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　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

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
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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

年末年始にかかる閉庁・休館のお知らせ

●市役所（支所を含む）
　12月29日（火）〜令和3年1月3日（日）の間、市役所は閉庁しま
す。閉庁期間中は、通常の休日と同様に日宿直での対応となり
ますのでご協力をお願いします。
問総務課　TEL（0771）68-0002

●社会教育施設・社会体育施設
施設名 年末年始の休業日

園部文化会館 耐震補強・大規模改修
工事のため休館中

八木市民センター、日吉生涯学習セン
ター、美山文化ホール

12月28日（月）〜
　令和3年1月4日（月）

中央図書館、八木図書室、日吉図書室、
美山図書室

12月27日（日）〜
　令和3年1月5日（火）

文化博物館 12月27日（日）〜
　令和3年1月6日（水）

日吉町郷土資料館 12月21日（月）〜
　令和3年1月8日（金）

八木スポーツフォアオール 12月28日（月）〜
　令和3年1月4日（月）

日吉はーとぴあ　体育館 12月28日（月）〜
　令和3年1月5日（火）

各社会体育施設（園部・八木町内は別途
夜間の短縮期間あり）

12月28日（月）〜
　令和3年1月4日（月）

各学校体育施設（園部町内は別途夜間の
短縮期間あり）

12月28日（月）〜
　令和3年1月4日（月）

各学校体育施設（八木・日吉・美山町内）12月25日（金）〜　令和3年1月7日（木）
問社会教育課　TEL（0771）68-0057

●国際交流会館
　12月28日（月）〜令和3年1月4日（月）の間、休館します。
問国際交流会館　TEL（0771）63-1777

●園部女性の館
　12月27日（日）〜令和3年1月4日（月）の間、休館します。
問園部女性の館　TEL（0771）63-2986
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年末年始の救急指定病院
の診療について
　南丹市内の年末年始におけ
る救急医療機関は、京都中部
総合医療センターと園部病院
です。救急医療を受けるとき
は、必ず事前に電話連絡をお
願いします。

●京都中部総合医療センター
TEL （0771）42-2510
　12月28日（月）通常診療
　�12月29日（火）〜令和3年1
月3日（日）救急医療
※�救急医療に関しては、内科・
小児科・産婦人科・外科系
の担当医が交代で診療にあ
たります
　�令和3年1月4日（月）通常診
療

●園部病院　 
TEL（0771）62-0515
　12月28日（月）通常診療
　�12月29日（火）通常診療
　�12月30日（水）午前9時〜
正午まで通常診療
　�12月31日（木）〜令和3年1
月3日（日）午前10時〜11
時（外科医対応）
　�令和3年1月4日（月）通常診
療
※�救急医療（上記の診療時間
以外）

問保健医療課地域医療室　
TEL（0771）68-0016

住民主体型サービス事業
実施団体を募集します
　南丹市では、介護予防事業
の一つとして「住民主体」によ
る「移送を伴う生活支援」を実
施される団体への補助事業
を、令和3年度より開始しま
す。
　事業実施団体としてご協力
を考えていただける方や、地
域助け合い活動の一環として
の活動を検討されている方な
どありましたら、お問い合わ
せください。
● 事業内容　介護予防事業の
対象者（事業対象者、要支
援1・2）に対し、移送を伴
う生活支援（介護予防の場
への送迎や通院など）の提
供

● 募集対象　自治会・有志な
どの任意団体

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
FAX（0771）68-1166

パブリック・コメントを
募集します
　高齢者が住み慣れた地域で
自分らしく安心して暮らせる
まちづくりを目指し、市民・
事業者・行政が協働して高齢
者福祉の充実に取り組むた
め「南丹市高齢者福祉計画・
第8期介護保険事業計画」（素
案）を作成しました。
　市民の皆さんへ計画（素案）
をお示しして、ご意見・ご提
言を募集します。
● 意見募集をする計画　「南
丹市高齢者福祉計画・第8
期介護保険事業計画」（素
案）

