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休廃止マンガン鉱山労働
従事者じん肺健診の実施
　すでに休廃止されたマンガ
ン鉱山にかつて従事していた
方を対象に、休廃止マンガン
鉱山労働従事者じん肺健康診
断を実施します。
●�日時　申込者と相談の上、
決定します。
●�場所　（一財）京都工場保健
会
●負担金　1,000円　
※�生活保護を受給されている
方は無料
●�申込締切　12月10日（木）
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　

年末の交通事故防止府民
運動について
　「年末の交通事故防止府民
運動」を実施されます。
　これを機会に、家庭や学校、
職場などで交通安全について
話し合っていただき、交通
ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践をお願いします。
●�運動スローガン　「来る年
の　安全願う　京の暮れ」
●実施期間　
　12月1日（火）〜20日（日）
●運動重点　
・�夕暮れ時と夜間における高
齢者を始めとする歩行者の
交通事故防止
・飲酒運転の根絶
・�信号機のない横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底
・自転車の安全利用の推進
問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021

納期限のお知らせ

＜令和2年11月30日（月）納期
限＞
・�固定資産税・都市計画税第
4期分

問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第6期分
・�後期高齢者医療保険料第5
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第6期分　　　
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等11月分　
・保育所延長保育料10月分
・一時保育料10月分
・幼稚園給食費11月分　　
・�幼稚園預かり保育料10月
分　
・�すこやか学園使用料11月
分

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料11月分　
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費11月分　　　
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金
11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、市税等や一部料
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。

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
確定申告はe-Taxで
スマホでの申告が便利
　税務署に事前に申請を行っ
ていただいた人は、ご自宅の
パソコンやスマートフォンを
使って、簡単に確定申告がで
きるようになります。市役所
に「利用申請特設会場」を設置
しますので、ぜひ利用申請に
お越しください。
●日時　12月7日（月）
　午後1時〜3時
●�場所　市役所3号庁舎2階
第5会議室
●�持ち物　運転免許証など本
人確認できるもの、e-Tax
の利用者識別番号が分かる
もの（お持ちの方のみ）

問園部税務署 
TEL（0771）62-0340
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新庁舎建設に伴う記念碑などの移転・保存について

　南丹市では、令和3年度から着手予定の南丹市役所新庁舎の建設工事に伴い、園部小学校跡の卒業
記念碑や樹木を移転・保存する準備を進めています。
　関係の皆様には、思い出深いこれらの記念物の移転・保存について、ご理解とご協力を何卒よろ
しくお願いします。
●移転対象となる記念物
・園部小学校校名石（昭和49年度卒業）　
・ステンレス製モニュメント（昭和36年度卒業）　
・階段石柱一対（昭和33年度卒業）
・日本庭園内石碑（昭和39年卒業）
・卒業生に向けた歌碑（昭和35年3月卒業）
・元桐ノ庄小学校門柱および園部小学校創立百周年記念門柱（昭和47年3月移柱）
●材質等により移転できない記念物・樹木
　移転できない卒業記念物は、写真パネルで残し、園部小学校内に掲示します。
・児童愛唱歌ブロック製歌碑（昭和60年3月卒業生一同、平成3年3月卒業生一同）
・一文字タイルブロック製花壇（平成元年度卒業生）
・工事範囲内の樹木は伐採しますが、クローン栽培した同じ桜の苗木を再植樹します。また、伐採
した樹木も再利用方法を検討しています。
●移転・保存・伐採の時期
　移転工事は、令和3年4月から実施し、移転・保存先は、園部小学校および南丹市役所本庁敷地内
を予定しています。移転工事に先立ち、埋蔵文化財調査のための試掘を令和2年12月から計画して
います。

　卒業記念碑などの由縁をご存じの方は、総務課まで情報提供いただきますようご協力をお願いし
ます。
問総務課　
TEL（0771）68-0002　
FAX（0771）63-0653

soumuka@city.nantan.lg.jp
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固定資産税・都市計画税の軽減措置について

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、令
和3年度の1年間に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を
事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
●中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
・ただし、大企業の子会社などは対象外となります。
●対象となる市税
・事業用の家屋に対する固定資産税（令和3年度分）
・償却資産に対する固定資産税（令和3年度分）
・事業用の家屋に対する都市計画税（令和3年度分）
※土地や住宅用の家屋は対象となりません。
●軽減措置の内容
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する
3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率

30%以上50%未満減少している場合 2分の1を減額
50%以上減少している場合 全額を免除
●提出書類
　�「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けた申告書（原本）に加えて、同機関に提出した書類と同
じもの（コピー可）

