
第356号 1

発 行

第３５６号
令和2年

11月13日発行

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

【総合問合せ窓口】　TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653  info@city.nantan.lg.jp

目　　次（ページ）
・お知らせ（1～3）
・人材募集（3）
・相談会（4）
・子育て支援（催し）（5）
・新刊図書のご案内（6）
・催し（6～8）
・日吉・美山地域情報（8）
・特別広報（9）
・なんたんテレビ番組表（10）

新型コロナウイルスの
感染拡大の防止について
　催しに参加されるときは、
マスク着用・手指消毒・検温
にご協力ください。
　37.5度以上の熱がある場
合は参加を控えてください。
　新型コロナウイルス感染症
の影響に伴い、掲載している
内容は変更になる場合があり
ます。

お知らせ

船井郡衛生管理組合から
のお知らせ
　ごみは、収集日当日の午前
8時30分までに指定の集積場
へ出してください。
　当日の収集状況や試験的な
収集ルートの一部変更などに
より、従来の収集時間と異な
る時間に収集することがあり
ます。
問船井郡衛生管理組合
TEL（0771）42-3425

狩猟期間のお知らせ

　11月15日（日）から令和3
年2月15日（月）までは狩猟期
間です。遠方から来られるハ
ンターもおられますので、山
に入られる際には、十分な注
意をお願いします。
　ただし、ニホンジカおよび
イノシシについては、狩猟期
間が延長され11月15日（日）
から令和3年3月15日（月）と
なっておりますので、十分な
注意をお願いします。
●�入山される方へ　入山され
る際には、よく目立つ服装
をすることやラジオなど音
がでるものを携帯するな
ど、事故防止にご協力をお
願いします。
●�狩猟される方へ　南丹市管
内では、近年事故は発生し
ていませんが、全国的には
人をニホンジカやイノシシ
と間違えて発砲する事故が
発生しています。特に猟銃
を使用される場合は、細心
の注意をお願いします。

問�京都府南丹広域振興局農林
商工部農商工・連携推進課

TEL（0771）22-0426
問農山村振興課
TEL（0771）68-0012

11月は児童虐待防止推
進月間です
　幼い命が奪われるなど児童
虐待のニュースが後を絶た
ず、心を痛めておられる方、
何かできないかと思っておら
れる方も多いのではないで
しょうか。
　児童虐待は社会全体で解決
すべき課題です。虐待を受け
たと思われる子どもがいた
り、児童虐待かもと思われた
ときは、迷わず児童相談所や
地域の相談窓口へご連絡くだ
さい。
　また、子育て家庭が孤立す
ることがないよう、地域で温
かく見守り相談しやすい地域
づくりにもご協力ください。
＜出産や子育ての悩み、「虐待
かな？」と思ったときの連絡
先＞
問�児童相談所全国共通ダイヤ
ル
　189�（いちはやく）
問�京都府家庭支援総合セン
ター　

TEL（075）531-9900
問�子育て支援課（家庭児童相
談担当）

TEL（0771）68-0028
※�連絡は匿名で行うことも可
能です。連絡者や内容に関
する秘密は守られます。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0028

指名手配被疑者の検挙にご協力を

　全国では約630名の指名手配被疑者が逃亡中です。
指名手配被疑者の発見には、皆さんのご協力がぜひ
とも必要です。指名手配被疑者によく似た人を見か
けた場合、どんなことでも結構です。南丹警察署に
通報してください。
問京都府南丹警察署　TEL（0771）62-0110
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秋季火災予防運動の実施
について
　火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、火災に対す
る予防意識の啓発を図り、火
災発生を防止し、高齢者を中
心とする死者の発生を減少さ
せるとともに、財産の損失を
防ぐことを目的に実施しま
す。
●�実施期間　11月9日（月）～
15日（日）
●�防火標語　「その火事を　
防ぐあなたに　金メダル」
●重点目標　
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④�乾燥時および強風時の火災
発生予防対策の推進
●主な取り組み　
・�消防車等による防火啓発パ
レード（15日）
・啓発チラシの配布
・�啓発サイレンの吹鳴（午後
9時～１分間長符一声）
※�園部・八木・日吉は11月9
日（月）～15日（日）、美山
は11月15日（日）
※�火災とお間違いのないよ
う、よろしくお願いします。
●火の用心7つのポイント
・�家のまわりに燃えやすいも
のを置かない。
・�寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない。
・�天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない。
・�家庭や事業所では、たき火
をしない。
・�子供には、マッチやライ
ターで遊ばせない。
・�電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない。
・�ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない。
＜住宅防火　いのちを守る　
7つのポイント＞
●3つの習慣
・�寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えやすいも

