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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
ますので、事前に確認いただ
きますようお願いします。

市民健診を実施します

　令和3年度市民健診の申込
受付を開始します。
　詳しくは、各家庭に送付の
「令和3年度南丹市特定健康
診査・がん検診等のご案内」
をご覧いただき「市民健診申
込票」に必要事項を記入のう
え、3月3日（水）までに、保
健医療課または各支所総務課
にご提出ください。
　自分自身の健康のため、家
族の健康のため、毎年健診を
受けましょう。
問保健医療課
TEL（0771）68-0016

スプリングスひよし指定
管理者変更のお知らせ
　令和3年4月からスプリン
グスひよしの指定管理者が変
更となります。施設の開館時
間や利用料金などに変更があ
る場合は、南丹市ホームペー
ジなどで速やかにお知らせし
ますので、ご理解ご協力のほ
どよろしくお願いします。
＜新しい指定管理者＞
大阪市天王寺区四天王寺2丁
目1番9号
株式会社ケー・エキスプレス
代表取締役　加藤　友康
＜指定管理する期間＞
令和3年4月1日～
令和6年3月31日（3年間）
問地域振興課
TEL（0771）68-0019　
FAX（0771）63-0653

南丹市園部文化会館の利
用申込について
　5月11日（火）に園部文化会
館「アスエルそのべ」がオープ
ンします。
●利用申込の受付開始日　
　2月24日（水）午前9時～
＜オープンまでの申込方法＞
●申込先
　社会教育課（窓口または電
話で受け付けます）
●受付時間
　平日の午前9時～午後5時
●予約可能期間　
　令和4年3月31日（木）まで
（以降の申込はオープン後に
受け付けます）
※�月曜・祝日・年末年始（12
月28日～翌年1月4日）は
休館日のため利用できませ
ん。また、公職選挙投票日
は臨時休館となります。
※�料金表などは市ホームペー
ジおよび1月8日発行のお
知らせなんたんに掲載して
います。

＜オープン以降の申込方法＞
　園部文化会館１階事務所で
受け付けます。
問社会教育課
TEL（0771）68-0057
問園部文化会館　
TEL（0771）63-2850
　（月曜・祝日休館日）

お知らせ

南丹市公衆無線ＬＡＮサー
ビス拠点を追加します
　市民の皆さんからのご要望
を受けて、南丹市公衆無線Ｌ
ＡＮサービス「Nantan�Free�
Wi-Fi」の拠点を追加しまし
たのでお知らせします。
●追加拠点　
　八木図書室・美山図書室
問情報課
TEL（0771）68-0066
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在宅重度身体障害者介護
者激励金申請のお知らせ
　重度身体障がい者を在宅で
介護されている方を対象に激
励金を支給します。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①②に該当する方
①�寝たきりの状態が6カ月以
上継続している重度身体障
がい者（20歳以上65歳未
満）と同居し、常時直接介
護している親族など。
②�重度身体障がい者と介護者
の双方が、令和３年２月１
日（基準日）に市内に在住さ
れている方。ただし、次の
いずれかに該当する場合は
支給対象外。
・施設に入所している場合
・�病院などに引き続き3カ月
以上入院している場合
・�令和2年8月1日以降に市外
から転入された場合
●助成金額　年額6万円　
※支給は年度内に1回
●�申請方法　問い合わせ先
で申請用紙をお渡ししま
すので、2月1日（基準日）
以降に民生委員の証明を
受けていただき、2月26日
（金）までに申請してくださ
い。�

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
問各支所 総務課 　
TEL八木（0771）68-0022  
　日吉（0771）68-0032  
　美山（0771）68-0041

