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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
南丹市営バス等の年末年
始の運休について
令 和2年12月29日（ 火 ）～
令和3年1月3日（日）の間、南
丹市営バスおよびデマンドバ
スは運休します。
デマンドバスの予約につい
て、令和3年1月4日（月）第１
便（日吉地域は4日の全便）を
ご利用される場合は、予約締
切が12月28日（月）となりま
すのでご注意ください。
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019

令和3年南丹市成人式開
催のお知らせ

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

●日 時 令 和3年1月10日
（日）
※新型コロナウイルス感染症
予防のため、2回に分けて
開催を予定しています。
・一 部 午 後1時 ～（ 受 付
正午～）八木・日吉・美山・
その他地域の方
・二 部 午後3時30分～（受
付 午後2時30分～）園部
の方
●会場 国際交流会館 イベ
ントホール
●内容 式典、記念写真撮影
●対象者 南丹市在住および
出身の新成人
（平成12年4月2日～平成13
年4月1日生まれ）
※当日の受付票などの案内状
につきましては12月初旬
に送付しています。
※市外へ転出されている出席
希望の方は、社会教育課ま
でに案内状送付先をお知ら
せください。
※出欠の回答は必要ありませ
ん。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057

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
いします。
●日程 12月23日（水）
午前10時～11時15分
午後0時30分～3時30分
●場所 国際交流会館
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

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

侵入窃盗被害にご注意を
令和2年中、南丹市および
京丹波町において、空き巣や
忍び込みなどの侵入窃盗被害
が多発しています。被害の約
8割は鍵のかかっていない箇
所から侵入されています。
被害に遭わないために、次
のことに注意してください。
・外出やお休みの際は玄関や
窓に必ず鍵をかける
・置 き鍵（鍵を植木鉢の下な
どに隠すこと）をしない
・郵便受けに新聞や郵便物を
ためない！
・防犯カメラやセンサーライ
トなどの防犯機器を活用す
る
・不審者（車）を見つければす
ぐに警察に通報する
問 京都府南丹警察署
TEL（0771）
62-0110
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市営住宅（公営住宅）の入居者を募集します
●募集する住宅
12月18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。
●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。
●募集期間
令和3年1月5日（火）～1月15日
（金）
（土・日・祝日を除く）
午前８時30分～午後5時15分
●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12月18日
（金）から各受付場所で配布するほか、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、持参による申し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3年3月下旬
問 営繕課
TEL（0771）
68-0062

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について
＜障害者控除＞
所得税・住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、65歳以上の方で「寝
たきり状態にある高齢者」、
「認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場合は障害者控除（特
別障害者控除）の対象となる場合があります。控除を受けるには、申請により
「障害者控除対象者認
定書」の交付を受け、毎年申告の際に提示していただく必要があります。
●対象者 南丹市内在住の65歳以上の方で、次の①～⑤のいずれかに該当する方
区分
認定要件
①身体障がいの程度の等級表（3級～6級）に準ずる障がいがあること
障がい者
②知的障がいの程度の判定基準（軽度・中度）に準ずる障がいがあること
③身体障がいの程度の等級表（1級、2級）に準ずる障がいがあること
特別障がい者
④知的障がいの程度の判定基準（重度）に準ずる障がいがあること
⑤寝たきりの状態にあること
※控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、認定調査票により市が判断
します。
●申請方法 「障害者控除対象者認定書」は高齢福祉課または各支所総務課で申請してください。審
査の上、後日郵送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必
要です。ただし、次の①・②両方に該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」で申告するこ
とができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが２年目以降の方
②介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に「寝たきりの状態」かつ「尿失禁（の
可能性）がある」ことが確認できる記載がある場合
※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方はかかりつけの医療機関にお問い合わせください。
●申請方法 「おむつ使用確認書」は高齢福祉課または各支所総務課で申請してください。審査の上、
後日郵送にて交付します。
問 高齢福祉課
TEL（0771）
68-0006
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