● 公開場所・提出様式　高齢
福祉課および各支所総務課
に備え付けているほか、市
ホームページでも閲覧・入
手できます。

●募集期限　1月19日（火）
　※必着

●対象　
・�市内に在住、在勤、または
在学の方
・�市内に事務所または事業所
を有する個人および法人、
その他の団体
・市税の納税義務を有する方
● 注意事項　提出されるご意
見は日本語でお願いしま
す。用紙は指定様式でご提
出ください。
　�　提出いただいたご意見な
どの内容を確認させていた
だく場合がありますので、
住所・氏名・連絡先（法人
その他の団体などは名称・
所在地・連絡先）は必ず記
入ください。記入がない場
合はお受けできません。電
話によるご意見はお受けで
きません。

● 意見の公表　提出いただい
た意見の概要とそれに対す
る本市の考え方は、市ホー
ムページで一定期間公表し
ます（氏名、住所などは公
表しません）。なお、個別
の回答はいたしません。

● 提出方法　指定用紙に必要
事項を記入の上、次のいず
れかの方法でご提出くださ
い。
・�持参　高齢福祉課または各
支所総務課
・郵送　〒622-8651　
　南丹市園部町小桜町47
　高齢福祉課宛て
・FAX　（0771）68-1166　
　高齢福祉課宛て
・�Eメール
　�k-fukushi@city.nantan.
lg.jp

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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寄附禁止のルールを守って明るい選挙の実現を

　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。
　そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない
政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求め
ることも、公職選挙法により禁止されています。
　皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
●政治家の寄附の禁止
　�　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、
罰則をもって禁止されています。
　　また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　�　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、
あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治
家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

●政治家の関係団体の寄附の禁止
　�　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表
示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附
をすると処罰されます。

●政治家の後援団体の寄附の禁止
　�　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的によ
り行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処
罰されます。

●年賀状などのあいさつ状の禁止
　�　政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞
などのあいさつ状（電報なども含む）を出すことは禁止されています。

●あいさつを目的とする有料広告の禁止
　�　政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさ
つを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰さ
れます。

問選挙管理委員会事務局（総務課内）　
TEL（0771）68-0002

発熱症状などがある方の新たな相談・受診・検査体制について

　発熱症状などのある方は、まずはかかりつけ医にお電話でご相談ください。
　休日や夜間、かかりつけ医がいない場合は新型コロナ医療相談センターにお電話ください。

問保健医療課　TEL（0771）68-0016
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納期限のお知らせ

＜令和2年12月28日（月）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第4期
分　

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第7期分
問市民課　
TEL（0771）68-0011
・保育所保育料等12月分　
・保育所延長保育料11月分
・一時保育料11月分　
・幼稚園給食費12月分　　
・�幼稚園預かり保育料11月
分　
・�すこやか学園使用料12月
分

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・学校給食費12月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
＜令和3年1月4日（月）納期限
＞
・�後期高齢者医療保険料第6
期分　　　

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第7期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・市営住宅使用料12月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・�放課後児童クラブ負担金
12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。

確定申告に関する園部税
務署からのお知らせ

＜コロナ感染拡大防止のた
め、自宅からのPC・スマー
トフォンを利用した申告にご
協力をお願いします＞
　国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」を

利用すれば、画面の案内に従
って必要な項目を入力するだ
けで税金の額を自動的に計算
でき、計算誤りの心配もあり
ませんのでぜひご利用くださ
い。
＜スマホでの申告が便利です
＞
　「マイナンバーカード」と
「マイナンバーカード対応の
スマートフォン」をお持ちの
方、または「ID・パスワード
方式の届出完了通知」をお持
ちの方は、ご自宅のパソコン
やスマホからe-Taxで送信で
きます。
　特に給与所得（複数給与可）
や公的年金、その他雑所得の
ある方で申告書を作成する場
合は、スマホで見やすい専用
画面がご利用いただけるので
便利です。
　なお、ID・パスワード方
式の申請を希望される方は、
申告されるご本人が運転免許
証などの本人確認書類をお持
ちの上、早めに税務署にお越
しください。
＜マイナンバーの記載が必要
です＞
　申告手続には、「マイナン
バーの記載」と「本人確認書類
の提示または写しの添付」が
毎回必要です。（e-Taxを利用
すれば、本人確認書類の提示
または写しの添付は不要で
す）
＜医療費控除には領収書の代
わりに「医療費控除の明細書」
の添付が必要です＞
　令和2年分の確定申告か
ら、医療費の領収書を確定申
告書に添付または提示して医
療費控除の適用を受ける経過
措置は終了します。医療費の
領収書は提出せずに、自宅で
5年間保存してください。
＜65万円の青色申告特別控
除の適用要件が変わります＞
　令和2年分の確定申告か
ら、65万円の青色申告特別
控除を受けるためには、従来
の65万円控除の適用要件に
加えて、e-Taxによる電子申
告または電子帳簿保存（事前
に税務署長の承認が必要）を
行う必要があります。
問園部税務署　
TEL（0771）62-0340