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
　未成年の心身障がい者およ
び保護者の負担軽減を図るた
め、年金（助成金）を支給しま
す。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①②全てに該当す
る方の扶養者
①�令和2年4月1日時点で、市
内に3年以上居住する20歳
未満の方
②�次のいずれかに該当する方
・�身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保健福祉手帳
1・2級または療育手帳所
持者
・�日常生活を著しく制限され
ているか介護の必要のある
方
・�特別支援学級または特別支
援学校に在籍している方
●助成金額　年額2万円　
※支給は年度内に1回
●�申請期限　令和3年2月26
日（金）までに、印鑑、通帳
など振込金融機関が確認で
きるものをご持参の上、社
会福祉課または各支所総務
課で申請してください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
問各支所総務課 　
TEL八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032　
　美山（0771）68-0041

ジャンボタニシの被害防
止対策動画を放送します
　令和2年産水稲では、八木
町や園部町の一部でジャンボ
タニシやトビイロウンカによ
る被害が拡大して発生しまし
た。
　そのため、令和3年産に向
けた被害防止対策に取り組ん
でいただくため、農林水産省
が制作した動画を基に、なん
たんテレビで被害防止対策の
動画を放送していますのでご
覧ください。
　内容は対策に取り組む時期
に応じて変更していきます。
　なお、防除対策のマニュア
ルや解説動画は、農林水産省
のホームページで公開されて
いますので参考にしてくださ
い。
●放送時間　
　午前6時～6時15分、
　午後0時30～0時45分、
　�午後7時～7時15分のJAト
ピックス放送時間内
※�番組編成の都合により、放
送時間が変更される場合が
あります。

問農業推進課
TEL（0771）68-0060

南丹市役所公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋをご覧ください
　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 YouTubeインスタグラム
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税務署からの確定申告に関するお知らせ

●確定申告と納税はお早めに
　確定申告書は、できるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。

税目 申告期限 納付期限 振替日
所得税及び復興特別所得税 3月15日（月） 3月15日（月） 4月19日（月）
贈与税 3月15日（月） 3月15日（月）
消費税及び地方消費税 3月31日（水） 3月31日（水） 4月23日（金）
　園部税務署申告会場は、2月16日（火）から3月15日（月）（土、日曜、祝日を除く）まで開設してい
ます。
　また、申告相談の受付は午後4時までですが、入場整理券の配布状況により早めに相談受付を終了
する場合がありますのでご注意ください。
　特に、申告期限間近になりますと申告会場は大変混雑しますので、感染防止の観点からも、ぜひ
ご自宅などからe-Taxをご利用ください。

　　　e-Tax利用簡便化について　　　　　　　　　確定申告書作成コーナー

●申告書の添付書類について
①�医療費控除には「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年間保存する必要があります（記載内容の確認のため、後日、提示または
提出を求める場合があります。）。
※�医療保険者から交付を受けた医療費通知（医療費のお知らせ等）を添付すると、明細の記入を省略
できます。
②�源泉徴収票などの添付は不要です。平成31年4月1日以後に提出する確定申告書については、源泉
徴収票などの書類の添付または提示が不要となりました。なお、確定申告書には、源泉徴収票な
どの内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表に必ず記載してください。
・給与所得、退職所得および公的年金などの源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当などとみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当などの支払通知書
・特定口座年間取引報告書
●二次元バーコードを利用したコンビニ納付が可能に
　ご自宅などで国税庁ホームページから納付に必要な氏名や税額などを「二次元バーコード」（ＰＤＦ
ファイル）として作成（印刷）し、コンビニエンスストアで納付できます。

　　　　コンビニ納付について

問園部税務署
TEL（0771）62-0340
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人材募集

