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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

荒廃農地等利用状況調査お
よび農地パトロールを実施
　市内の農地を対象に荒廃農
地等利用状況調査および農地
パトロールを実施します。
　令和元年度において農地法
に係る許認可を受けた土地
や、荒廃農地を主な対象農地
とします。
　調査に伴い、農業委員およ
び農地利用最適化推進委員と
職員が農地に立ち入ることが
ありますので、あらかじめご
了承ください。
●�期間　7月13日（月）〜17
日（金）の5日間

問農業委員会事務局
TEL（0771）68-0067

納期限のお知らせ

＜令和2年6月30日（火）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第1期
分

問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第1期分
問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第1期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等6月分　　
・保育所延長保育料5月分　
・一時保育料5月分
・幼稚園給食費6月分　　
・幼稚園預かり保育料5月分
・すこやか学園使用料6月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料6月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費6月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金6
月分

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
※�市税や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税や一部料金
では、スマートフォンアプ
リ（PayPay・ LINE�Pay�請
求書支払い）やクレジット
カードで納付が可能です。

横断歩道では必ず徐行・
一時停止を
●�車のドライバーだけでな
く、自転車も二輪ライダー
も車両を運転する全ての人
は、横断歩道付近に人がい
たら必ず徐行や一時停止を
し、歩行者保護を徹底しま
しょう。
●�歩く人は、道路を横断する
ときには近くの横断歩道等
を利用し、横断中も左右の
安全を確認して交通事故に
あわないようにしましょ
う。

問南丹警察署　交通課
TEL（0771）62-0110

7月は「社会を明るくする
運動」強調月間です
　「社会を明るくする運動」
は、すべての国民が、犯罪や
非行の防止と、あやまちを犯
した人の立ち直りについて理
解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非
行の無い安全で安心な地域社
会を築こうとする全国的な運
動です。
　南丹市でも、毎年、強調月
間の期間中に啓発活動を行っ
ています。
〜犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ〜
問人権政策課
TEL（0771）68-0015
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薬物乱用は「ダメ。ゼッ
タイ。」
　少年・少女の間に大麻が蔓
延しつつあることが深刻な問
題となっています。インター
ネットなどで大麻は無害とい
う誤った情報を得たことによ
り警戒心が薄れてきていま
す。
　また、周囲の人から誘われ
て、好奇心や興味本位で薬物
に手を染めるケースが多くみ
られます。「1回ぐらいなら」
と思っていても、薬物の効果
が切れるとまた使いたくな
り、次第に自分の意志では止
められなくなります。
　薬物乱用は自分だけの問題
ではなく薬物入手のための犯
罪や、興奮状態での交通事故
などにもつながる大きな社会
問題です。
　薬物乱用に対する理解を深
め、絶対に手を出さないとい
う自覚が大切です。
問�京都府南丹保健所環境衛生
課衛生・検査係

TEL（0771）62-4754

市営住宅（公営住宅）の入
居者を募集します
●申込資格　
①�現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②�現に市内に住所または勤務
場所があること。
※�他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●�募 集 す る 住 宅　7月3日
（金）以降に、市役所、各支
所等に掲示するほか、市
ホームページに掲載しま
す。
●�募集期間　7月7日（火）〜
17日（金）午前8時30分〜
午後5時15分（土・日を除
く）
●�申込方法　住宅入居申込書
に、必要書類を添えて提出
してください。
　�　なお、提出方法は持参の
ほか、必要書類を同封の上、
郵送も可能とします。ただ
し、募集期間内に営繕課に
必着すること。

※�入居者募集案内書、提出書
類様式は7月3日（金）から
各受付場所にて配布するほ
か、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●�受付場所　営繕課および各
支所総務課
※�各支所総務課での受付は、
持参による申込みの場合に
限ります。
●�入居選考　入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●�入居予定　令和2年9月下
旬

問営繕課　
TEL（0771）68-0062

令和２年度くらしの資金
貸付（夏期分）のご案内
　くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害など、思わぬ災難に見舞わ
れて、生活のためにどうして
も緊急一時的な資金を必要と
している家庭に活用していた
だくための貸付制度です。
　次のとおり、令和2年度夏
期貸付の申し込みを受け付け
ます。
●�受付期間　7月1日（水）〜
15日（水）�
●貸付額　10万円以内
●�返済方法　毎月割賦償還
（最長20回）
※�新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に伴う経済活動
への影響を受けて、収入が
減少した世帯については、
今回の夏期分と別に、くら
しの資金特例貸付がありま
す。