のから離れた位置で使用す
る。
・�ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。
●4つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置す
る。
・�寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
・�火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器を設置
する。
・�お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021��

配偶者等からの暴力をな
くす啓発期間について
　毎年11月12日から25日ま
では「配偶者等からの暴力を
なくす啓発期間」です。ＤＶ
（ドメスティック・バイオレ
ンス　夫婦や恋人などの親し
いパートナー間で行われる暴
力）は、心身を傷つけ、人権
を著しく侵害する、決して許
されない行為です。
　“暴力を許さない社会づく
り”の運動を展開します。
問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

令和2年度くらしの資金
貸付（年末分）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年度年
末貸付の申し込みを受け付け
ます。
●�受付期間　11月16日（月）�
～30日（月）

●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、
今回の年末分と別に、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

11（いい）月30（みらい）
日は「年金の日」
　厚生労働省では、「国民お一
人お一人、「ねんきんネット」
を活用しながら、高齢期の生
活設計に思いを巡らしていた
だく日」として、11（いい）月
30（みらい）日を「年金の日」
としました。この機会に「ね
んきん定期便」や「ねんきん
ネット」で、ご自身の年金記
録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について
考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用
いただくと、いつでもご自身
の年金記録を確認できるほ
か、将来の年金受給見込額に
ついて、ご自身の年金記録を
基にさまざまなパターンの試
算をすることもできます。
問�ねんきん定期便、ねんきん
ネット専用ダイヤル

TEL（0570）058-555
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は

TEL（03）6700-1144（一般電話）
HP�h t t p s : / /www .nenk i n .
go.jp/n_net/

問�日本年金機構京都西年金事
務所

TEL（075）323-1170
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・�廃棄は決められた方法で行
いましょう。
・�常に在庫を確認し、盗難ま
たは紛失の際にはすぐに警
察に通報しましょう。
・�毒物・劇物を飛散・流出さ
せ、他の住民への危害が生じ
ると考えられる場合は、すぐ
に保健所、警察署または消
防機関に通報しましょう。

問�南丹保健所環境衛生課衛
生・検査係

TEL（0771）62-4754

労働保険の成立手続はお
すみですか
　労働保険とは、労働（通勤）
災害や失業が発生した際に、
保険給付を行うことにより労
働者の福祉の増進を図る制度
です。労働保険は政府が管理、
運営している強制保険です。
原則として、労働者を一人で
も雇っていれば労働保険の適
用事業所となり、事業主は成
立手続（加入手続）を行わなけ
ればなりません。
問京都労働局労働保険徴収課
TEL（075）279-3220

人材募集

南丹市景観審議会委員の
公募について
　南丹市の良好な景観の保
全・形成について審議するた
め「南丹市景観審議会」を設置
しています。審議委員を公募
しますので、積極的なご応募
をお待ちしています。
●�応募資格　令和2年4月1日
時点で満20歳以上の方で、
市内に住所を有し、市内の
景観に関心を持ち、審議会
において積極的に意見を述
べていただける方
●募集人員　若干名
●任期　委嘱の日から2年間
●�選考方法　提出いただいた

作文の内容をもとに選考し
ます。
●�応募方法　11月27日（金）
午後5時（必着）までに、応
募申込書（市ホームページ
からダウンロードできま
す）または任意の様式に、
住所、氏名、生年月日、性別、
電話番号、作文「【テーマ】
南丹市の景観についての課
題とこれからのあり方につ
いて」（800字以内）を記載
し、郵送、Ｅメール、ＦＡ
Ｘ、持参のいずれかでご応
募ください。なお、持参の
場合は各支所総務課でも受
け付けます。
●�その他　提出いただいた書
類は返却しません。また、
提供いただいた個人情報に
ついては、南丹市個人情報
保護条例に基づき取り扱い
ます。

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019　
FAX（0771）63-0653
chiiki@city.nantan.lg.jp

自衛隊採用説明会に関す
るご案内
●日時　11月29日（日）
　午前10時～午後3時
●会場　亀岡募集案内所
●�内容　自衛官の仕事と生活
および採用種目についての
説明、1/2トラック（パジェ
ロ）・偵察用バイクの展示、
写真パネルの展示
●�対象　学生・一般・保護者
の方どなたでもご参加いた
だけます。
●その他　入退場自由
問�防衛省自衛隊　京都地方協
力本部　亀岡募集案内所