南丹市小規模企業支援事業補助金について
市内の小規模企業者の経営安定のため、対象融資制度の利子補給と京都信用保証協会の信用保証
料の助成を行います。
●対象融資制度
番号
融資制度名
限度額
1
㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付制度
2,000万円
2
京都府の小規模企業おうえん資金（ベース枠・ステップアップ枠）
2,000万円
3
京都府のあんしん借換資金（セーフティネット枠・緊急枠）
8,000万円
4
㈱日本政策金融公庫の新規開業資金
4,800万円
5
㈱日本政策金融公庫の女性・若者／シニア起業家資金
4,800万円
6
㈱日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援金
4,800万円
7
京都府の開業・経営承継支援融資
8,000万円
＜対象外の融資制度＞
特別利子補給制度を受けた融資制度（実質無利子・無保証料）
・㈱日本政策金融公庫の新型コロナウィルス対策マル経融資
・京都府の新型コロナウィルス感染症対応資金 など
●対 象者 常時使用する従業員の数が20人（商業またはサービス業を主たる事業とする事業者に
あっては5人）以下の法人または個人で、次の①②③全てを満たす方
①市内に主たる事業所を有する方
②市税を完納している方
③南丹市商工会の会員
●利子補給額 平成30年1月1日から令和2年12月31日までに新規に借り入れた対象の各融資の令
和2年1月1日から同年12月31日までに支払った利子額（延滞等に係る利子は除く）の2分の1以内
で、千円未満切捨てとし、上記の表「1から3」のみの場合、上限5万円とし、表の「4から7」の場合
上限10万円とする。ただし、対象融資制度「1から3」と「4から7」の制度と併せて受ける場合につ
いては、上限10万円とする。
（例：1と4など）
●保証料助成 令和2年1月1日から同年12月31日の間に、新たに借り入れた対象の各融資に対して、
初回に支払った保証料の2分の1以内（千円未満は切り捨て、上限5万円）
●申請方法 令和3年1月5日
（火）から1月22日（金）の間に、南丹市商工会に申請してください。申
請用紙は商工会本所および各支所に備え付けています。
●申請書類
①南丹市小規模企業支援事業補助金交付申請書（様式第1号）
②添付書類
（1）申請者の住民票の写し（法人にあっては登記簿謄本の写し）
（2）市税を完納していることを証する書類
（3）金融機関の発行する支払額明細書
（4）利子および保証料の支払いを証する書類またはその写し
※平成30年度および令和元年度に申請された方は、下記の一部書類を省略できます。
（ア）住所、氏名、
（名称）に変更がない方は（1）の書類を省略できます。
（イ）令和元年以前に補助を受けた融資について引き続き利子補給を受けられる方は（3）の書類を省略
できます。
※金融機関が発行する令和2年中の支払利息証明書等は有料です。
問 南丹市商工会 TEL（0771）
42-5380
問 園部支所 TEL（0771）
62-0766
問 日吉支所 TEL（0771）
72-0224
問 美山支所 TEL（0771）
75-0021

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所
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償却資産は2月1日までに申告してください
会社や個人で工場、商店、アパート、駐車場などを経営されている方が所有している事業用資産
（構築物・機械・車両・工具・器具・備品など）は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
南丹市内に償却資産を所有されている方は、資産の多少にかかわらず、令和3年1月1日現在の所有
資産について申告をしてください。
●申告書提出期限 令和3年2月1日（月）
※提出期限は2月1日ですが、事務処理の都合上、1月12日（火）までの早期申告に御協力ください。
●提出先について 令和2年度までは、償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提
出していただいていましたが、京都府内25市町村（京都市を除く）の償却資産（固定資産税）の申告
や評価に係る事務は、令和3年度申告分から「京都地方税機構」で行っています。償却資産に関する
お問合せ先や、申告書の提出先は以下のとおりです。
※申告書の提出先について、郵送で提出される場合は「京都地方税機構業務課償却資産担当」、窓口
に来庁される場合は「京都地方税機構申告センター」、
「南丹市役所税務課資産税係および南丹市役
所各支所総務課」になりますのでご注意ください。
※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・小規模事業者に対する固定
資産税・都市計画税の軽減の適用を受ける場合、京都地方税機構ではなく南丹市税務課資産税係
に提出していただく必要があります。軽減措置の申請方法の詳細については、
「第３５７号 お知
らせなんたん」や南丹市ホームページでご確認ください。
＜申告書の提出先（窓口）＞
・京都地方税機構申告センター 〒602-8054京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104
京都府庁西別館4階
・南丹市役所税務課資産税係
〒622-8651南丹市園部町小桜町47番地
・南丹市役所八木支所総務課
〒629-0198南丹市八木町八木東久保29番地1
・南丹市役所日吉支所総務課
〒629-0398南丹市日吉町保野田市野3番地1
・南丹市役所美山支所総務課
〒601-0797南丹市美山町島島台51番地
＜申告書の提出先（郵送）＞
・京都地方税機構事務局業務課償却資産担当
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
●提出書類について 申告書用紙等の提出書類は、京都地方税機構または南丹市のホームページか
らダウンロードしていただくことができます。なお、前年度に申告された方に対しては、京都地
方税機構から12月中旬に申告書等を郵送します。お手元に届かない方、ダウンロードが難しい方、
新規に事業を始められた方などで申告用紙が必要な場合は、京都地方税機構または南丹市税務課
資産税係へご連絡ください。