事業主の方は給与支払報
告書をご提出ください
　所得税の源泉徴収義務があ
る事業主（給与支払者）は、前
年中に給与の支払いをしたす
べての従業員（パート、アル
バイト、役員、退職者などを
含む）について給与支払報告
書（総括表および個人別明細
書）を作成し、その従業員の
1月1日現在の住所地の市町
村に提出していただく必要が
あります。
　給与支払報告書は、給与所
得者にとって市府民税の申告
に代わる重要な資料となりま
すので、令和2年中に給与な
どを支払った方全員につい
て、支払額の多少にかかわら
ず必ず提出をお願いします。
　なお、給与支払報告書を提
出する際に、市府民税の特別
徴収（給与天引き）に該当しな
い従業員がいる場合は、「普通
徴収切替理由書（兼仕切紙）」
の提出と、普通徴収とする個
人別明細書の摘要欄に該当す
る符号（理由）の記入が必要で
す。様式は南丹市ホームペー
ジにも掲載しています。
※�普通徴収は京都府統一基準
に該当する方のみが対象と
なります。

● 提出期限　令和3年2月1日
（月）

● 提出先　令和3年1月1日現
在における住所地の市町村
（退職者については、退職
日現在の住所地）
※�南丹市の方の分は税務課ま
たは各支所総務課

● 提出物　①総括表（1事業
所につき1枚）、②個人別
明細書（1人につき1枚（副
本は不要））、③普通徴収切
替理由書（対象者がある場
合）

問税務課　
TEL（0771）68-0004
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令和２年分所得の申告相談・市府民税申告のご案内

　令和3年1月1日に南丹市にお住まいの方を対象にした令和2年分の所得申告相談を新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に取り組みながら開催しますので、ご協力をお願いします。
＜市府民税申告された方へ申告書を送付します＞
　令和2年度の市府民税申告をされた方へ、1月中旬に令和3年度市府民税申告書と記入方法等を記
載した申告の手引きを郵送します。令和3年度も市府民税申告をされる場合は、申告書に必要書類を
添えて郵送提出にご協力ください。また、新たに市府民税申告をされる方は、ご連絡いただきまし
たらお送りします。
＜農業所得収支計算の手引きの送付について＞
・令和2年度の市府民税申告（農業所得）をされた方には、申告書に同封して1月中旬郵送します。
・�令和元年分の確定申告【白色】（農業所得）をされた方には、「農業所得収支計算の手引き」のみを1月
中旬郵送します。
※�市府民税申告書と手引き、農業所得収支計算の手引きについては、市役所（支所）税務窓口でも配
布するほか南丹市役所ホームページからダウンロードできます。

＜申告相談会場・日程＞
会場 日程 受付時間

市役所本庁2号庁舎
3階�301会議室

令和3年2月16日（火）〜3月15日（月）
　※土日祝を除く

午前9時〜11時30分
午後1時〜4時（3月15日は3時30分）
※�午前・午後とも受付開始の15分前
から番号札を配布します。混雑状
況により早めに受付を終了する場
合があります。

美山支所1階大会議室 令和3年2月18日（木）、2月25日（木）、
3月4日（木）、3月11日（木）

・�所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されて
います。
・�作成済申告書の提出や収入なしの申告は本庁および各支所窓口でしていただけますが、郵送提出
のご協力をお願いします。