〒�621-0815亀岡市古世町西
内坪34-26

TEL（0771）24-4170
HP�京都地方協力本部ホーム
ページ「自衛隊　京都」で検
索

オレンジリボン運動のお
知らせ
　児童虐待防止推進月間であ
る11月は、体罰によらない
子育てや児童相談所全国共通
ダイヤル「189（いちはやく）」
の啓発など、子ども虐待のな
い社会の実現を目指して「オ
レンジリボン運動」を実施し
ています。
　子どもたちの明るい未来を
表すオレンジ色を道行く人々
に見ていただき、子ども虐待
防止について考えるきっかけ
となるよう、今年も国際交流
会館をオレンジ色にライト
アップします。
●�日時　11月18日（水）～22
日（日）
　日没～午後8時
●場所　国際交流会館
問�南丹保健所福祉課児童・障
害係

TEL（0771）62-0361

「毒物劇物危害防止運動」
実施中です
　毒物や劇物は、農薬・燃料
など、私たちの身近な場所で
使用されていますが、吸引や
接触によって中毒になるなど
人体への影響が強いことから
取り扱いには十分な注意が必
要であり、取り扱いをひとつ
間違えると重大な被害が生じ
ることがあります。そのた
め、毒物劇物を取り扱う際に
は、次のことを守って正しい
使用・保管管理・廃棄を行う
ことが大切です。
・�正しい使用方法を守りま
しょう。
・�盗難にあわないよう、鍵の
かかる専用の保管庫に入れ
ましょう。
・�容器、保管場所には「医薬
用外毒物」、「医薬用外劇物」
と正しく表示しましょう。
・�飲食物の容器には、絶対入
れ替えてはいけません。
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京都府（園部総合庁舎）
無料法律相談のお知らせ
　京都府では、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】
●日時　11月30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　11月25日（水）
午前9時から電話でお申し
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
　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。
12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】
●�日時　①12月2日（水）、②
12月15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）
※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　12月8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

多重債務無料相談会を開
催します
●日時　12月10日（木）
　�午前10時～正午、午後1時
～3時
●�場所　財務省近畿財務局　
京都財務事務所（京都市左
京区丸太町川端東入ル東丸
太町34-12京都第2地方合
同庁舎2階）
●�申込方法　12月9日（水）午
後3時までに電話でお申し
込みください。
※�契約書、返済予定表、取引
明細書、領収書、督促状、
ローンやクレジットに利用
しているカードなどをお持
ちの場合はご持参くださ
い。

問京都財務事務所
TEL（075）752-1417
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は、申込用紙（子育て支援
課、各支所総務課に備え付
け）に記入の上、お申し込
みください。
●�その他　持ち物は特に必要
ありません。当日は屋外で
行いますので、暖かい服装
でお越しください。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

子育てすこやかセンター
12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～＞
●日時　12月9日（水）
　�午前10時30分～11時30
分
●内容　パネルシアターほか
＜子育て広場1歳～＞
●日時　12月10日（木）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　エプロンシアターほ
か
＜子育て講座＞　
●日時　12月16日（水）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　園部消防署救急救命
士による「救急救命講習」
＜親子リトミック＞　　
●�日時　12月2日（水）、18
日（金）午前10時30分～11
時30分　
＜ベビーマッサージ＞　　
●日時　12月23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。

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
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

子育て支援（催し）
子育て世帯への臨時特別
給付金申請期限について
　新型コロナウイルス感染症
の影響を受けている子育て世
帯の生活を支援するため、給
付金の支給をしています。
　申請期限が迫ってきました
ので、ご確認ください。
①�国制度分（対象児童1人あ
たり10,000円）南丹市在
住で勤務先から児童手当を
受けている公務員の方
※�申請書は、勤務先から配布
されています。手元にない
場合は、勤務先に問い合わ
せをしてください。
②�市独自分（対象児童1人あ
たり13,000円）　
※�申請書は、7月に対象者宛
に送付しています。手元に
ない場合は、連絡してくだ
さい。
●�締切期限　①②とも11月
30日（月）必着です。
※�南丹市から児童手当を受け
ている方は、申請の必要は
ありません。支給は済んで
います。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

