
第363号 1

発 行

第３６３号
令和3年
2月26日発行

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

【総合問合せ窓口】　TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653  info@city.nantan.lg.jp

目　　次（ページ）
・お知らせ（1～3）
・人材募集（4）
・相談会（4）
・子育て支援（催し）（5～6）
・催し（6～7）
・美山地域情報（7）
・なんたんテレビ番組表（8）

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。

お知らせ

春季火災予防運動の実施
について
　火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、火災に対す
る予防意識の啓発を図り火災
発生を防止し、高齢者を中心
とする死者の発生を減少させ
るとともに、財産の損失を防
ぐことを目的に実施します。
●�期間　3月1日（月）～7日
（日）の7日間
●�防火標語　「その火事を　
防ぐあなたに　金メダル」
（令和2年度全国統一防火
標語）
●重点目標　
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④�乾燥時及び強風時の火災発
生予防対策の推進
●主な取組　
①�消防車等による防火啓発パ
レード（7日）
②�啓発チラシの配布等
③啓発サイレンの吹鳴
【園部・八木・日吉】
　3月1日（月）～7日（日）
　午後9時
【美山】
　�3月1日（月）午前中、15日
（月）午後9時
【信号符】（共通）
　1分間長符一声
※�火災とお間違いのないよう
によろしくお願いします。

＜火の用心7つのポイント＞
1�家のまわりに燃えやすいも
のを置かない。
2�寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない。
3�天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない。
4�家庭や事業所では、たき火
をしない。
5�子供には、マッチやライ
ターで遊ばせない。
6�電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない。
7�ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない。

＜住宅防火　いのちを守る　
―3つの習慣・4つの対策―＞
●3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る。
・�ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。
●4つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置す
る。
・�寝具、衣類及びカーテンか
らの火災を防ぐために、防
炎品を使用する。
・�火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器等を設
置する。
・�お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021
FAX（0771）63-0653

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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納期限のお知らせ

＜令和3年3月1日（月）納期限
＞
・国民健康保険税第9期分
・�後期高齢者医療保険料第8
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第9期分　　　
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等2月分　
・保育所延長保育料1月分
・一時保育料1月分　
・幼稚園給食費2月分　　
・幼稚園預かり保育料1月分
・すこやか学園使用料2月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料2月分　　
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費2月分　　　　
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金2
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。

軽自動車の廃車や名義変更の手続きはお早めに

　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に課税され
ます。軽自動車、バイク、農耕用トラクター、コンバインなど、
廃棄処分したものや人に譲ったもので手続きが済んでいないも
のがある場合は、早急に手続きをしてください。
　なお、軽自動車税（種別割）は路上の走行有無にかかわらず、
車両を所有していることに対して課税（標識交付）するもので、
「車両は置いてあるが乗らないので」といった一時使用中止によ
る廃車手続き（標識返納）は受け付けできません。また、所有者
が死亡されている場合は、名義変更の手続きをお願いします。
ご不明な点は、車種に応じた問合せ先へお問い合わせください。
●問合せ先

車種 手続き・問合せ先
125㏄以下の原動機付自転車、
ミニカー、小型特殊自動車（農耕用ト
ラクター、コンバインなど）

税務課
TEL（0771）68-0004

軽二輪
（125㏄超～250㏄以下のバイク） 近畿運輸局京都運輸支局

TEL（050）5540-2061二輪の小型自動車
（250㏄を超えるバイク）

軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会
京都事務所
TEL（050）3816-1844

※�125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の
廃車や名義変更の手続きをされる場合は、ナンバープレート、
印鑑、本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を持参の上、
税務課または各支所総務課にお越しください。
※�農耕用トラクターやコンバインなどの申告漏れがないか、再
度ご確認ください。

問税務課　
TEL（0771）68-0004
問各支所総務課　　　
TEL八木（0771）68-0020
　日吉（0771）68-0030
　美山（0771）68-0040
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福祉タクシー等利用券の
使用期限は3月31日
　現在、障がいのある方を対
象に交付している令和2年度
南丹市福祉タクシー等利用券
は、使用期限が3月31日まで
となっております。4月1日
以降は、利用券を使用するこ
とはできません。使用期限内
に使用せず返還された場合で
も、現金との引換えはいたし
ませんのでご注意ください。
　南丹市福祉タクシー等利用
券で支払いのできる事業者一
覧は、南丹市ホームページを
ご覧いただくか、社会福祉課
または各支所総務課までお問
い合わせください。
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

