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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。

南丹市環境基本計画策定に係る意見募集について

　南丹市では、市の恵まれた環境を守るため、平成23年度に10
年間を計画期間とする「南丹市環境基本計画」を策定し施策を進
めているところですが、現行計画が令和3年3月末をもって期間
満了となるため、新たに第2次計画の策定を行うことから、計画
（素案）に対するご意見を募集します。
●募集期間　1月12日（火）～29日（金）午後5時まで
●�資料の公表　市ホームページ、市役所本庁（環境課）、各支所
総務課に備え付けています
●ご意見を提出できる方
・市内に住所を有する方
・�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
・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学する方
・市税の納税義務を有する方
●ご意見の提出方法
　指定用紙にご記入の上、
・持参の場合　環境課または各支所総務課まで
・郵送の場合　〒622-8651　南丹市園部町小桜町47　
�　　　　　　　　環境課あて
・FAXの場合　FAX（0771）63-0654　環境課あて
・電子メールの場合　 kankyou@city.nantan.lg.jp
●ご意見提出上の注意
・提出されるご意見は日本語に限ります。
・備え付けの指定用紙に限ります。
・提出される方は、住所、氏名、連絡先を記載してください。
・�提出いただいたご意見の概要と、それに対する本市の考え方
はホームページなどで一定期間公表します。（ご意見の概要を
公表する場合、名前、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のでご了承ください。

問環境課
TEL（0771）68-0085

お知らせ

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
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国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する国民健康保険の
被保険者を対象に、国民健康保険税の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免の割合
⑴�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な
傷病を負った世帯の方 全額
⑵�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した
世帯の方で主たる生計維持者について次の①～③に該当すること。
①�令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の種類ごとに見
た収入のいずれかが、令和元(平成31)年に比べて10分の3以上減少したこと
②�令和元(平成31)年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③�収入減少した種類の所得以外の令和元(平成31)年の所得の合計額が400万円
以下であること

主たる生計維持
者・被保険者全員
の令和元(平成31)
年の所得に応じて
算出

●減免対象となる保険税
　令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
●減免の申請期間
　令和3年3月31日まで
●�必要書類等　
　�①減免申請書、②確定申告書（控）、源泉徴収票や給与明細書など主たる生計維持者の減収した収
入状況（令和2年）が確認できる書類、③上記のほか、減免の申請に必要と認められる書類など

問市民課　
TEL（0771）68-0011

介護保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号
被保険者（65歳以上）を対象に、保険料の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免の割合
⑴�新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡
し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額
⑵�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した、次
の①および②に該当する第１号被保険者
①�令和2年中の事業収入等のいずれかが、令和元(平成31)年の当該事業収入等の
額より、10分の3以上減少していること。
※�ただし、減少額は、保険金、損害賠償などにより補填された金額を控除した額
とします。
②�減少した事業収入等による所得以外の令和元(平成31)年所得の合計額が400
万円以下であること。

主たる生計維持者
の令和元(平成31)
年中の所得に応じ
て算出

●減免対象となる保険料
　令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
●減免の申請期間
　令和3年3月31日まで
●必要書類等
①減免申請書、②確定申告書（控）、源泉徴収票や給与明細書など主たる生計維持者の減収した収入
状況（令和2年）が確認できる書類、③上記のほか、減免の申請に必要と認められる書類など
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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南丹市園部文化会館「アスエルそのべ」の利用について

●利用開始日　5月11日（火）から
●�利用申込の受付開始日　令和3年2月24日（水）午前9時から一般利用の受付を開始します。なお、
申込方法につきましては、令和3年2月12日（金）発行のお知らせなんたんで改めてお知らせします。
●使用料金
⑴基本使用料（消費税含む）

利用時間区分
�部屋名など

午前 午後 夜間 区分超過1時間につき
（最長2時間まで）午前9時～

正午
午後1時～
午後5時

午後6時～
午後10時

1階大ホール（410席、車椅子席3席　
ステージ　横幅10ｍ×奥行き6.5ｍ） 14,850 19,800 21,780 4,950
1階大ホール（準備・リハ・後片付けで利
用の場合） 7,420 9,900 10,890 2,470
2階料理実習室（79.6㎡）調理台7台 2,420 3,300 3,630 880
2階実習室（58.4㎡）作業机4脚 1,210 1,650 1,760 440
2階和室大（21畳） 10～15人 1,540 2,090 2,200 550
2階和室小（15畳） 5～10人 1,100 1,540 1,650 440
3階練習室（約12.6ｍ×9.6ｍ）
板張り・移動式鏡あり（5台） 2,420 3,300 3,630 880
3階大研修室1（58.4㎡）
防音仕様