＜相談会場の新型コロナウイルス感染症対策について＞
・�相談会場は感染防止に配慮したレイアウトとします。待合席の数に限りがありますので、必要な
最少人数でご来場いただくとともに、マスクの着用、筆記用具や計算機の持参をお願いします。
・�会場受付での検温、手指の消毒、体調確認にご協力ください。37.5度以上の発熱や咳・息苦しさ・
強いだるさ等、体調に不安がある方は入場いただけません。
・�会場での相談時間短縮のため、該当する所得や控除を受ける場合は収支内訳書や医療費控除の明
細書は事前に作成いただき、生命保険料等の控除に必要な添付書類の整理（開封・切取りなど）を
済ませてご持参ください。

＜相談会場ご利用の方へお願い＞
・本庁の会場は、毎年開設当初から1週間程（特に初日）は大変混雑します。美山支所の会場について
も前半の開設日が混雑する傾向です。また期間中の各日とも午前9時〜11時、午後1時〜2時の時間
帯は混み合う傾向にあります。混雑緩和にご協力ください。
・�会場では相談内容に関わらず受付番号順に対応します。長時間お待ちいただいたり、相談内容に
より税務署での申告をご案内することがありますがご了承ください。
・�ご自身で作成された確定申告書を持参いただいても、会場での検算（確認）は行いません。
・�所得税申告（確定申告）される場合は、ご自宅のパソコンやスマートフォンでも申告書を作成して
いただけます。電子申告もできますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※申告相談の詳細については、令和3年1月発行の「お知らせなんたん」でご案内します。
問税務課　
TEL（0771）68-0004　

�
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水道管の凍結防止の対応
について
　凍結防止のため夜間に蛇口
を開けたままにされますと、
配水池渇水による断水の恐れ
があります。凍結対策として、
保温テープ及び電熱線による
防寒、止水栓を閉めるなどの
方法により節水のご協力をお
願いします。また、ご不在と
なる際は、止水栓を閉めてい
ただきますよう併せてお願い
します。
※�宅内（水道メータより内側）
で水漏れが発生した場合
は、南丹市指定給水装置工
事事業者へ修理を依頼（使
用者による費用負担となり
ます）してください。

＜南丹市指定給水装置工事市
内業者＞
＜八木町＞
・久次米電気店
〒八木町南広瀬下野4番地1
TEL（0771）42-2130
・（有）片谷電器商会
〒�八木町八木東久保17番地
の6

TEL（0771）42-2131
・辰己工業
〒八木町八木野條35番地の2
TEL（0771）42-2153
・（株）ながつかアームズ
〒�八木町八木杉の前32番地
の1

TEL（0771）42-2161
・八木建設
〒八木町八木東久保34番地1
TEL（0771）42-2209
・中川頼建設（株）
〒八木町屋賀永寿29番地
TEL（0771）42-2330
・共栄工業（株）
〒八木町北屋賀国府1番地1
TEL（0771）42-2648
・星山設備
〒八木町西田愛染嶋19番地
TEL（0771）42-2653
・ダイトハウス
〒八木町諸畑福本31番地2
TEL（0771）42-2789

・竹井工務店
〒八木町諸畑福本75番地
TEL（0771）42-2804
・小杉電気商会
〒�八木町八木西町裏54番地
12

TEL（0771）42-2847
・（株）大伸建設
〒�八木町北屋賀南北川21番
地

TEL（0771）42-3000
・（株）平和建設
〒八木町屋賀屋賀寺23番地1
TEL（0771）43-0883
・（株）大建
〒八木町観音寺山崎29番地
TEL（0771）42-3652
・（株）八光建設
〒�八木町屋賀府土垣内12番
地1

TEL（0771）20-4555
・川見設備
〒八木町氷所河原2番地
TEL（0771）42-4149
・（株）大内組
〒八木町八木上野13番地8
TEL（0771）42-4549
・日建工業（株）
〒�八木町北屋賀一ツ橋103番
地6

TEL（0771）42-4614
・（株）第一土木
〒八木町八木東久保39番地
　9
TEL（0771）42-5111
・秀久工務店
〒八木町神吉中ノ下12-1
TEL090-8980-7539
・（株）八木造園土木
〒八木町柴山坊田60番地
TEL（0771）42-2839
・（株）御鷹組
〒八木町北屋賀国府72番地
TEL（0771）42-2839
・SENSYO
〒八木町屋賀南永寿5番地
TEL（0771）42-3106

