771）68-0005

児童手当の現況届・定期払についてのお知らせ

　6月分以降の手当を受け取っていただくためには現況届の提出
が必要です。必要書類を添えて提出してください。
　提出がない場合および必要な添付書類が不足する場合は、6月
分以降の手当がお支払いできなくなりますのでご注意ください。
●現況届提出期限　6月30日（火）
●今後の定期払スケジュール
支払予定日 対象月 対象者

6月10日（水） 2月～5月分

令和元年度現況届提出者
または
令和元年6月～令和2年5月新規
認定者

10月9日（金） 6月～9月分
令和2年度現況届提出者
または
令和2年6月以降新規認定者

令和3年
2月10日（水）

10月～
令和3年1月分

令和3年
6月10日（木）

令和3年2月～
5月分

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

京都南丹市花火大会の中止のお知らせ

　令和2年8月14日開催予定の京都南丹市花火大会は新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、中止することを決定いたし
ました。
　地域住民の皆さま、来場者の方の安心安全を第一に考えたう
えでの判断であり、楽しみにしていただいておりました皆様方
にとっても非常に残念ではありますが、ご理解賜りますようお
願い申し上げます。
　また、昨年発行いたしました入場パスポートに関してですが、
お手元にあるものは、次回開催時（令和3年）にも使用できること
といたしますので次回開催時まで保管ください。払い戻しなど、
詳しくはホームページ、または実行委員会事務局までお問い合
わせください。
問京都南丹市花火大会実行委員会事務局
HPhttp://www.yagi-hanabi.com/
TEL080-3030-8700
FAX（0771）42-5734
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令和2年度風しん予防接種費用助成事業について

　風しんは妊娠初期に感染すると、胎児に先天性風しん症候群をおこす可能性があります。感染を
予防するためには、予防接種が効果的です。
　南丹市では、先天性風しん症候群の発生を予防するための対策として、風しんの予防接種費用を
一部助成します。
●�助成対象者　接種当日、南丹市に住民票を有する方で、風しんの抗体検査等で抗体価が低く、か
つ下記のいずれかに該当する方
①妊娠を希望する女性
②抗体価が低い妊婦の同居者
※�ＨＩ法またはＥＩＡ法による検査で、ＨＩ価が1:16以下、あるいはＥＩＡ－ＩｇＧ価8.0�未満を「抗
体価が低い」と判定する）
●助成対象予防接種　麻しん風しん（ＭＲ）予防接種または、風しん（Ｒ）予防接種
●助成予防接種実施期間　4月1日（水）～令和3年3月31日（水）
●助成申請受付期間　5月1日（金）～令和3年3月31日（水）まで
●助成金額　麻しん風しん（ＭＲ）予防接種は、6,000円
　　　　　　風しん（Ｒ）予防接種は、4,000円
　　ただし、助成回数は平成25年度～令和元年度事業を含め1人1回のみです。
　�　また、予防接種費用が助成金額を下回る場合は、低い方の金額を助成します。生活保護世帯の
方は、全額助成となります。
●�申請方法　医療機関で予防接種を受け、費用を全額支払い後、保健医療課または各支所窓口で申
請してください。
●必要書類　
①予防接種費用助成金交付申請書
②印鑑
③助成金振込先の金融機関口座番号が確認できるもの
④�医療機関発行の予防接種領収書の原本（氏名、予防接種名、接種日、金額記載のもの。なお、レシー
ト不可）�
⑤風しん抗体検査結果（母子手帳可）
⑥�抗体価の低い妊婦の同居者は母子手帳・同居の妊婦の風しん抗体検査結果（母子手帳に記載されて
いれば不要）・同居の有無が分かる書類（保険証、免許証など）
⑦風しん予防接種費用助成金請求書
●助成方法　助成決定者には、助成決定金額を指定口座に振り込みます。
●�注意事項　女性は、予防接種前1カ月から予防接種後2カ月は避妊しなければなりません。妊娠中
の人は、予防接種は受けられません。
※�京都府が風しん抗体検査の助成事業を実施しています。詳しくは南丹保健所（0771）62-4751）に
お問い合わせください。