（分割時）
最大36人
（連結時）
最大81人

1,210 1,650 1,760 440
3階大研修室2（58.4㎡）
防音仕様 1,210 1,650 1,760 440
3階中研修室（87.6㎡） 36人 1,760 2,420 2,640 660
3階小研修室（64.4㎡） 20～30人 1,320 1,760 1,870 440
3階会議室（29.2㎡） 16人 550 770 880 220
⑵付帯設備使用料（消費税含む）　　

設備等名（設置場所） 貸出単位 使用料
音響設備（文化ホール）
※「マイクのみ使用かつ5本以内の場合」は加算しません 一式/1回 2,750
照明設備（大ホール）
※「明転・暗転のみの場合」は加算しません 一式/1回 2,750
グランドピアノ（大ホール） １台/1回 2,200
アップライトピアノ（中研修室） １台/1回 550
⑶加算・減額措置について

冷暖房使用時 基本使用料の5割を加算します
営利団体や営利目的で利用するとき 冷暖房加算を除く全ての使用料が2倍となります
南丹市または南丹市教育委員会の後援する事業で
利用するとき
南丹市文化協会・南丹市スポーツ協会加入団体が
利用するとき

冷暖房加算を除く全ての使用料の5割を減額しま
す（減免申請が必要です）

⑷備考
・�設備を使用するために必要なオペレーターや、ピアノの調律が特に必要な場合の費用は、使用者
負担となります。
・�大ホールの奥行は前出し設置により約1.8ｍ拡張可能です。その場合、客席数は390席となります
（その他、ホール設備や各部屋の詳細はお問い合わせください）。
・和室、料理実習室、練習室は土足禁止です。
・和室大と小、大研修室1と2は連結使用可能です。
・�新型コロナウイルス感染症対策のため、密閉空間、密集状態、密接場面を避けるよう工夫して利
用してください。なお、当面の間、大ホールは客席の間隔を空けて、収容人数の半分までとして
ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。
●開館時間　午前9時～午後5時（利用申請に基づき午後10時まで）
●休館日　年末年始（12月28日～翌年1月4日）、祝日、月曜日
※公職選挙投票日は臨時休館します。
問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
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令和３年度国有林モニ
ターを募集します
　国有林の事業運営につい
て、国民の皆さまの理解を深
めるとともに、ご意見やご要
望をお聞きするため国有林モ
ニターを募集します。
●�対象　京都府内にお住まい
で、森林・林業および国有
林に関心のある成人の方。
　�　ただし、国会及び地方議
会の議員、地方公共団体の
長、常勤の国家公務員、平
成30年度から令和2年度ま
で3年間連続して国有林モ
ニターを務められた方を除
く。
●�任期　令和3年4月1日～令
和4年3月31日
●�募集期間　2月1日（月）ま
で
●�募集内容　近畿中国森林管
理局ホームページ（「近畿中
国森林管理　国有林モニ
ター」で検索）をご覧くださ
い。

問�近畿中国森林管理局�総務
企画部�企画調整課�林政推
進係

TEL（06）6881-3401
　　　　　　

相談会

権利擁護・成年後見セン
ター専門相談のお知らせ
　南丹市権利擁護・成年後見
センターでは、本人・家族・
福祉関係者を対象に、成年後
見制度やそれに伴う遺言、相
続に関する相談を受ける専門
相談を行います。
＜司法書士による相談＞
●日時　1月20日（水）　
　午後2時～3時
＜弁護士による相談＞
●日時　2月17日（水）　
　午後2時～3時
＜共通事項＞
●�場所　市役所4号庁舎　相

談室
●定員　各2人（先着順）
●�申込方法　相談日の1週間
前までに電話でお申し込み
ください。
※�社会福祉士による相談を月
～木（祝日を除く）午前9時
～午後4時（予約制）に実施
していますのでご利用くだ
さい。

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

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　1月19日（火）、2月
16日（火）、3月16日（火）
※�いずれも午後1時～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

TEL（0120）078-394

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。お
気軽にご利用ください。
●�日程　①2月3日（水）、②2
月16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　2月9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



第360号 5問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

人材募集

南丹市職員採用試験の実施について

　令和3年4月の南丹市国民健康保険南丹みやま診療所の設置に伴い、令和2年度（令和3年度採用）の
職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種

職種 募集人数 試験区分 受験資格

看護師
准看護師 若干名 社会人試験

昭和36年4月2日以降に生まれた人で「看護師」また
は「准看護師」の実務経験が3年以上あり、看護師免
許または准看護師免許を有する人

理学療法士
作業療法士 若干名 社会人試験

昭和36年4月2日以降に生まれた人で「理学療法士」
または「作業療法士」の実務経験が3年以上あり、理
学療法士免許または作業療法士免許を有する人

一般事務 若干名 社会人試験

昭和36年4月2日以降に生まれた人で、高等学校以
上の学校を卒業し、民間企業等での医療事務（受付・
会計・診療報酬請求全ての事務）に従事した経験が3
年以上ある人