＜園部町＞
・丹波建設（株）
〒園部町河原町四号30番地1
TEL（0771）68-3770
・西村水道店
〒園部町新町15番地
TEL（0771）62-0214

・ミネー電業
〒園部町小桜町116番地16
TEL（0771）62-0358
・浅井鉄工所
〒�園部町上木崎町中ノ坪16
番地

TEL（0771）62-1846
・高屋設備（株）
〒園部町高屋寺ノ下20番地
TEL（0771）62-1863
・西岡水道工業所
〒園部町城南町クゴ31番地
TEL（0771）62-2182
・（有）青柳電気商事
〒園部町仁江乙溝畑14番地
TEL（0771）62-2443
・（株）中嶋水道工業所
〒園部町船岡柳瀬40番地の2
TEL（0771）62-2604
・橋本管工
〒園部町船岡市場25番地
TEL（0771）62-3131
・佐野電機（株）
〒園部町若松町130番地の1
TEL（0771）62-3305
・坂矢木材（株）
〒園部町船岡栗村60番地
TEL（0771）62-3535
・（株）野中水道工業
〒園部町城南町堂田4番地の
　1
TEL（0771）62-4110
・井尻浴槽
〒�園部町美園町4号16番地の
34

TEL（0771）62-4126
・寺尾道路（株）
〒園部町小桜町2号4-5
TEL（0771）62-4166
・三貴住研
〒�園部町小桜町121番地の
18

TEL（0771）62-4394
・ イワモトエンジニアリング
（株）
〒園部町埴生岡花49番地4
TEL（0771）65-5005
・（株）山陰土建
〒�園部町木崎町土手下17番
地1

TEL（0771）62-1414
・城南土木（株）
問�園部町城南町ハサマ17番
地

TEL（0771）62-1705
・やまもと住建工業
〒園部町本町11番地
TEL（0771）62-0913
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・今井工業（株）
〒園部町内林上ヲサ6番地2
TEL（0771）62-0228
・（株）水口建設
〒園部町木崎町大川端16
TEL（0771）63-0256
・村上建設（株）
〒園部町小桜町118-38
TEL（0771）62-3351
・（株）高屋組
〒園部町佐切西垣内7番地
TEL（0771）62-0097
・羽山建設（株）
〒園部町横田1号10番地
TEL（0771）62-3157
・協和建設（株）
〒園部町竹井西谷11番地
TEL（0771）62-2113
・弥栄建設（株）
〒 �園部町城南町安岡1番地の
1

TEL（0771）63-6348
・（株）坂本建設
〒園部町船岡小前田16番地1
TEL（0771）62-0933
・株式会社　栄土木
〒��園部町小山西町滝谷10番
地17

TEL（0771）62-2178
・（有）西達建設
〒園部町城南町クゴ14
TEL（0771）62-1708

＜日吉町＞
・日吉電器商会
〒日吉町殿田西小牧9番地3
TEL（0771）72-1111
・竹林電気店
〒日吉町田原中垣内5番地
TEL（0771）73-0227
・（有）藤岡工務店
〒日吉町胡麻古津13番地1
TEL（0771）74-0241
・塩邊工建
〒日吉町上胡麻下大橋17
TEL（0771）74-0077
・丸山電気
〒日吉町胡麻下川1番地
TEL（0771）74-0144
・日吉電工
〒日吉町畑郷一ッ橋6番地
TEL（0771）74-0378

・日興建設（株）
〒 �日吉町上胡麻辻ノ本30番
地3

TEL（0771）74-0410
・まこと電器
〒日吉町上胡麻広野68番地
TEL（0771）74-0829
・金子建設工業（株）
〒 �日吉町上胡麻辻ノ本28番
地1

TEL（0771）74-0410
・京都中央設備
〒日吉町胡麻ミロク75-2
TEL（0771）74-1318
・クニテック（株）
〒 �日吉町上胡麻広野55番地
136