問保健医療課　　
TEL（0771）68-0016

事業継続緊急支援給付金が4月までに拡充されました

　新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少され、一定条件を満たされた市内の事業者の
皆様に給付金を交付する南丹市独自制度「事業継続緊急支援給付金」の要件が拡充されました。
　拡充後は次の1～5の条件をすべて満たす方が対象となりますので、再度対象であるかどうかご確
認ください。
①市内に主たる事務所または事業所を有する小規模企業者であること
②�【拡充】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年1月から4月までの間の連続した3箇月
（1月～3月または2月～4月）の売上合計が、前年同期比で30％以上減少し、今後も減少が見込ま
れること
③前年同期の平均売上月額が100万円以上であること
※ただし、30万円以上100万円未満の平均売上月額についても段階的に給付金を給付
④市内で1年以上事業を営んでおり、今後も市内で引き続き事業を営む意思があること
⑤市税等に滞納のないこと
問商工課
TEL（0771）68-1008
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子宮頸がん検診実施医療
機関の追加について
　南丹市子宮頸がん検診の市
内実施医療機関を追加しまし
たのでお知らせします。個別
子宮頸がん検診受診票をお持
ちでない方は、保健医療課へ
お申し込みください。
＜追加医療機関＞
●明治国際医療大学附属病院
※�検診日、受付時間は病院へ
お問い合わせください。
＜子宮頸がん検診について＞
●対象年齢　20歳以上
●自己負担金　500円　
※�令和3年3月31日現在70歳
以上の方は無料

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

国民年金保険料免除につ
いて
　新型コロナウイルス感染症
の影響により、所得が相当程
度まで下がった場合は、国民
年金保険料免除申請ができま
す。
●�対象者　以下のいずれにも
該当する方
・�令和2年2月以降に、新型コ
ロナウイルス感染症の影響
により収入が減少した方。
・�令和2年2月以降の所得の
状況からみて、当年中の所
得見込額が、国民年金保険
料免除基準相当になること
が見込まれる方。
●�対象期間　令和2年2月か
ら6月分の保険料
●�申請方法　国民年金保険料
免除・納付猶予申請書など
は、日本年金機構ホーム
ページからダウンロード
し、必要事項を記入の上、
市役所または年金事務所へ
提出してください。
　�　なお、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止の観点
から、郵送での提出をぜひ
ご活用ください。

※�令和2年7月以降分は、7月
以降に改めて申請が必要で
す。

問ねんきん加入者ダイヤル：
TEL（0570）003-004
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は�

TEL（03）6630-2525（一般電話）
問日本年金機構京都西年金事
務所
TEL（075）323-1170
〒�615-0883　京都府京都市
右京区西京極南大入町81

HPhttps://www.nenkin.go.jp/

家族介護慰労金支給制度
のご案内
　南丹市に在住する高齢者を
在宅で同居により介護されて
いる方を対象に、介護者の身
体的および精神的な負担の軽
減を図ることを目的に慰労金
を支給します。申請は、随時
受け付けています。
＜南丹市家族介護慰労事業＞
●�対象者　要介護4または5
と認定された方を、介護保
険サービスを利用しなが
ら、在宅で6カ月以上介護
している同居家族（市民税
非課税世帯）
※�申請書の提出日を基準に審
査を行います。
●支給額　年額80,000円
＜南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業＞
●�対象者　介護保険サービス
を利用せずに、ねたきり・
認知症の高齢者の方を6カ
月以上在宅で介護している
同居家族。（市民税非課税世
帯）
●�支給額　ねたきり老人・認
知症老人手当月額30,000
円
　�準ねたきり老人・準認知症
老人手当月額15,000円

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
問各支所総務課
TEL八木（0771）68-0020

TEL日吉（0771）68-0030
TEL美山（0771）68-0040

家族介護用品支給事業の
ご案内
　要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●�対象者　要介護4または5
と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者、介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方。
●�支給額　1人当たり年額
75,000円以内
●�支給方法　費用の全額を
いったんお支払いただいた
後、申請により規定の額を
助成します。
●�対象となる介護用品　紙お
むつ、尿とりパット、おし
りふき、防水シート
※�入院や施設入所中に購入さ
れたものは対象外となりま
す。
●�申請方法　領収書（レシー
ト不可）および印鑑（認印）
を持参のうえ、窓口で申請
してください。申請は随時
受け付けています。
※�領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、購入品目が
明記されたものが必要とな
ります。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
問各支所総務課
TEL八木（0771）68-0020
TEL日吉（0771）68-0030
TEL美山（0771）68-0040
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介護職員初任者研修受講
者支援について
　南丹市内で就労される介護
職員の資格取得支援を目的
に、研修費用の一部を助成し
ています。
●�対象者　南丹市に居住され
ており、介護職員初任者研
修または実務者研修（初任
者研修を含むもの）を受講
修了し、市内の介護保険事
業所に申請日から2年以上
継続して勤務される方。
●�助成額　研修にかかる受講
料（本人負担金）の10分の7
（5万円を限度）
●�申請方法　研修を修了し、
市内の介護保険事業所で勤
務をされてから高齢福祉課
または各支所で申請手続き
をしてください。申請には、
研修の修了証明書（写）、受
講費用の領収書（写）、勤務
先の就業証明書（別途様式
あり）が必要です。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006