南丹市公式SNSをご覧ください
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。

LINE
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YouTube
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●業種別の主な償却資産（例示）
業種

主な償却資産の例示

共通

受変電設備、太陽光発電設備、看板、ネオンサイン、屋外広告、駐車場設備、舗装路面、
外灯、テナント内部造作、緑化施設、外構工事（フェンス・植栽）、キャビネット、
応接セット、コピー機、パソコン、ルームエアコン、テレビ、レジスター、机・椅子、
プリンター、LAN設備など

飲食業

カウンター、室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、ステレオ、放送設備、冷蔵庫、
厨房設備、製麺機、日よけなど

理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、理容・美容機器、給湯器、サインポー
ルなど

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、ボイラー、スリーブ、ビニール包装
設備など

ホテル・旅館業

客室備品（冷蔵庫、ベッド等）、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、
電話交換設備、洗濯設備など

医療・薬局業

医療機器（ベッド、エックス線装置、調剤機器、心電計、消毒用殺菌器、手術台、
歯科診療用ユニット、光学検査機器、保育器、顕微鏡等）
、冷蔵庫、陳列ケース、
薬品戸棚、厨房設備、待合室用椅子など

小売業

ショーケース、陳列ケース、冷凍ストッカー、日よけ、間仕切り（パーテーション）、
冷蔵庫、照明設備、電子秤、自動販売機など

ガソリン給油業

地下タンク、計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、洗車機、独立キャ
ノピー、検査工具、自動販売機、防壁、消火器、構内舗装など

自動車修理業

施盤、プレス、リフト、チェーンブロック、カーウォッシャー、コンプレッサー、
溶接機、充電機、オイルクリーナー、グラインダー、ドリル、塗装設備、各種工
具など

金属製品
組立加工業

施盤、プレス、ボール盤、フライス盤、シャーリング、カッター、コンプレッサー、
溶接機、グラインダー、塗装設備、ベルトコンベア、各種工具など

建設業

土木建設機械（ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等）、大型特殊自
動車、発電機など

不動産賃付業

金属造・コンクリート造の塀、側溝、屋外の電気・ガス・給排水設備、立体駐車
場の機械装置、ターンテーブルなど

娯楽業

パチンコ器、パチンコ器取付台（島工事）、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、スクリー
ン設備、ボウリング場設備、ゴルフ練習用設備など

農業

ビニールハウス、家屋に該当しない作業小屋・倉庫・物置、井戸、ポンプ、永久
棚、農業用機械設備（ビニールハウス用電源、発電機、もみすり機等）、農業用器具、
農耕用車両（小型特殊自動車に該当しないもの）、陳列棚など

●京都地方税機構について
「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村（京都市を除く）の税業務を共同して行い、納税者の
利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。
問 京都地方税機構事務局業務課償却資産担当
TEL（075）
414-4503
問 南丹市役所税務課資産税係
TEL（0771）
68-0004

＝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358号

5

京都縦貫道・南丹PA出
品者募集説明会のご案内
八木町農業公社では、京都
縦貫道・南丹PA（パーキング
エリア）内で催しや地元で栽
培された野菜・名産加工品の
直売を行う出品者を募集しま
す。説明会を行いますので、
ご来場をお待ちしておりま
す。
●日 時 令 和3年1月30日
（土）午後1時30分～
●場 所 八木環境公園
「氷室
の郷」
●内 容 京 都 縦 貫 道・ 南 丹
PA内の仮設テントで、自
家栽培野菜・名産加工品な
どの販売に出品ができる方
●対 象 農家（個人・グルー
プ団体）、福祉団体、商店
●出 品 時 期 令 和3年6月 中
旬予定（プレオープニング
5月初旬計画）PA内での出
品開催は毎週土曜日・日曜
日（ 午 前・ 午 後 各2時 間 程
度）
問 八 木農村環境公園
「氷室の
郷」
TEL（0771）
43-1128
FAX（0771）
42-5210
（月曜：休館日）