　令和2年度（令和３年度採用）職員採用試験の技師職の追加募集を行います。
●募集職種

職種 募集人数 試験区分 受験資格

土木技師 若干名 社会人試験 昭和55年4月2日以降に生まれた人で、土木関係の
設計業務、施工管理等の実務経験が3年以上ある人

※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する人は受験できません。
●試験日　第1次試験　1月31日（日）午前9時30分（予定）
●要項配布場所　市役所1号庁舎2階人事課　
●要項配布・受付締切　1月20日（水）まで
●受付時間　午前8時30分～午後5時15分
※市ホームページからもダウンロード可能
※要項配布、受付ともに土・日・祝日を除く
●�受験手続　申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類（事前提出資料含む）を添えて人事課へ提出
してください。
※必要書類その他詳細については要項を確認ください。
問人事課　　
TEL（0771）68-0008　
FAX（0771）63-0653
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子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
２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1歳～＞　
●�日時　2月3日（水）　午前
10時30分～11時30分
●�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　2月24日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分
＜ベビーマッサージ＞　　
●�日時　2月26日（金）　
　�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

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＞
◆オンラインで集まろう！Zoom�GoogleMeetで始めるパー
ティーと教室（松下典子、くぼきじゅんこ）◆離島の本屋ふたた
び大きな島と小さな島で本屋の灯りをともす人たち（朴順梨）◆
1は赤い。そして世界は緑と青でできている。（望月奈南子）◆娘
のトリセツ（黒川伊保子）◆74歳、ないのはお金だけ。あとは全
部そろってる（ミツコ）◆本能寺の変信長の誤算（井上慶雪）◆草
原の国キルギスで勇者になった男（春間豪太郎）◆日本のあかる
いニュース（池上彰監修）◆LINEPay，PayPay，楽天ペイ，ｄ払
い，ａｕPAY，メルペイ＆モバイルSuicaキャッシュレス導入ガ
イド（リンクアップ）◆こころのソーシャルディスタンスの守り
方（大嶋信頼）◆登山式DE防災習慣（鈴木みき）◆里山に暮らすア
ナグマたち（金子弥生）◆いつか来る死（糸井重里、小堀鷗一郎）
◆男の子にも女の子にも似合う服（高島まりえ）◆はぎれで作る
小さな布こもの◆いい白髪ケア、やばい白髪ケア（伊熊奈美）◆
野菜たっぷり大量消費レシピ304（阪下千恵）◆コウノドリはじ
めての妊娠・出産ガイド（荻田和秀監修）◆人に話したくなる土
壌微生物の世界（染谷孝）◆息子がいじめの加害者に？（大原由軌
子）◆金箔のコウモリ（エドワード・ゴーリー）◆地球のはしから
はしまで走って考えたこと（北田雄夫）◆声が通らない！（新保信
長）◆読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑（こあらの
学校）◆浅草迄（北野武）◆ヒゲとナプキン（杉山文野原案）◆ぼく
もだよ。（平岡陽明）◆小麦の法廷（木内一裕）◆100日間おなじ商
品を買い続けることでコンビニ店員からあだ名をつけられるか。
（与謝野）◆鋳物屋なんでもつくれます（上野歩）
＜児童書＞
◆世界史探偵コナン1大ピラミッドの真実（青山剛昌原作）◆常識
なのに！大人も実は知らない小学社会科のギモン（村瀬哲史）◆
子どもを守る言葉『同意』って何？（レイチェル・ブライアン）◆
子どもが安全にくらすために読む絵本1わるいのはじてんしゃ？
（タナカヒロシ）◆クジラが歩いていたころ（ドゥーガル・ディク
ソン）◆まるごとサメ事典（菅原嘉子）◆おしりダンディ�ザ・ヤン
グ（トロル原案・監修）◆ウィズ・ユー（濱野京子）◆へんくつさ
んのお茶会（楠章子）◆橋の上の子どもたち（パドマ・ヴェンカト
ラマン）
＜絵本＞
◆こたつうし（かわまたねね）◆ニマとおにばば（ピエール・ベル
トラン）◆オレ、ねたくないからねない（デヴ・ペティ）◆ルルロ
ロのてあらいだいすき!（あいはらひろゆき）◆あいちゃんのひみ
つ（竹山美奈子取材・文）◆きりかぶのきりじいちゃんときりば
あちゃん（なかやみわ）◆ノラネコぐんだんケーキをたべる（工藤
ノリコ）◆雷電為右衛門（神田伯山監修）◆すみっこのかくれんぼ
（うえだしげこ）◆そとであそべ（きむらゆういち）
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
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催し