「南丹市介護予防サポーター養成講座」受講生募集

　高齢者が元気でいきいきと自立した生活を地域で送れるよう
に、できることから取り組んでみませんか。
【要申込】
●�目的　介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身につけ、
家族や自分自身の介護予防と、ボランティアとして地域の体
操教室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサ
ポーターを養成する。
●対象　市内在住での次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
・地域のために何か活動したいと思っている方
・�家族や友人が介護を受けずに健康でいられる方法を知りたい
方
●�内容　運動・お口の健康・栄養など、介護予防と健康づくり
に関する基礎知識
●講座プログラム

月日 場所 時間 講座テーマ

9月2日
（水） 特別会議室

午前9時30分
～10時30分

オリエンテーショ
ン・仲間づくりの
ゲーム

午前10時45分
～11時45分

お口は元気な体の
入り口

9月3日（木） コスモホール

午前9時30分
～10時30分

サポーター活躍事
例

午前10時45分
～11時45分

音楽体操でサビな
い体と頭を作ろう
【実習】

9月9日（水） コスモホール 午前9時30分～11時45分
元気を測る体力測
定【実習】

9月10日（木）コスモホール

午前9時30分
～10時30分

転倒予防の音楽体
操【実習】

午前10時45分
～11時45分

手と足を強くする
筋トレ【実習】

9月16日（水）特別会議室

午前9時30分
～10時30分

高齢者の心身の特
徴

午前10時45分
～11時45分

食事はあなたの健
康を作る

9月17日（木）コスモホール

午前9時30分
～10時10分

足腰を強くする筋
トレ【実習】

午前10時20分
～11時

さまざまな体力の
話

午前11時10分
～正午 修了式・交流会

※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
※なんたん健幸ポイント50の対象事業です。
●場所　国際交流会館
●定員　30人
●申込方法　7月31日（金）までに、電話でお申し込みください。
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
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国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する国民健康保険の
被保険者を対象に、国民健康保険税の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免額
（1�）新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または
重篤な傷病を負った世帯の方 全額

（2�）新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少
が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者について次の①～③に該当
すること。

①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前
　年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
③�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること。

主たる生計維持者・被
保険者全員の前年の所
得に応じて算出

※今後、国の減免基準等の変更に応じて、本市の基準も変更する場合があります。
●減免対象となる保険税　令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
●減免の申請期間　令和3年3月31日まで
●�必要書類　①減免申請書、②確定申告書（控）や源泉徴収票、給与明細書など主たる生計維持者の
減収した月の収入状況（令和元年・2年）が確認できる書類

問市民課　
TEL（0771）68-0011
shimin@city.nantan.lg.jp

介護保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号
被保険者（65歳以上）を対象に、保険料の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免額
（1�）新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者
が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額

（2�）新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収
入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の①お
よび②に該当する第1号被保険者

①�事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前
年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※�ただし、減少額は、保険金、損害賠償等により補填された金額を控除し
た額とします。
②�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること

主たる生計維持者の前
年の所得に応じて算出

※今後、国の減免基準等の変更に応じて、本市の基準も変更する場合があります。
●減免対象となる保険料　令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
●減免の申請期間　令和3年3月31日まで
●�必要書類　①減免申請書、②確定申告書（控）や源泉徴収票、給与明細書など主たる生計維持者の
減収した月の収入状況（令和元年・2年）が確認できる書類

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
k-fukushi@city.nantan.lg.jp
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人材募集

2020年度国家公務員
採用一般職試験（高卒）
●�申込受付期間　6月22日
（月）～7月1日（水）
※�原則インターネット申し込
み
●第1次試験日　9月6日（日）
●試験地　京都市ほか
●�受験資格など　人事院ホー
ムページ「国家公務員試験
採用情報NAVI」をご覧く
ださい。

問�人事院近畿事務局　試験第
二係

TEL（06）4796-2191

相談会

「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　7月1日（水）　
　午後1時30分～4時
●�場所　八木市民センター研
修室（南丹市役所八木支所
3階）
※�新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、相談会を中
止する場合があります。