なんたん健幸ポイント50
提出まだの方はお早めに
「なんたん健幸ポイント
50」とは
①市民健診・職場健診・人間
ドックなどを受ける
②南丹市が行う健康教室、講
座、イベント等に参加する
③個人目標を立て、健康づく
りを実践する
のいずれかの方法で50ポイ
ント貯めて応募すると抽選で
記念品がもらえるものです。
健康づくりのきっかけにぜひ
ご応募ください。
●参加対象 南丹市に在住・
在勤の20歳以上の方
●応 募締切 令和3年1月15
6
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日（金）
※ポイントカードは保健医療
課・各支所にあります。ま
た令和2年度市民健診申込
者の方へは4月に送付して
います。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

医療従事者の届出につい
て
今年は、医療従事者の資格
を有する方の届出の年となっ
ています。
この届出は、関係法令によ
り、2年 ご と に12月31日 現
在の就業状況などを届け出て
いただくもので、医療および
公衆衛生行政を進める上で重
要な資料となります。該当さ
れる方は、必ず令和3年1月
15日（金）までに届出を済ま
せてください。
＜全ての医師・歯科医師・薬
剤師＞
●届出先 住所地または就業
地のいずれかの最寄りの保
健所
＜保健師・助産師・看護師・
准看護師・歯科衛生士・歯科
技 工 士 で12月31日 現 在、 府
内を就業地として業務に従事
している方＞
●届出先
・就業地が亀岡市・南丹市・
京丹波町の方は、京都府南
丹保健所企画調整課
℡（0771）62-4752
・就 業地が京都市内の方は、
京都府健康福祉部医療課
℡（075）414-4746
・就 業地が上記以外の方は、
就業地の最寄りの保健所
問 京都府南丹保健所企画調整
課
TEL（0771）
62-4752

問 ＝申込・問合せ先

停電情報の確認方法につ
いて
冬期は、積雪による倒木な
どで停電することがありま
す。
お住まいの地域が停電した
場合は、関西電力送配電HP
で確認していただくか、同社
コンタクトセンターへお問い
合わせください。
●停電情報の確認方法
「 関 西 送 配 電 停 電」で 検
索、関西電力送配電HP「停電
情報」をクリック。
※地域で停電発生時は、停電
地域や停電軒数などが市町
村、地区ごとに表示されま
す。

関西電力送配電HP
「停電情報」

お手持ちのスマートフォン
に停電情報が届く「停電情報
アプリ（関西電力送配電）」も
ありますので、ダウンロード
（無料）の上、ご利用いただけ
ます。

「停電情報アプリ」
問 関西電力送配電コンタクト

センター
TEL 0800-777-3081
（通話無料）

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

相談会

子育て支援（催し）

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

ひとり親世帯臨時特別給
付金申請期限のお知らせ

京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
します。お気軽にご利用くだ
さい。
●日 程 ①令和3年1月12日
（火）、②26日（火）
●時 間 いずれも午後1時～
午後4時
●場所 日程①八木市民セン
ター3階会議室3、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

新型コロナウイルス感染症
の影響による子育て負担の増
加や収入の減少に対する支援
として、
「ひとり親世帯臨時特
別給付金」を支給しています。
申請は令和3年1月15日まで
となっています。申請期限が
せまっていますので、給付金
の対象となる方で申請がまだ
の方は、お早めに支給要件を
ご確認ください。
●給 付対象者 公的年金（障
害年金や遺族年金など）を
受給しているため児童扶養
手当を受けていない低所得
のひとり親世帯および新型
コロナウイルス感染症の影
響で収入が大きく減少した
ひとり親世帯
●申 請期限 令和3年1月15
日（金）まで
●受付時間 午前8時30分～
午 後5時15分（ 土・ 日・ 祝
日は閉庁しています）
●提出場所 子育て支援課ま
たは各支所総務課
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

「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 令 和3年1月19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