ひとり親家庭対象の寄せ
植え講習会のお知らせ
　交流および生活支援講習会
として開催します。
●日時　12月13日（日）　
　午前10時～11時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター
※�園部町・八木町にお住まい
の方については、送迎バス
を用意しますので、ご利用
の方は申し込み時にお申し
出ください。
●�参加費　500円（各家庭１
鉢分）
●�申込方法　母子寡婦福祉会
会員は、11月27日（金）ま
でに各支部長までお申し込
みください。
　�　会員ではない方について
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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＞
◆京都異界に秘められた古社寺の謎（新谷尚紀編）◆あした元気になあれ（川村妙慶）◆ビューティー
ケアがくれた贈りもの（今野清子）◆マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュ
アル（日経クロステック編集）◆超基本テレワークマナーの教科書（西出ひろ子）◆防災新ルール
2020-2021◆スーパーフード!昆虫食最強ナビ（ムシモアゼルギリコ）◆予測学（大平徹）◆宇宙飛行
士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する（若田光一）◆発達障害チェックノート（福西勇夫）◆腎臓病低た
んぱく質の肉魚おかず（女子栄養大学栄養クリニック監修）◆「閉経」のホントがわかる本（対馬ルリ
子、吉川千明）◆たちどまって考える（ヤマザキマリ）◆ブラウスを縫おう。（かたやまゆうこ）◆ポリ
袋で作るズボラさんの感動おやつ（梶晶子）◆今さら聞けないタネと品種の話きほんのき（農文協編）
◆喫茶の一族◆りえさん手帖2やせても昔の服は似合わない編（西原理恵子）◆数学者の夏（藤本ひと
み）◆ワトソン力（大山誠一郎）◆震雷の人（千葉ともこ）◆沖晴くんの涙を殺して（額賀澪）◆銀閣の人
（門井慶喜）◆死神の棋譜（奥泉光）◆雪月花（北村薫）◆類（朝井まかて）◆明るい覚悟（落合恵子）◆生
きる勇気（アルフレッド・アドラー）◆小説映像研には手を出すな!（丹沢まなぶ）◆終電の神様3台風
の夜に（阿川大樹）
＜児童書＞
◆珪藻美術館（奥修�文・写真）◆はっけん!ニホンイシガメ（関慎太郎写真、AZ�Relief、野田英樹編）
◆はっけん!ニホンヤモリ（関慎太郎写真、AZ�Relief、小泉有希編）◆世界遺産知床の自然と人とヒ
グマの暮らし（伊藤彰浩写真、伊藤かおり）◆鬼ガール!!（中村航）◆世界とキレル（佐藤まどか）◆ココ
ロ屋（梨屋アリエ）◆ふしぎ駄菓子屋銭天堂１４（廣嶋玲子）◆はりねずみともぐらのふうせんりょこ
う（アリソン・アトリー）◆おじいちゃんとの最後の旅（ウルフ・スタルク）
＜絵本＞
◆サンドイッチにはさまれたいやつよっといで（岡田よしたか）◆ママ、どっちがすき？（織田りねん）
◆ごめんなさい!だいじょうぶ!（ルイス・スロボドキン）◆ネコノテパンヤ（高木さんご）◆がろあむし
（舘野鴻）◆雨の日の地下トンネル（鎌田歩）◆きょうりゅうたちもほんがよめるよ（ジェイン・ヨーレ
ン）◆あるヘラジカの物語（星野道夫原案、鈴木まもる）◆とりのずかん（雨宮尚子）◆りすとかえると
かぜのうた（うえだまこと）
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

「新春席書大会」開催中
止のお知らせ
　毎年1月上旬に開催してい
る園部町文化協会主催「新春
席書大会」につきまして、新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、今年度の開催
を中止します。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問�園部町文化協会事務局（社
会教育課内）

TEL（0771）68-0057

「外国人のための交通・
防犯教室」を開催します
　外国人の方がくらしの安全
のために交通ルールを知り、
また、犯罪にあわないように
するために、警察の方からお
話を聞きます。
●日時　11月22日（日）
　午前10時～正午����
●�場所　国際交流会館2階特
別会議室
●講師　南丹警察署員
●申込方法　11月18日（水）
　�までに住所、氏名、年齢、
当日連絡先（携帯電話番号