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
7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。
●参加人数　10組まで
※�気象警報発表時や新型コロ
ナウイルス感染拡大防止な
どにより、事業を中止する
場合があります。
＜子育て広場0歳～＞
　パネルシアター　ほか
●日時　7月3日（金）
　午前10時30分～11時
＜子育て講座＞　
　安藤智華子講師による誕生
学「命のはじまり～そして現
代から未来へ～」　
●日時　7月13日（月）
　�午前10時30分～11時30
分
＜お話会＞　
●日時　7月17日（金）　
　午前10時30分～11時
＜親子リトミック＞　
●�日時　7月2日（木）、16日
（木）、22日（水）、28日（火）
　�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
nantan-edc@raiden.kt
　aiwork.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

　

●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
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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＞
◆泣いてる子どもにイライラするのはずっと「あなた」が泣きた
かったから（福田花奈絵）◆哲学の先生と人生の話をしよう（國分
功一郎）◆謎解き日本列島（宇田川勝司）◆「畳み人」という選択
（設楽悠介）◆ぜ～んぶあそべる！おりがみ60（小林一夫監修）◆
僕が手にいれた発達障害という止まり木（柳家花緑）◆散歩が楽
しくなる空の手帳（森田正光監修）◆カラスは飼えるか（松原始）
◆自分のこころとうまく付き合う方法（アリス・ジェームズ,ルー
イ・ストウェル）◆新型コロナウイルス（木村良一）◆マンガでわ
かる薬剤師あなたの知らない調剤薬局24時!（油沼漫画,ネーヤ原
案・監修）◆ゼロからはじめる力（堀江貴文）◆京都　紙と文具（淡
交社編集局編）◆自分の機嫌は「家事」でとる（主婦の友社編）◆春
夏秋冬。ボタニカル刺繍で彩る服と小物（アトリエ�ド�ノラ）◆ぬ
いぐるみぽんぽん（ｔｒｉｋｏｔｒｉ）◆アガワ家の危ない食卓
（阿川佐和子）◆毎日おいしい！鶏むね肉レシピ�（牛尾理恵）◆金
足農業、燃ゆ（中村計）◆もう一度、ノムさんに騙されてみたい（川
崎憲次郎）◆大学１年生の君が、はじめてレポートを書くまで。
（川崎昌平）◆空の声（堂場瞬一）◆大一揆（平谷美樹）◆ダーク・
ブルー（真保裕一）◆女神のサラダ（瀧羽麻子）◆透明な夜の香り
（千早茜）◆エンドレス・スリープ（辻寛之）◆おこん春暦（佐伯泰
英）◆いかがなものか（群ようこ）◆ラストアイヌ（川嶋康男）
＜児童書＞
�◆きみのまちに未来はあるか？（除本理史,佐無田光）◆なぜ僕
らは働くのか（池上彰監修）◆あったらいいな、こんな車いす（斎
藤多加子）◆５分でめちゃかわ♥女子力アップヘアアレンジＢＯ
ＯＫ（ＺＵＳＳＯ�ＫＩＤＳ監修）◆読解力を身につける（村上慎
一）◆都会のトム＆ソーヤ外伝16.5魔女が微笑む夜（はやみねか
おる）◆レッツはおなか（ひこ・田中）◆本能寺の敵（加部鈴子）◆
ドーナツの歩道橋（升井純子）◆そして誰もいなくなった（アガ
サ・クリスティー）
＜絵本＞
◆かふんとみつ（飯野和好）◆とりあえずありがとう（五味太郎）
◆ころがれないいしっころリッキー（ミスター・ジェイ）◆かな
へび（竹中践）◆アボカドくんのなやみごと（モモコ・アベ）◆お
んなじだあれ？（しもかわらゆみ）◆千両ミカン（野村たかあき）
◆とんでいく（風木一人）◆おさんぽ（前田まゆみ）◆ようかいむ
らのどんどこまつり（たかいよしかず）
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

丹波自然運動公園から
お知らせ
＜ガーデニング教室＞
　【要予約】
●日時　7月5日（日）
　午後2時～4時
●場所　旧宿泊所会議室
●�内容　花と緑のリース仕立
て。リースの形をした植木
鉢で季節の寄せ植えを楽し
みます。
●参加費　3,500円
●定員　30人
●対象　どなたでも
●�申込方法　7月1日（水）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。
＜テニス大会＞
　【要予約】
●日時　7月8日（水）
　午前9時～
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各
32組　
※先着順
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　7月1日までに、
参加者の住所、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。
　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
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◇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）