問南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）72-3020
各事務所　
TEL園部（0771）62-4125
TEL八木（0771）42-5480
TEL日吉（0771）72-0947　　
TEL美山（0771）75-0020

人材募集

船井郡衛生管理組合
夏季短期臨時職員募集
●�雇用期間　7月1日以降〜9
月30日まで
●�業務内容　一般廃棄物収集
業務
●�募集期間　7月1日以降募
集定員に達するまで
●募集人員　若干名
●�応募資格　昭和35年4月2
日〜平成13年4月1日まで
に生まれた方
●�応募方法　船井郡衛生管理
組合に備え付けの応募申込
書に必要事項を記入の上、
持参してください。

問船井郡衛生管理組合
TEL（0771）42-3425

南丹市立図書館会計年度
任用職員を募集します
●業務内容　図書館業務
●�勤務場所　中央図書館
●報酬　時間額940円
●�任用期間　8月1日〜令和3
年3月31日
●勤務形態　週2〜3日　
　�勤務時間は、シフト制によ
る
　�（火〜金曜日）①午前8時30
分〜午後5時、②午前9時
45分〜午後6時15分
　�（土、日曜日）午前8時45分
〜午後5時15分
●�募集条件　土、日勤務可能
な方
●募集人数　1名
●�募集期間　7月10日（金）ま
で
※�土・日・祝日を除く。午前
8時30分〜午後5時15分受
付
●�申込方法　会計年度任用職
員申込書（人事課および社
会教育課備え付け）に必要
事項を記入の上、社会教育
課へ提出してください（郵
送の場合必着）。
※�申込書は、南丹市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
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●�採用　書類審査および面接
により合否を決定します。
�※�面接日は、申込者に別途連
絡します）

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057�　

相談会

京都府無料法律相談のお
知らせ
　法律問題でお困りの方のた
めに、弁護士による無料法律
相談を実施し、問題解決のお
手伝いをしています。お気軽
にご利用ください。【要申込】
●�日程　7月6日（月）午後1時
30分〜4時30分　
※1人20分以内
●�場所　京都府園部総合庁舎
1階
●定員　8人（先着順）
●�申込方法　7月1日（水）午
前9時以降に電話でお申し
込みください。

問�京都府南丹広域振興局園部
地域総務防災課　

TEL（0771）62-0360

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　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。お気軽にご利用
ください。【要申込】
●�日程　①7月14日（火）、②
7月28日（火）
●�時間　いずれも午後1時か
ら午後4時
●�場所　日程①市役所八木支
所　2階　会議室、日程②
市役所美山支所　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　

「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　7月21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

出張がん個別相談のお知
らせ
　「がんと診断されて頭が
真っ白」「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
る様々な相談をお受けする窓
口として、京都府南丹保健所
にて出張相談を行いますので
ご利用ください。
●�日時　7月21日（火）、8月
18日（火）
　�いずれも午後1時から3時
30分
●場所　京都府南丹保健所
●�相談員　京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●�申込方法　実施日前日の午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※�京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話および対面
相談を、月〜金（祝日・年
末年始を除く）の午前9時
〜正午、午後1時〜4時に
実施していますので、こち
らもご利用ください。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター（京都市南区東九条
下殿田町43メルクリオ京
都2階）

TEL（0120）078-394

禁煙相談会を開催します

　吸いたくなった時の対応か
ら禁煙補助剤の使い方まで個
別に相談に応じます。
【要申込】
●�日時　7月28日（火）①午後
2時30分〜、②午後3時30
分〜
●�場所　いきいきオアシス　
ひよしコミュニティールー
ム（日吉町保野田　JR鍼灸
大学前駅1分　コンビニ等
複合施設内）
●�内容　薬剤師・保健師によ
る個別相談（禁煙補助剤・
禁煙方法についての紹介）
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。
※�この事業は、なんたん健幸
ポイント事業の対象事業で
す。禁煙に成功された方は
30ポイント進呈します。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

京都府自殺ストップセン
ターの相談について
　うつ、多重債務、生活苦な
どの悩みを、臨床心理士等の
資格を持つ相談員に、電話や
LINE電話で相談できます。
●�日時　月曜日〜金曜日（祝
日及び年末年始を除く。）午
前9時〜午後8時
●電話による相談
　（0570）783-797
●LINE電話による相談
　�　QRコードから「友だち」
登録のうえ、無料通話機能
をご利用ください。

　QRコードは（株）デンソー
ウェーブの登録商標です。
問京都府地域福祉推進課
TEL（075）414-4628
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子育て支援（催し）