発達障害支援講座「ワタ
シたちの働き方改革」
　障害のある人も障害のない
人も共に楽しく働き、社会で
自立していくためには何が大
切か、皆さんと一緒に考えま
しょう。
　障害のある人たちが生き生
きと働いている姿を現場から
の声として報告していただき
ます。また、就業はまだ将来
のことと思っておられる皆さ
んにとっても、今何を大切に
して生活していけばいいの
か、なんたん障害者就業・生
活支援センター長・和田誠
司さんからお話をいただきま
す。多くの皆さんのご来場を
お待ちしています。
●�日時　2月11日（木・祝）午
後1時30分～3時30分
●内容　講演、シンポジウム
●�場所　ガレリア亀岡　2階
大広間
●参加費　500円
●�申込方法　住所、氏名、電
話番号、託児ルーム利用
の有無について、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

問�NPO法人発達障害を考え
る会ぶどうの木　

TEL（0771）86-8029
FAX（0771）86-9001
�npobudo0902@poppy.
ocn.ne.jp　

氷室の郷「赤味噌仕込み
講習会」を開催します
　家族のために安心安全な熟
成味噌をご自身で作ってみま
せんか。
●日時　
・第1回1月30日（土）　
　午後1時30分～3時
・第2回2月6日（土）　
　午後1時30分～3時
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」調理体験室
●�内容　煮豆・糀・塩を混ぜ
て仕込みます。
●�対象　作った仕込み味噌を
5㎏以上家庭で熟成される
方
●定員　15名（各回・先着順）
●講習料　500円
※�別途1㎏当たり500円が必
要です。
●�持ち物　エプロン・三角巾・
味噌を仕込む容器
●�申込方法　1月22日（金）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を、電話またはFAXでお
申し込みください。

問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128
FAX（0771）43-2109
　（月曜：休館日）

南丹市女性会きさらぎフェ
アー・陽だまりコンサート
●日程　2月6日（土）
●会場　国際交流会館
＜地階ロビー：展示・販売コー
ナー＞
●時間　午後1時～4時
●�展示　女性会・女性の館の
手作り作品
●�販売　「園部まごころス
テーション陽だまり」の
クッキー・ケーキ、エコ石
けん、女性の館手作り作品
など
＜地階コスモホール：陽だま
りコンサート＞
●時間　午後2時～3時

　（午後1時30分開場）
●出演　河合多恵子さん
●定員　先着60人
●�申込方法　1月29日（金）ま
でに、氏名、電話番号を、
事務局窓口、電話、FAX、
Ｅメールのいずれかでお申
し込みください。
※�中止の際は市ホームページ
でお知らせします。

問�南丹市女性会事務局（社会
教育課内）

TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

郷土資料館特別展「日吉
ダムのあゆみ」を開催
●�日時　1月9日（土）～3月
21日（日）
・�1月、2月は、午前10時～
午後4時30分
・�3月は、午前9時～午後5　
時
※入館は閉館30分前まで
●場所　日吉町郷土資料館
●�内容　日吉ダム建設によっ
て湖底に眠った日吉町中・
天若地区での、人々の暮ら
しの変容について紹介しま
す。　　　　　
●�入館料　大人200円、高校・
大学生　150円、小中学生
　100円
※�市内在住・在校の小中学生
は無料
※20名以上の団体は2割引
※�身体障がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保険福祉
手帳・戦傷病者手帳を持つ
方とその介護者は半額
●�休館日　毎週火・水曜日、
2月25日（木）但し、1・2
月月曜日、2月23日（火・祝）
は開館

問日吉町郷土資料館
TEL（0771）68-0069
FAX（0771）72-1130
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子育てを楽しむための親
の心のケア勉強会開催
　「親が楽しく子育てをする
ことが大事」「子育ては親育
て」とよく言われます。では、
どうすれば子育てが楽しめる
の？親はどう育てばいいの？
楽しく子育てをするために、
親自身の心のケアを勉強しま
す。
●�日時　1月15日（金）、29
日（金）、2月26日（金）、3
月12日（金）、19日（金）の
全5回連続講座（単発受講
も可能）
●�場所　市役所2号庁舎　3
階　301会議室
●�講師　NPO法人おひさま
と風の子サロン副理事長　
鳩摩元敬一さん（くまちゃ
ん先生）
●定員　各回20名（先着順）
●�申込方法　各開催日の3日
前までに受講希望日、名
前、電話番号をメールまた
はホームページでお申し込
みください。

問地域おこし協力隊　根井　
TEL090-6916-8196
�neineimayumi@gmail.com

HP�h t tps :// roo t -o f -hea r t .
wixsite.com/website-4

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　参加店募集中
参加費毎回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　廣瀨

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　1月22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
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

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

南丹市公式ＬＩＮＥで災害情報が配信されます

　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
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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）