南丹市市民参加と協働の
推進委員を募集します
　南丹市では、市民協働の取
り組みを進めるために「南丹
市市民参加と協働の推進に
関する条例」を制定し、「南丹
市市民参加と協働の推進委員
会」を設置しています。
　この推進委員会に市民の皆
さんのご意見を反映させるた
め、市民委員を募集します。
●�応募資格　応募時点で20
歳以上の市内に住所がある
方で、会議に出席して積極
的に意見を述べていただけ
る方
●任期　委嘱から2年間
※会議は年3回程度開催
●募集人数　2人
●�応募方法　3月12日（金）ま
でに応募用紙に必要事項を
ご記入のうえ、地域振興課
または各支所総務課に持参
もしくは郵送、ＦＡＸ、Ｅ
メールのいずれかでお申し
込みください。
※�応募用紙は地域振興課、各
支所総務課に備え付けてい
ます。また、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。
●�選考結果　選考委員会で選
考のうえ、応募者全員に通
知します。

問地域振興課
TEL（0771）68-0019 
FAX（0771）63-0653

chiiki@city.nantan.kyoto.jp

南丹市子ども・子育て会
議委員を募集します
　南丹市子ども・子育て支援
事業計画の推進に必要な事
項や施策の実施など、さまざ
まな課題を検討するため、南
丹市子ども・子育て会議で幅
広くご意見を伺う南丹市子ど
も・子育て会議委員を募集し
ます。
●募集人数　5名以内
※委員定数は公募委員も含め
　20人以内
●�任期　令和5年3月31日ま
で
●�開催回数　令和3年度2～3
回、令和4年度2～3回の開
催を予定
●�報酬　会議に出席された時
には、規定の報酬額をお支
払いします。
●�応募要件　次の要件を全て
満たす方に限ります。
・市内に住所を有する方
・�小学生以下の子どもの保護
者または子育て経験のある
方
・�平日昼間に開催する会議に
出席できる方
・�本市議会議員および本市職
員でない方
●�応募方法　3月5日（金）ま
でに、次の書類を持参また
は郵送により提出してくだ
さい。（当日消印有効）
・�南丹市子ども・子育て会議
委員応募申込書
・�作 文�（400字 ～800字 程
度、様式自由）テーマ「南丹
市子ども・子育て会議委員
への応募動機」
※応募書類は返却しません。
※�応募申込書は子育て支援課
または各支所総務課に備え
付けるほか、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。
●�選考方法　提出された書類
に基づき選考、決定しま
す。結果は本人宛に通知し
ます。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

相談会

「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
　相続、成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家・
行政書士が相談に応じます。
相談は無料で予約も不要です
ので、お気軽にお越しくださ
い。
●日時　3月3日（水）
　午後1時30分～午後4時
●�場所　八木市民センター研
修室（南丹市役所八木支所
3階）

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

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。3
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。
●日程　①3月9日（火）、
　②3月23日（火）
●時間　午後1時～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　
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「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　3月16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

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
ホームページにバナー広告
を募集しています。月平均
18,000件のアクセスがある
市のホームページにあなたの
企業を紹介しませんか。【有
料・要申込】
●期間　3カ月以上
●場所　市ホームページの
　トップページ最下部
●定数　20企業
　市ホームページ下部にある
「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