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（7月）
＜各広場共通事項＞
※�各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。【無料】
※�主に保育所、幼稚園に入所・
入園されるまでの子、その
保護者や妊婦が対象です。
※�お茶、オムツなどお子様に
必要な物をお持ちくださ
い。
※�予約が必要なものは事前に
電話でお申込みください。
※�予定を変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月〜金曜日、第
3土曜日の午前10時〜午後
3時
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」（八
木防災センター向かい側）
※�毎週月・水・金曜日の午後
3時〜午後6時、コミュニ
ティスペース「気になる木
JUJU」でみんなの居場所
「seedbase」（シードベー
ス）を開催します。こちら
は、小学生や地域の方もご
利用いただけます。
※�車でお越しの方は市役所八
木支所に駐車してくださ
い。
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時〜午後3時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時〜午後3時30分
●�場所　美山保健福祉セン
ター

＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時〜午後3時
●�場所　第1、第3木曜日は
園部南部コミュニティセン
ター、第2木曜日は横田公
民館
＜産後からだケア＞【要申込】
　自分の産後のからだを知り
ケアしましょう。参加人数を
減らして開催します。
●�日時　7月17日（金）午前
10時〜正午※先着5名
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�対象　産後6カ月までの親
子
●参加費　700円
＜縁日週間＞
　7月27日〜31日を縁日週
間として、八木ひろばを飾り
ます。写真を撮ったり、工作
キットをお渡ししたりしま
す。縁日を気分だけでも楽し
みましょう。
　ぽこぽこくらぶの開催
日、イベント、日々の事な
どNPO法人グローアップの
LINE・インスタグラム・フェ
イスブックでも発信していま
すので登録して下さい。
・�LINE　ID:@jur5647wで
検索して下さい

・Facebook

・Instagram

問NPO法人グローアップ　
TEL080-3857-8119

催し

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　7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

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
＜ポーセラーツ講座＞
　真っ白な陶器に転写シール
を貼って、オリジナルのサラ
ダボールとマグカップを作っ
てみませんか
●�日時　7月14日（火）午前
10時〜正午
●場所　園部女性の館
●講師　渡辺真弓さん
●定員　20人
●�運営協力金　1,800円（材
料費含む）
●�申込方法　7月8日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986
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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

会場 時間 日程

旧摩気小学校
（園部） 午前10時30分〜正午

7月6日、13日、20日、
27日、8月3日、17日、
24日、31日、9月7日、
14日（各月曜日）

こむぎ山健康学園
（園部） 午後2時〜3時30分

7月2日、9日、16日、
30日、8月6日、�20日、
27日、9月3日、10日、
17日（各木曜日）

美山保健福祉セン
ター
（美山）

午後2時〜3時30分

7月7日、14日、21日、
28日、8月4日、18日、
25日、9月1日、8日、
15日（各火曜日）

八木老人福祉セン
ター
（八木）

午前10時30分〜正午

7月3日、10日、17日、
31日、8月7日、�21日、
28日、9月4日、11日、
18日（各金曜日）

殿田とーくほーる
（日吉） 午前10時〜11時30分

7月3日、10日、17日、
31日、8月7日、21日、
28日、9月4日、11日、
18日（各金曜日）

胡麻基幹集落セン
ター
（日吉）

午後2時〜3時30分

7月3日、10日、17日、
31日、8月7日、21日、
28日、9月4日�、11日、
18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。
※�新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用でお願い
します。
※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）
TEL080-4242-4734
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

「らべんだ～ず」オカリナ
コンサートについて
　今年の「らべんだーず」コン
サートは開催しません。
　楽しみにしてくださってい
た皆さまには、ご迷惑をおか
けしますが、ご理解のほどよ
ろしくお願いします。
問日吉生涯学習センター
TEL（0771）72-3300

園部八木地域情報

ぐるりんバス時刻表の電
話番号の訂正について
　令和2年4月第2金曜日に各
戸配布した「ぐるりんバス時
刻表」について、有限会社　
中京交通の電話番号に誤りが
ありました。お詫びして訂正
します。
（誤）TEL（0771）63-0653
（正）TEL（0771）63-0521
問地域振興課
TEL（0771）68-0019

　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

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
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◇問い合わせ先　マイナンバーカードに関すること　市民課　　　TEL（0771）68-0005
　　　　　　　　マイナポイントに関すること　　　企画財政課　TEL（0771）68-0018

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
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【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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◇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）

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年7月1日〜15日）