TEL（0771）74-0445
・（株）国元組
〒日吉町胡麻本ヶ瀬12番地
TEL（0771）74-0502
・板山建設
〒日吉町胡麻才ノ本1番地7
TEL（0771）74-0056

＜美山町＞
・（株）宮本組
〒 �美山町鶴ヶ岡馬場9・12番
合地

TEL（0771）76-0031
・ アズマ・システム・サービ

ス
〒美山町大野風呂ノ元36
TEL（0771）75-0510
・武田商店
〒美山町静原檜ノ浦8
TEL（0771）75-0066
・長野電気商会
〒美山町上平屋溝中14-11
TEL（0771）75-0130
・（株）ミヤジマデンカ
〒美山町静原中田20番地
TEL（0771）75-0089
・（株）野口土木建設
〒美山町田歌野口33番地
TEL（0771）77-0206
・（株）平山組
〒美山町静原坂尻18-1
TEL（0771）75-0156
・市川工務店
〒美山町鶴ヶ岡谷ノ下67
TEL（0771）76-0656

・（株）寿工業
〒美山町中上前37番地3
TEL（0771）77-0028
・（株）松村組
〒美山町中下前上ミ6番地1
TEL（0771）77-0209
・平元電工
〒美山町上平屋森本6
TEL（0771）75-0841
・新光テクノ（株）
〒美山町萱野道野間29-1
TEL（0771）75-1981

問上水道課　
TEL（0771）68-0053

jyousui@city.nantan.lg.jp

　南丹市ではスマートフォ
ンや携帯電話、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
いますが、昨今の携帯事業
者の迷惑メール対策強化に
伴い、一部の方に南丹市子
ども安心メールやなんたん
メールが届かない可能性が
あります。
　受信するためには、以下
の送信元メールアドレスを
受信許可設定する必要があ
りますので、ご対応をお願
いします。
　なお、受信許可の設定方
法が不明な方は、各携帯事
業者にお問い合わせくださ
い。
●受信許可が必要なアドレス
・南丹市子ども安心メール
�nantan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
・なんたんメール
�nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市メール配信サー
ビス受信設定について
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人材募集

令和3年度南丹市会計年度任用職員の募集

　令和3年度の会計年度任用職員を募集します。
●募集職種

職種 勤務場所 人数 報酬 備考
（資格・勤務形態等）

一般事務員
市民課

1名
151,900円/月

窓口事務員 1名 午前8時45分〜午後5時
15分の場合も有

日吉駅管理人 日吉駅交流センター 1名 970円/時間

週2〜3日シフト
午前7時〜午後6時30分
（冬季は30分短縮）勤務
（土日祝勤務有）

美山振興会事務員 美山町知井振興会
美山町宮島振興会 2名 151,900円/月

美山振興会事務員 美山町内各振興会 若干名 940円/時間 代替え勤務
（月1〜2日程度）

子育て支援員 子育てすこやかセンター 1名 180,300円/月 保育士資格もしくは幼
稚園教諭免許

保育士・幼稚園教諭

市内保育所
市内幼稚園

若干名
161,300円/月

または
180,300円/月

保育士資格もしくは幼
稚園教諭免許
※�報酬は勤務条件によ
り異なる

保育士・幼稚園教諭
（早朝・延長保育業務）
（幼稚園預かり保育業
務）

若干名

資格有
1,020円/時間
資格無
940円/時間

保育士資格もしくは幼
稚園教諭免許
※�早朝：午前7時30分か
ら
　延長：午後7時まで
　�預かり：午後1時30分
から

保育所給食調理員 市内保育所 若干名 153,900円/月 調理師資格
保育所用務員 市内保育所 若干名 151,900円/月
家庭児童相談員 子育て支援課 1名 196,200円/月 下記※1・2記載の要件

ことばの力支援員 日吉管内小中学校 2名

資格有
960円/時間

資格無
940円/時間

司書資格・教諭免許状
があることが望ましい。
午前8時30分〜午後3時
30分の間で定める時間
週20時間勤務

学校用務員 美山管内小中学校 1名 151,900円/月 午前7時30分〜午後4時
土日祝も勤務の場合有

学芸員 文化博物館 1名 175,000円/月

学芸員資格
週5日間勤務（月曜日を
除く・シフト制）
午前8時45分〜午後5時
15分

�
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職種 勤務場所 人数 報酬 備考
（資格・勤務形態等）