など）を、電話、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

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
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muim活き活きインター
バル速歩教室2020
　いつでも、どこでも、誰で
も、簡単に、体力向上ができ
るインターバル速歩（ゆっく
り歩きと速歩きを繰り返す運
動法）教室を昨年に引き続き
明治国際医療大学で実施しま
す。ぜひ、お誘いの上、ご参
加ください。
●�日 時　12月2日、16日、
令和3年1月13日、2月10
日、3月17日
※�いずれも水曜日、午後1時
30分～3時
※�実施日以外の日に学生との
交流を予定しています。
●�場所　明治国際医療大学体
育館もしくはミーティング
ルーム
●講師　明治国際医療大学　
　齊藤昌久教授　他
●内容
・�初回と最終回は体力測定
（全身持久能力・握力・歩
行速度など）を行いますの
で必ずご参加ください。
・�教室は有効なインターバル
速歩が身につけられるよう
になるための内容です。イ
ンターバル速歩の実施方
法、歩き方の説明、身体ほ
ぐしの体操、簡単にできる
運動、情報交換・談話タイ
ムなどを行います。
●�定員　20名程度（先着順）
※�運動ができる服装・靴で、
お茶・タオルをご持参くだ
さい。
●�申込方法　11月25日（水）
までに住所、氏名、電話番
号を明記の上、FAX、Eメー
ル、はがき、電話でお申し
込みください。

問�明治国際医療大学�齊藤昌
久

TEL（0771）72-1181
FAX（0771）72-0326
ma_saito@meiji-u.ac.jp　

南丹市園部女性の館講座
のご案内
　クリスマス用フラワーアレ
ンジメントを作ります。物作
りを通した出会いとふれあい
の場にもなりますので、ぜひ
ご参加ください。
●日程　12月5日（土）　
●場所・時間　
①美山文化ホール１階会議室
　午前10時～正午
②�園部女性の館　午後1時30
分～3時30分
●講師　森谷万知子さん
●定員　20人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●�申込方法　11月28日（土）
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

「寄せ植え教室」を開催
します！
　花は毎日の生活に潤いを与
えてくれます。家庭で楽しめ
る冬の花々を活かした「寄せ
植え」の教室を開催しますの
で、ガーデニングの第一歩と
して参加してみませんか。
●日時　12月5日（土）
　�①午後1時～、②午後2時
～
●場所　道の駅京都新光悦村
●�費用　3,000円（花苗・土
代含む、当日徴収、鉢につ
いては別途1,000円）
●講師　園部町「花」友の会会
　員
●定員　各10名（先着順）
●�申込方法　事前に、電話で
お申し込みください

問�園部町「花」友の会事務局
（農業推進課内）
TEL（0771）68-0060

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
　季節の歌、懐かしの歌を生
伴奏で一緒に歌い、楽しいひ
と時を過ごしませんか。12
月はクリスマスソングも取り
入れます。3つの密を避ける
などの新型コロナウイルス感
染予防対策を十分にして行い
ますが、今後の状況により中
止する場合もあります。ご了
承ください。
●日時　12月6日（日）　
　午後2時～午後3時30分
●�場所　「みんなの居場所　
わっかっか！」（日吉町殿田
東小牧2-1）
●�運営協力金　500円（中学
生以下は無料）
※�水分補給用の飲み物をご持
参ください。

問わっかっか！
TEL080-9753-9402
�wakkakka2014@gmail .
com

南丹市工芸家協会展　
手づくりのぬくもり
　南丹市を主に拠点とする工
芸家9人（陶芸・木工・くみ
いと）による展示会です。
　会期中には、出展作家が交
代で在廊します。お話をしな
がら、あたたかい作品をご覧
ください。
●�期間　11月26日（木）～12
月7日（月）
　午前11時～午後6時
※定休日　火・水
●場所　わざどころPON
　�（南丹市八木町八木鹿草
76-1）

問�南丹市工芸家協会（担当�長
元）

TEL090-3841-0399
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南丹やぎの青空市

　サロンとして交流やお買い
物を楽しんでいただけます。
●日時　毎月第4土曜日　
　午前10時～午後2時　　
●�場所　八木町本町通り商店
の駐車場
●�出店参加費　年3回は無
料、継続参加は毎回1店
1,000円
●�内容　テント・机・椅子各
1個は準備します。

問�南丹やぎの青空市実行委員
会

TEL（0771）42-2120

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日時　11月27日（金）
　午後2時～4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜天文教室＞
●日時　12月19日（土）
　午後7時～9時
●場所　丹波天文館
●�内容　月・木星・土星・火
星・秋の星座などを観望
●参加費　300円
●定員　5家族（予定）
●�対象　小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●�申込方法　前日までに、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。
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。