＝メールアドレス

子育てすこやかセンター
1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。
＜お話会＞
●日 時 令 和3年1月15日
（金）午前10時30分～11時
＜子育て広場０歳～＞
●日 時 令 和3年1月20日
（水）午前10時30分～11時
30分

HP ＝ホームページアドレス

●内 容 「親子でヨガを楽し
もう」
※バ ス タ オ ル ま た は、 ヨ ガ
マットをご持参ください。
＜親子リトミック＞
●日 時 令 和3年1月27日
（水）午前10時30分～11時
30分
＜子育て講座＞
●日 時 令 和3年1月28日
（木）午前10時30分～11時
30分
●内容 桑原修子講師による
「子どもが伸びる子育ての
ヒント」
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

ファミリークリエイティ
ング講座開催のお知らせ
●日 時 令 和3年1月17日
（日）午後2時～４時
●場 所 Zoom
（テレビ電話
アプリ）によるオンライン
●対 象 妊婦とパートナー、
産 後6カ 月 ま で の 産 婦 と
パートナー
●内 容 「 赤 ち ゃ ん が 生 ま
れるとどんな生活になる
のか」、
「 産後に夫婦に起こ
ること」、
「 夫婦のコミュニ
ケーションのコツ」など出
産と出産後に始まる子育て
について一緒に考える新し
いカタチの両親学級です。
●講 師 竹内博士さん（ファ
ミリーナビゲーター）、田
中美賀子さん（キャリアコ
ンサルタント）
●定員 10組（先着順）
●申 込方法 LINEで「ファミ
ナビ」を友達登録した後、
送付される申し込みフォー
ムより申し込んでくださ
い。

問（一社）

日本ファミリーナビ

ゲーター協会

TEL 090-4299-0625

〒 ＝郵便番号・住所

info@faminavi.com
第358号
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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＞
◆AIの壁（養老孟司）◆大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい５つのこと（井手敏郎）◆全
国御城印大図鑑
（攻城団）◆せやろがい！ではおさまらない（せやろがいおじさん）◆日本人は論理的
でなくていい（山本尚）◆これからの男の子たちへ（太田啓子）◆70歳の新人施設長が見た介護施設で
本当にあったとても素敵な話（川村隆枝）◆京都・妖怪三十六景（山田彊一）◆生命科学者たちのむこ
うみずな日常と華麗なる研究（仲野徹）◆マンガ認知症（ニコ・ニコルソン，佐藤眞一）◆今日からで
きる!暮らしの感染対策バイブル（堀成美監修）◆あるものでまかなう生活（井出留美）◆すみっコぐら
しの刺しゅう図案集◆まいにち米粉（高橋ヒロ）◆きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理（堤
人美）◆ザッパなおやつ（riyusa）◆ジジイの片づけ（沢野ひとし）◆「自分で食べる!」が食べる力を育
てる（ジル・ラプレイ，トレーシー・マーケット）◆東大式癒しの森のつくり方（東京大学富士癒しの
森研究所編）◆けものが街にやってくる（羽澄俊裕）◆くらしきぎゃらりーかふぇ物語（ねこまき企画・
プロデュース）◆はじめてのソロキャン完全ガイド（BE-PAL編集部）◆Another 2001（綾辻行人）◆
くちばみ（花村萬月）◆この気持ちもいつか忘れる（住野よる）◆乱都（天野純希）◆デルタの羊（塩田武
士）◆白野真澄はしょうがない（奥田亜希子）◆空洞のなかみ（松重豊）◆「グレート・ギャツビー」を追
え（ジョン・グリシャム）
＜児童書＞
◆おねえちゃんって、きょうもやきもき！ （いとうみく）◆科学者になりたい君へ（佐藤勝彦）◆マン
ガで覚える図解おこづかいの基本（八木陽子監修）◆猫町ふしぎ事件簿（廣嶋玲子）◆劇場版鬼滅の刃
無限列車編
（吾峠呼世晴原作）◆子どものためのスポーツ食トレ（亀井明子監）◆撮り鉄Ｗクロス！
（豊田巧）◆列車探偵ハル（M.G.レナード，サム・セッジマン）◆コヨーテのはなし
（リー・ペック）◆
クリスマスの小屋（ルース・ソーヤー再話）
＜絵本＞
◆どてっ（田口麻由）◆まほうつかいウーのふしぎなえ（エド・エンバリー）
◆ピン!（アニ・カスティロ）
◆まどのむこうのくだものなあに?
（荒井真紀）◆ミツバチたち（カーステン・ホール）◆パンダのパン
だ（牛窪良太）◆コんガらガっちなにになってすすむ？の本（ユーフラテス）◆カヨちゃんちはとうふ
屋さん（荒尾美知子）◆なぞなぞのにわ（石津ちひろ）◆ウィルとふゆのおきゃくさん（リンダ・アシュ
マン）
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
「かるた大会」開催中止
のお知らせ
毎年2月上旬に開催してい
る園部町文化協会主催「かる
た大会」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、令和2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
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「氷室の郷」年末年始の
お知らせ
＜新鮮・八木の朝採れ市/と
んど焼＞
●日程
・12月26日（土）終い市
※ぶた汁をふるまいます
・令 和3年1月9日（土）初市・
とんど焼き
※ぜんざいをふるまいます
●時間 午前10時～11時30
分（ と ん ど 焼 き は 午 前9時
30分～10時30分）
＜氷室の郷・休館日＞
●期 間 12月28日（月）～令
和3年1月4日（月）
問 八 木農村環境公園
「氷室の
郷」
TEL（0771）
43-1128
（月曜：休館日）
問 ＝申込・問合せ先