＜全ての事業者からの提出が必要な書類＞
・申告書（「認定経営革新等支援機関等」の確認印が押されたもの）
・収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書など）
＜場合によって提出が必要となる書類＞
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合猶予の金額や期間等を確認できる書類
●認定経営革新等支援機関等の一覧
①認定経営革新等支援機関
　（認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関など）
②認定経営革新等支援機関に準ずるもの
　（都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会）
③�認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、
確認書の発行を希望する者
　�（税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地
の青色申告会など）
※②、③で例示している方でも認定経営革新等支援機関に認定されている場合は①に該当します。
●申告期間
　令和3年1月4日（月）〜2月1日（月）
●提出先
　〒622-8651南丹市園部町小桜町47番地　税務課資産税係
問税務課
TEL（0771）68-0004
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南丹市スポーツ・文化賞表彰について

　南丹市では、スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を表彰しています。
被表彰者の推薦について、市内小中学校や各関係機関および団体に所属されていない方で、南丹市
スポーツ・文化賞の表彰基準に該当される方はご連絡ください。
●南丹市スポーツ・文化賞表彰基準

表彰の種類 表　彰　基　準

優秀スポーツ賞

特に優秀な成績を収めた者（小学生以下を除く。）
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場
権を得て全国大会に出場し、入賞した者または団体近畿大会または
これに準ずる大会において上位（3位以内）入賞した者または団体
②�近畿大会またはこれに準ずる大会において上位入賞（3位以上）した
者または団体
③�京都府大会またはこれに準ずる競技大会において優勝した者または
団体

ス ポ ー ツ 賞

優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者（小学生以下を除く。）
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場
権を得て、全国大会に出場した者または団体
②�近畿大会またはこれに準ずる大会において入賞（6位以上）した者ま
たは団体
③�京都府大会またはこれに準ずる競技大会において上位入賞（3位以
上）した者または団体

優 秀 文 化 賞

特に優秀な成績を収めた者（小学生以下を除く。）
①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会など
で、上位入賞（3位相当）を収めた者または団体
②京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで最高位の成績を
収めた者または団体

文　　化　　賞

優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者（小学生以下を除く。）
①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会など
に学校推薦または予選を経て出場し、入賞した者または団体
②�京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで上位入賞（3位相
当）を収めた者または団体

翔　　け　　賞

小学生以下で、大会などにおいて、スポーツまたは文化活動に関し、
特に優秀な成績を収めた者または小学生以下の者で組織された団体
で、大会などにおいてスポーツまたは文化活動に関し優秀な成績を収
めた団体または市長がこれらのものに準ずると認めた者

功　　労　　賞
①�優秀な選手などの育成、指導に10年以上携わり、特に功績があっ
た者
②文化の振興および発展に10年以上携わり、特に功績のあった者

●対象　今回の表彰は、令和2年中に収められた成績が対象となります。
●特記事項
・�既に表彰を受けた個人が再び同一の表彰の推薦を受ける場合は、同じ競技もしくは分野の上位大
会にて優秀な成績を収めた場合、または異なる競技もしくは分野の大会において成績を収めた場
合に限ります。
・�既に表彰を受けた団体が再び同一の表彰の推薦を受ける場合は、前回以上の成績を収めた場合に
限ります。
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　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。

＜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-c i ty@raiden.
ktaiwork.jp

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

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、公式LINEを開設し、イベント情報や市政情報
などを発信しています。
　南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで配信する
「なんたんメール」がLINEでも受信可能です。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、
園部川・由良川情報など）が配信されますので、ぜひご登録く
ださい。
問秘書広報課　　　　　　
TEL（0771）68-0065

南丹市公式ＬＩＮＥで災害情報が配信されます

●留意事項
・�推薦内容について、スポーツ・文化賞表彰選考委員会において選考を行い、被表彰者を決定します。
選考の結果、推薦区分の変更や選考外となる場合もありますので、候補者に対し期待を過度にか
けないようご配慮の上、推薦をいただきますようお願いします。
・選考は厳正に行いますが、結果についての疑義への関与、理由の説明は一切行いません。
・�推薦調書の内容については、個人情報保護の観点から、スポーツ・文化賞表彰にかかる一連の事
務手続き以外の目的には一切使用しません。
・当賞は、一定の順位・功績も加えて選考を行います。
※�推薦にあたっては、あらかじめ推薦される組織・団体などにおいて厳正な評価のうえ、推薦をお
願いします。特に推薦に値する功績を明記し、組織的な観点で評価を加えた推薦となるよう、ご
協力をお願いします。
・推薦方法について、自薦及び他薦によるものとします。
・�推薦調書の様式については、南丹市ホームページからダウンロードができますので、ご活用くだ
さい。
●申込方法　12月18日（金）までにご連絡ください。
問教育総務課　
TEL（0771）68-0055　
FAX（0771）63-2850