給食調理員 美山学校給食共同調理場 1名

資格有
153,900円/月
資格無
151,900円/月

調理師資格があること
が望ましい。
午前8時〜午後4時30分

市バス運転手 市営バス事務所 1名 178,000円/月

大型二種免許
午前6時〜午後8時のう
ち7時間45分勤務
年齢制限65歳以下

●任用期間　令和3年4月1日から1年間
● 募集条件等　備考欄に免許等の記載がある職種は、資格を有している方または取得見込者に限り
ます。

● 勤務形態　備考欄に特に記載が無い場合原則週5日（月〜金）、午前8時30分〜午後5時までの勤務
（職種により異なる場合がありますので、お問合せください。）
※�1　大学などで児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科またはこれ
らに相当する課程を修めて卒業した方
※�2　児童相談所、婦人相談所、児童養護施設、市町村家庭児童相談窓口、医療機関等で、相談援助
業務の実務経験がある方

● 募集期間　令和3年1月15日（金）までの期間、午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日、年末
年始の閉庁日を除く）まで受け付けます。

● 申込方法　会計年度任用職員申込書（人事課および各支所総務課に備え付け・ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入の上、人事課へ提出（郵送可）してください。（資格証写しも添付）
　〒622-8651　京都府南丹市園部町小桜町47番地　南丹市役所　総務部人事課　宛て
　（1月15日の消印有効）
●採用　書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接日は令和3年1月下旬〜2月上旬の予定（日程は、申込者に別途連絡します）
問人事課　　
TEL（0771）68-0008　

自衛隊各種採用試験に関
するご案内

＜自衛官候補生＞
● 概要　所要の教育を経て3
カ月後に2等陸・海・空士
に任官します。（2年から3年
毎の任期付自衛官コース）

● 受付期間　年間を通じて
行っております。
※�採用年齢が33歳未満に引
き上げられました。

＜採用説明会について＞
● 日程　令和3年1月10日（日）、
17日（日）、24日（日）、31日
（日）

●時間　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

● 対象　学生・一般・保護者
の方など、どなたでもご参
加いただけます。

● その他　予約不要、履歴書
不要、入退場自由、服装自
由。ご要望に応じ、他の日
程・時間帯でも対応します。

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

　南丹市役所の公式Face�
book（フェイスブック）を
開設しています。
　南丹市のお知らせや地域
のイベント、身近な話題な
どを掲載していますので、
ぜひご覧ください。

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市役所公式Face
bookをご覧ください
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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　 令 和3年1月12日
（火）�午後1時30分〜午後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　

多重債務無料法律相談の
ご案内
　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問合せくだ
さい。
● 日時　1月26日（火）午後5
時〜6時30分（1人30分以
内）

●場所　八木市民センター
　第3会議室
● 申込方法　1月25日（月）午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※�上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問 南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観

光室　
TEL（0771）23-4438

子育て支援（催し)

里親相談会

　「子育てが一段落したけど、
もう一度子どもを育ててみた
い」「子どもに恵まれないけれ
ど、子どもを育ててみたい」
「何か社会貢献ができれば…」
　様々な事情で家庭で生活で
きないお子さんを、ご家庭で
育ててくださる里親さんを募
集しています。お気軽にお立
ち寄りください。
● 日 時　 令 和3年1月12日
（火）　午後1時〜4時

● 場所　南丹市役所4号庁舎
相談室3

問京都府家庭支援総合センタ
　ー
TEL（075）531-9650

子育てすこやかセンター
日曜講座開催のお知らせ
　平日は仕事のため、南丹市
子育てすこやかセンターに来
ることができないお父さん、
お母さんが子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
けづくりを目的として、日曜
講座を開催します。
　0歳から保育所・幼稚園に
入園するまでの子どもさんと
お父さん、お母さん、ご家族
の方も一緒にお越しくださ
い。
● 日 時　 令 和3年2月14日
（日）午前10時〜11時30分
（受付　午前9時30分〜）