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
ホームページのバナー広告を
募集しています。
【有料・要申込】
市ホームページのトップ
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

南丹市園部女性の館講座
のご案内
笑顔あふれる素敵な一年に
なることを願って、お正月用
のフラワーアレンジメントを
作りませんか。初めての方も
大歓迎です。
＜お正月用フラワーアレンジ
メント＞
●日程 12月26日（土）
●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 各10人
●運 営 協 力 金 3,000円（ 材
料費含む）
●申 込方法 12月19日（土）
までに電話で申し込みくだ
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

「おうちで世界のXmas」
を開催します
今年のなんたんinternatio
nalカフェはオンラインZoom
システムを使い「おうちで世
界のXmas」として行います。
お気軽にご参加ください。
●日時 12月20日（日）
午後2時～3時30分    
●方法 オンライン
（Zoom）
●内容 クリスマス紙芝居の
読み聞かせ（京都府国際交
流員のアラジ・サンドラさ
ん）、各国のクリスマスの
お話、クリスマスクラフト、
クイズなど
●定員 50名（先着順）
●申 込方法 12月17日（木）
までに住所、氏名、年齢、
電話番号（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。
＝メールアドレス

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

英会話教室の受講生を募
集します（社会人対象）
社会人対象の英会話教室の
受講生 を 募 集 し ま す。 ど の
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。
＜1、 社 会 人 英 会 話 講 座（ リ
フレッシュ・入門）＞
中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●日 時 令和3年1月13日～
3月17日の毎週水曜日 午
後7時～8時30分
●内 容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場 所 国際交流会館2階第
3研修室
●参 加費 8,000円（全10回
分）
※初回徴収
＜2、 社 会 人 英 会 話 講 座（ 初
級）＞
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日 時 令和3年1月15日～
3月19日の毎週金曜日 午
後2時～3時30分
●内 容 ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木市民センター
会議室1
●参 加費 8,000円（全10回
分）
※初回徴収
＜3.社会人英会話講座（中級）
＞
日常的な英会話に加え、英

HP ＝ホームページアドレス

語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●日 時 令和3年1月12日～
3月23日の毎週火曜日 午
後7時～8時30分
●内 容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場 所 国際交流会館2階第
4研修室
※1月12日のみ川辺地域活性
化センター
●参 加費 9,000円（全10回
分）
※初回徴収
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方
●定員 リフレッシュ・入門、
初級：各9人、中級：7人（先
着順）
●申込方法 希望教室、住所、
氏名、年齢、電話番号（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