相談会

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　総務省では、行政に対する
皆さんのご意見をお聴きし、
行政運営に反映させるため、
行政相談を行います。
●日時　12月8日（火）�
　午後1時30分〜3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室

問 総務省　京都行政監視行政
相談センター　行政監視行
政相談課

TEL（075）802-1100
問総務課　
TEL（0771）68-0002　

女性相談日のお知らせ

　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　12月9日、23日、1
月13日、27日
※いずれも水曜日
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
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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」（12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、オムツなどお子さん
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
電話でお申し込みくださ
い。
※�予定が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。
＜冬休みのお知らせ＞
　各ひろばとseedbaseはお
休みします。
●�期間　12月26日（土）〜1
月6日（水）

＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月〜金曜日
●�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、第4木曜日は
横田公民館

＜「絵本の日」＞【無料】
　「絵本はまだ早いかな」と悩
むお父さんお母さんに向け
て、絵本好きのスタッフが親
子の時間を作るきっかけにな
る本を紹介します。
○日吉ひろば　12月8日（火）
○�美 山 ひ ろ ば　12月10日
（木）
○�八 木 ひ ろ ば　12月16日
（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　12月24日（木）
※午前11時〜11時30分
＜産後からだケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●日時　12月18日（金）　
　午前10時〜正午　
※先着5名（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　概ね産後6カ月くら
いまでの産婦の方
●参加費　700円
＜スローエイジング＞【要申
込】
　ヨガで身体の状態を感じ、
リンパマッサージ・ツボを用
いて内臓を温めます。肩こり・
冷え・月経痛・産後の不調・
更年期症状など、女性の心と
身体を整える講座です。最後
にはリラクゼーションタイム

があります。
●日時　12月21日（月）　
・�午前の部:午前10時〜11時
30分　
・�午後の部:午後1時〜2時30
分　
※先着各5名
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　どなたでも参加でき
ます
●�参加費　1,500円、託児付
き2,000円（託児付きの方
は午前の部での参加となり
ます。）

＜クリスマスパーティ＞
　みんなでクリスマスを楽し
みましょう。どなたでも参加
できます。
●日時　12月12日（土）　
　午前中開催予定　
●場所　八木市民センター　
　文化ホール（八木支所3階）
●�クリスマスパーティの詳細
は各ひろば、LINE、フェ
イスブック、インスタグラ
ムなどでお伝えしていきま
す。

　�LINE　�　　フェイスブック

インスタグラム　

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119
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「美山福祉のつどい」開催
中止のお知らせ
　12月5日（土）に開催予定の
「美山福祉のつどい」につい
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
うよろしくお願いします。
問 美山福祉のつどい実行委員

会事務局（南丹市社会福祉
協議会美山事務所内） 

TEL（0771）75-0020

第5回南丹市文化協会作
品展の開催について
　南丹市文化協会の登録団体
等が、日頃の取組の成果とし
て様々な作品を展示する作品
展を開催します。南丹市内で
活動されている団体の展示を
ぜひご覧ください。
●日時　12月4日（金）
　�午前9時〜18日（金）午後5
時まで
※土日を除く
※�開館中は常時見ていただけ
ます。
●�場所　八木市民センター「i
スタやぎ」1階ギャラリー
●�出展作品　書道、写真、俳
句、短歌、絵画など

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

南丹市役所では、次のSNSを開設しています。南丹市のイベ
ントや季節ごとの風景などを掲載していますので、ぜひご覧
ください。

南丹市公式SNSをご覧ください

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　12月9日、23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
※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

「南丹市園部女性の館」
講座のご案内
●日時　12月12日（土）
　午後1時半〜午後3時半
●場所　園部女性の館
●�内容　布あそび「干支（う
し）」の置物
●�運営協力金　1,000円（材
料費含む）
●持ち物　裁縫道具
●定員　15人
●講師　布2の会
●�申込方法　12月5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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜レディーススポーツデー＞
●�日時　12月2日、9日、16
日（各水曜日）午前9時30分
〜11時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー
ツ
●参加費　300円（当日受付）
●�対象　18歳以上の女性の
方

＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　12月7日（月）、21
日（月）午後6時〜9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　12月4日（ 月 例 大
会）、11日、18日（各金曜
日）午前9時〜11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　12月8日（火）
　午後6時〜9時
●場所　体育館
●�内容　バトミントン、卓球、
テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時　12月11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
※�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

LINE インスタグラム YouTube
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