● 場所　子育てすこやかセン
ター

● 内容　南丹市立図書館司書
による絵本の読み聞かせ、
親子製作

●定員　親子10組（先着順）
● 申込方法　事前にお申し込
みください。

※�開始時間の15分前にはお
集まりください。
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。

問 南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082　�

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（1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）〜令
和3年1月6日（水）

＜八木ひろば＞
● 日時　毎週月〜金曜日の午
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。
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＜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　1月12日（火）
○美山ひろば　1月14日（木）
○八木ひろば　1月20日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
1月28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　1月15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
＜託児付き講座「外カフェ」＞
【要申込】
　子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自
分についてお話しませんか。

お子さんはスタッフがお預か
りします。（毎回テーマを設定
します）
○日吉ひろば　1月19日（火）
○八木ひろば　1月22日（金）
● 時間　午前10時15分〜正
午　※先着5組

●参加費　300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　1月25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。）

　�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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「南丹市人権フォーラム」
のテレビ放送について
　12月13日に開催した「南丹
市人権フォーラム」で北京・ロ
ンドンパラリンピック競泳日
本代表選手でもある伊藤真波
さんに障がいをテーマにご講
演いただきました。講演の模
様をなんたんテレビで放送し
ますので、ぜひご覧ください。
● 放送日　令和3年1月11日
〜13日
　午後1時〜
● 講師　伊藤真波さん（北京・
ロンドンパラリンピック競
泳日本代表選手）

●演題　「あきらめない心」
問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

氷室の郷「とんど焼き」を
開催します
　とんど焼きとは、一年の家
内安全・無病息災・五穀豊穣
を願った行事で、しめ飾り･
書初め・竹を燃やします。火
にあたると風邪をひかない、
書初めが高く上がると字が上
手になるといわれています。
●日時　令和3年1月9日（土）
　午前9時30分〜10時30分
● 場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」くじゃく広場

● 持ち物　しめ飾り・書初め・
餅など
※�「氷室の郷」特製の餅と地元
の小豆を使った美味しい
「ぜんざい」をふるまいま
す。ふるまい時間　午前
10時〜11時
※�新鮮やぎの朝採市「初市」同
時開催、場所　ホワイエ

問 八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL （0771）43-1128（月曜:休館
日）

南丹市大堰川ジョギング
大会中止のお知らせ
　毎年1月下旬に開催してい
る南丹市スポーツ協会主催
「南丹市大堰川ジョギング大
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年度は中止す
ることといたしました。
　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。
南丹市スポーツ協会事務局
（南丹市教育委員会社会教育
課内)
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850

　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.
ktaiwork.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@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
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元気アップ体操教室のお知らせ

　なつ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い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

令和3年1月18日、25
日、2月1日、8日、
15日、22日、3月1日、
8日、15日、22日（各
月曜日）

こむぎ山健康学園
（園部）

午後2時〜
3時30分

令和3年1月14日、21
日、28日、2月4日、
18日、25日、3月4日、
11日、18日、25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

令和3年1月12日、19
日、26日、2月2日、
9日、16日、3月2日、
9日、16日、30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

令和3年1月15日、22
日、29日、2月5日、
12日、19日、26日、
3月5日、12日、19日
（各金曜日）

殿田とーくほーる
（日吉）

午前10時〜
11時30分

令和3年1月15日、22
日、29日、2月5日、
12日、19日、26日、
3月5日、12日、19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

令和3年1月15日、22
日、29日、2月5日、
12日、19日、26日、
3月5日、12日、19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）
※申込不要、直接会場にお越しください。
※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

健康づくり教室を開催し
ます

● 日時　1月13日、27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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
● 日時　1月6日、13日、20
日、27日（各水曜日）午後1
時30分〜5時　

●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜太極拳教室＞
● 日時　1月8日（金）午後2時
〜4時

●場所　旧宿泊所　会議室
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜年始開園日＞
● 日時　1月4日（月）午前9時
〜

＜臨時休園日＞
● 日時　1月25日（月）〜1月
26日（火）
※�施設の総合点検のため終日
休園となります。
※�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
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TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/
◇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3年1月1日〜15日） 
★の色違いは初回放送枠