〒 ＝郵便番号・住所

第358号
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「日本語支援ボランティア
養成講座」を開催します
南丹市で暮らす外国人の方
は年々増加しています。外国
人の日本語学習を支援するボ
ランティアの養成を目的とし
た講座を受講してみません
か。
●日 時 令和3年1月31日～
2月28日の日曜日（全5回）
午後1時30分～4時30分
●場所 京都伝統工芸大学校
●講 師 京都にほんごRings
（京都府日本語教室ネット
ワーク組織）研修チーム
●対象 これから日本語支援
を始めたい方
●定員 50名
●申 込方法 令和3年1月22
日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号（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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ウォーキングマップ新コー
ス・お気に入り写真募集
南丹地域の新しいおすすめ
のウォーキングコースとマッ
プ内のおすすめポイント、お
気に入りの風景写真を募集し
ます。
●応 募期間 令和3年2月28
日（日）まで
●募集内容
①南丹地域の新しいおすすめ
ウォーキングコースを募集
します。
②平 成30年 度 に 作 成 し た
ウォーキングマップ内のお
気に入りの風景写真を募集
します。
①② とも応募いただいた方、
全員に参加賞として景品を
贈呈します。
※ウォーキングマップ掲載者
にはさらに賞品を贈呈しま
す。
●応募方法 応募用紙に必要
事項を記入し、写真や地図
を 添 付 の 上、 郵 送 ま た は
メール、FAXしてください。
応募用紙は保健所で配布、
ホームページにも掲載して
おります。
問 南 丹 保 健 所 保 健 課 健
康・母子保健支援係
〒 622-0041
京都府南丹市園部町小山東
町藤ノ木21
TEL（0771）
62-4753
FAX（0771）
63-0609
n a n s h i n - h o - n a n t a n hoken@pref.kyoto.lg.jp
HP「南丹保健所ウォーキング

マップ」で検索

問 ＝申込・問合せ先

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
＜第11回クロスカントリー
大会＞
●日 時 令 和3年2月20日
（土）午前10時30分～午後
1時頃
●場所 陸上競技場および園
内のクロスカントリーコー
ス
●内容 園内の起伏に富んだ
コースを走ろう
・1.5kｍ（小学生男子・女子、
中学生男子・女子、一般男
子・女子）
・3kｍ（ 中 学 生 男 子・ 女 子、
一般男子・女子）
・ウォーキング（幼児以上）
●参 加費 500円（ウォーキ
ングのみ無料）
●対 象 小学生以上（ウォー
キングは幼児可）
●申 込方法 令和3年1月31
日（日）までに、住所、氏名
（必ずふりがなをご記入く
ださい）、年齢（学年）、性別、
希望種目、電話番号を、は
がき、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜年末年始休園日＞
●日 時 12月29日（火）～令
和3年1月3日（日）
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7

美山地域情報
除雪作業に伴うお知らせ
とお願い
今年度も冬期間中に、積
雪が10cm以上になれば、午
前5時から市道の除雪作業を
行 っています。より早くス
ムーズに作業を行うため、下
記の点についてご協力をお願
いします。
●路上に自動車などの駐車や
放置は絶対にしないでくだ
さい
除雪が進まないばかりか、
大切な車などに損傷を与え支
障をきたすほか、トラブルの
原因になります。
●農作物、獣害防除施設、石
垣、塀などを点検しておい
てください
除雪は雪を道路外へ押し出
しますので、農作物や庭先の
石垣、塀などが路面にはみ出
していないか点検をお願いし
ます。かき出した雪のため埋
没することもありますので、
運転手が察知できない部分に
は赤い布など簡単な目印をつ
けておいてください。また、
除雪によって破損の恐れがあ
る獣害防除施設については、
一時的に撤去していただきま
すようお願いします。

＝メールアドレス

●屋根の雪降ろし後は直ちに
撤去してください
道路上に、屋根などの雪を
降ろしたまま放置したり、撒
き散らしたりすると、凍結し
て歩行者などが転倒したり、
車両のスリップ事故の原因と
なりますので、直ちに撤去し
てください。
●路上に覆いかぶさる物件は
あらかじめ撤去しておいて
ください
道路近くの立ち木や竹を所
有されている方は、事前に点
検していただき、危険な場合
は取り除いていただきますよ
うお願いします。積雪による
倒木などがあった場合は、処
分いたしますのでご了承くだ
さい。
●依頼事項、その他の連絡に
ついては区長を通じてお願
いします
除雪車の運転手の方には、
早朝からお世話になり、大変
ご苦労をお掛けしています。
依頼事項や連絡事項について
は個々に対応することはいた
しません。また、運転手の方
にもそのように依頼していま
すので、除雪に伴う依頼事項
については、区長を通じて申
し出ていただきますようお願
いします。
問 美山支所総務課
TEL（0771）
68-0040

HP ＝ホームページアドレス

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

〒 ＝郵便番号・住所

第358号
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★は初回放送枠

◇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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