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＞
◆鎌田實の人生図書館（鎌田實）◆本は3冊同時に読みなさい（佐
藤優）◆日本のこびと大全山や森林編（なばたとしたか）◆世界で
いちばん素敵な神話の教室（蔵持�不三也監修）◆カカ・ムラド～
ナカムラのおじさん（ガフワラ原作）◆よけいなひと言を好かれ
るセリフに変える言いかえ図鑑（大野萌子）◆しゃべらなくても
楽しい！シニアの1，2分間認知症予防体操50（斎藤道雄）◆世界
のふしぎな木の実図鑑（小林智洋、山東智紀）◆感染症とワクチ
ンについて専門家の父に聞いてみた（さーたり、中山哲夫）◆痛
くない!疲れない!歩き方の教科書（木寺英史）◆本当の自由を手に
入れるお金の大学（両@リベ大学長）◆暮らしに寄り添う手作り
のかっぽう着◆いちばんやさしい水引細工の手習い帖（荻原加寿
美）◆白崎茶会の癒しのスープ（白崎裕子）◆志麻さんの台所ルー
ル（タサン志麻）◆丹波訪食記（秋田久氏）◆絶滅危惧個人商店（井
上理津子）◆むかしばなしで学ぶ最強の商品「売れるモノ」だけを
つくる方法（清水孝洋）◆妻が口をきいてくれません（野原広子）
◆デス・ゾーン（河野啓）◆大人だって読みたい!少女小説ガイド
（嵯峨景子・三村美衣他編著）◆大借金男・百間と漱石センセイ（小
森陽一、浜矩子）◆わたしの好きな季語（川上弘美）◆京都四条月
岡サヨの小鍋茶屋（柏井壽）◆オルタネート（加藤シゲアキ）◆わ
たしの美しい庭（凪良ゆう）◆青春とは、（姫野カオルコ）◆傍聴者
（折原一）◆空芯手帳（八木詠美）◆私を月に連れてって（鈴木るり
か）
＜児童書＞
◆渋沢栄一（加来耕三企画・構成・監修）◆るるぶ地図でよくわ
かる47都道府県の歴史大百科◆空を飛ぶミジンコのなぞ（星輝行
写真・文）◆信じられない現実のうんこ科学図鑑（DK社編）◆は
たらく自動車ずかん（小賀野実監修）◆おやさい妖精とまなぶ野
菜の知識図鑑（ぽん吉）◆竜が呼んだ娘�魔女の産屋（柏葉幸子）◆
防災室の日曜日（村上しいこ）◆日向丘中学校カウンセラー室（ま
はら三桃）◆星空としょかんへようこそ（小手鞠るい）
＜絵本＞
◆すっとびこぞう！（大島妙子）◆くらやみきんしの国（エミ
リー・ハワース=ブース）◆おともだちになってくれる？（サム・
マクブラッドニィ）◆青い羽みつけた!（Noovo�Inc.）◆なんでも
レストラン（鈴木まもる）◆悲しみのゴリラ（ジャッキー・アズー
ア・クレイマー）◆怪物園（ｊｙｕｎａｉｄａ）◆よんひゃくま
んさいのびわこさん（梨木香歩）◆100歳ランナーの物語（シムラ
ン・ジート・シング）◆あぁ、アジのひらきがたべたいっ！（か
ねまつすみれ）
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

氷室の郷「椎茸栽培教室」
参加者募集します
　あなたも椎茸栽培に挑戦し
てみませんか。シイタケほだ
木に菌打ちして持ち帰り家庭
で栽培して頂きます。
●日時　3月14日（日）
　午前10時～正午
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」草木工房前
●�内容　ドリルで穿孔、椎茸
菌打込み他　
●費用　4,000円
●定員　20名（先着順）
●持ち物　手袋、帽子、作業
　着
※�参加者には、菌入り原木5
本をお持ち帰り頂きますの
で、持ち帰るための準備を
してお越しください。工具
は当園で準備します。
●�申込方法　3月7日（日）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
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　2月26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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要予約】
●日時　3月16日（火）
　午前9時～競技開始
●�場所　陸上競技場・補助競
技場
●�内容　48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●�参加費　1,500円（お弁当・
お茶付き）
●定員　240名
●対象　どなたでも
●�申込方法　2月16日（火）午
前9時より団体受付開始。
住所、氏名（ふりがな）、性
別、生年月日、電話番号、
ＦＡＸ番号を必ずご記入の
上、はがき、ＦＡＸ、Ｅメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

＜天文教室＞【要予約】
●日時　3月20日（土）
　午後7時～9時
●場所　丹波天文館
●�内容　月・火星・冬の星座
など観望
●参加費　300円
●定員　15名まで
●�対象　小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●�申込方法　2月20日（土）よ
り申込み開始。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

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
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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50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（50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、八木図書室
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、日吉図書室、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール、美山図書室
【�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3年2月16日〜28日） 　　

◇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）