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

日吉・美山地域情報

令和２年度「除雪対策事
業」のお知らせ
　自力での除雪が困難な高齢
者世帯などに対して、除雪に
要する経費の一部を支援しま
す。
●�対象　日吉地域および美山
地域在住で、次の①～③の
いずれかに該当する方
①�65歳以上の高齢者のみで
構成されている世帯
②母子世帯
③�障がい者（身体障害者手帳
1級～4級、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳の交
付を受けた者）を含む世帯
●�支援内容　高齢者世帯など
からの依頼に基づき、次の
除雪作業を委託事業者が行
います。なお、本事業による
支援は当該集落に除雪車が
出動した場合に限ります。
①住居敷地内の除雪作業
※�実際に居住のため使用され
ている人家とし、車庫や倉
庫などとして使用されてい
る建物は除きます。玄関先
から公道までの間および屋
外トイレなど日常生活を営
む上で必要不可欠な設備ま
での通行を確保する幅員1
ｍ以内の除雪作業としま
す。
②�屋根からの落雪に伴う除雪
作業（住居軒下から2ｍ以
内）
③住居の屋根の雪下ろし作業
●�支援期間　12月1日（火）～
令和3年3月15日（月）
●�負担金　除雪に要する費用
の1割相当額（1時間当たり
250円、除雪機器使用時は
350円）を、直接除雪委託事
業者にお支払いください。
●申請期限　11月20日（金）
●�申請方法　南丹市高齢者等
除雪対策事業申請書（問合
せ先に備え付け）に必要事

項を記入、押印の上、居住
する地区の民生児童委員の
意見を付けて申請してくだ
さい。なお、除雪委託事業
者の体制（人員の都合など）
により、利用者登録ができ
ない場合があります。

問高齢福祉課　　　
TEL（0771）68-0006
問日吉支所総務課　
TEL（0771）68-0030
問美山支所総務課　
TEL（0771）68-0040

令和２年度「除雪委託事
業者」を募集します
　「南丹市高齢者等除雪対策
事業」を実施するため、令和
2年度の除雪事業者を募集し
ます。
●業務内容
①住居敷地内の除雪作業
②�屋根からの落雪に伴う住居
敷地内の除雪作業
③住居の屋根の雪下ろし作業
●�業務期間　12月1日（火）～
令和3年3月15日（月）
※�気象状況により前後する場
合があります。
●�登録対象事業者　対象者へ
の的確な除雪体制が整い、
完了報告など、市の要請す
る業務および事務が期限内
にできる市内の事業者
●�委 託 料　1時 間 当 た り
2,500円（除雪機器使用時
は3,500円）
※うち１割相当分は除雪支援
対象者が負担します。
●登録期限　11月20日（金）
●�登録方法　高齢福祉課、日
吉支所または美山支所に、
登録申請書を提出してくだ
さい。

問高齢福祉課　　　　
TEL（0771）68-0006
問日吉支所総務課　　
TEL（0771）68-0030
問美山支所総務課　　
TEL（0771）68-0040
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Nantan_Free_Wi-Fiステッカー

南丹市公衆無線LANサービス「Nantan Free Wi-Fi」をご利用ください

　南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保できる取
り組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN（Wi-Fi）環境を整備しています。
　災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生活情
報などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡単にイン
ターネットを利用することができます。
●�利用場所　利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全47拠点で、アクセスポイント
は96箇所です。「Nantan_Free_Wi-Fi」のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、同意した上でご利用ください。
③�利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID（Google、Facebook、Twitter、Yahoo、
Weiboサービスのアカウント）でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に何度でもご利用いただけます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間（利用可能時間）は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①�本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間（端末からアクセスポイントまでの
区間）の暗号化を行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区間の通信
内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を盗み見され
る可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本サービスをご利用
ください。
②�本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのアクセ
スを規制する「フィルタリング」を行なっています。
③�災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間を24時間とし「00000NANTAN」とい
うSSIDに接続することで無認証（メールアドレスの登録などが不要）、接続回数制限なしで本サー
ビスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイント設置場所（47拠点）
【�園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部文化会館、国際交流会館、中
央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木市民センター
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【�JR駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停、JR八木駅前駐輪場、コミュ
ニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【�小学校施設】園部小学校、園部第二小学校、八木西小学校、
 八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
 美山中学校
【学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅小学校、
 旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、旧五ヶ荘小学校、
 旧知井小学校、旧平屋小学校、旧鶴ヶ岡小学校、旧大野小学校
※上記施設の無線通信可能な場所で利用できます。
問情報課　TEL（0771）68-0066
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年11月16日〜30日） 
★は初回放送枠

ＣＡＴＶのお得な
加入キャンペーン実施中

☝

　

◇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）