技能修得資金の支給申請
について
　中学校および高等学校を卒
業して、技能修得施設（専門
学校など）へ進学される方を
支援するため、技能修得資金
を支給しています。
●�対象　市内に居住し、経済
的な理由から技能修得が困
難な方
※�施設の要件、所得制限など
があります。詳細はお問い
合わせください。
●申請期間　
・�第1次申請：3月1日（月）�
～3月22日（月）
・�第2次申請：3月23日（火）
～4月19日（月）�
●�その他　申請書は、京都府
南丹保健所福祉課、福祉相
談課および各支所に備え付
けています。

問京都府南丹保健所福祉課
TEL（0771）62-0363
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

南丹市福祉タクシー等事業の申請について

　障がいのある外出困難な在宅の方を対象に、福祉タクシー等
の利用券を交付します。
　利用券は、タクシー料金、バス（デマンドバス含む。）運賃や自
家用車のガソリン代に使用することができます。
●対象者
手帳（障がい）の種類 等級 交付枚数・所得要件

じん臓機能障害 1・3級

・20,000円分／年
（50円券400枚）
※�5月以降の申請は、申請月か
ら1月あたり32枚分
※所得制限なし

視覚障害、下肢、体
幹、移動機能障害 1・2級 ・10,000円分／年

（50円券200枚）
※�5月以降の申請は、申請月か
ら1月あたり16枚分
・�世帯全員の市町村民税額（所
得割）の合計が、23万5,000
円未満の場合に限る

心臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸、
肝臓機能障害

1級

療育手帳 A
精神障害者保健福祉
手帳 1級

●�申込方法　3月1日（月）以降、社会福祉課および各支所で受　
け付けます。手帳と印鑑を持参の上、申請してください。（発
行は4月以降となります）

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

豊かな森を育てる府民税を延長します　

　森林は、土砂災害の防止や水源のかん養など生活に欠かすこ
とのできない役割を果たしています。この貴重な森林を将来に
わたって守り育てていくため、平成28年度に導入した豊かな森
を育てる府民税を、5年間延長します。府民の皆さまの御理解と
御協力をお願いします。
●�税額　府民税の納税義務者一人あたり年額600円（令和3年度
～7年度）
●「豊かな森を育てる府民税」の使い方
　危険木や倒木の伐採整理、伐採跡地における再造林の支援な
ど、森林の適正な整備を進め、災害に強い森づくりに重点的に
取り組んでいきます。
問京都府農林水産部森の保全推進課　
TEL（075）414-5016
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人材募集

南丹市介護相談員を募集
します
　南丹市介護相談員は、市内
の介護サービス事業所に訪問
して、介護サービスを利用さ
れている方やその家族からお
話をお聴きすることで、サー
ビス利用に対する悩みや不安
の解消を図るとともに、利用
者とサービス提供事業者との
橋渡しの活動を行っていただ
きます。
●�応募資格　市内に住所を有
し、事業の趣旨を理解した
うえで相談活動の実施にふ
さわしい人格と熱意を有す
る者（ただし、現に介護職
に従事している方を除く）
●募集人数　若干名
●�報酬　1日当たり6,500円
（交通費含む）
※�実際の活動日数は、月1～
2日となります。
●�採用　書類選考の上、面接
により決定し、市が指定す
る介護相談員養成研修（5
日間程度。宿泊を伴う研修
も有）を受講後、活動いた
だきます。
●任期　任期2年間
●�応募方法　3月23日（火）ま
でに市販の履歴書に必要事
項を記入の上、志望動機
の作文（400字程度）を添え
て、高齢福祉課または各支
所に持参もしくは郵送でお
申し込みください。

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006

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　3月9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　

3月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・3月13日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・3月22日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・3月23日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・3月26日（金）
　午後1時～3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

就職に関するオンライン
個別相談会を開催します
　この相談会は、京都ジョブ
パークのキャリアカウンセ
ラーとオンラインにより就職
相談ができ、オンライン環境
のない方、また、パソコン・
スマホ操作に不慣れな方を対
象に、会場・設備を提供しま
す。お気軽にご連絡ください。
●日時　3月13日（土）
　午後1時～午後5時まで
●�場所　園部北部コミュニ
ティセンター
●�内容　就職活動に関する相
談や悩みに対してのアドバ
イスなど
●定員　4人　
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。
※�京都ジョブパークの常設
WEBカウンセリングはご
家庭のパソコン・スマホか
らご利用が可能です。

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015
HP 「京都ジョブパークカウン

セリング予約サイト」で検
索

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。
●日程　3月9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
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子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
4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。4月の事業の申
込受付は、3月1日（月）か
ら行います。
●�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
※�気象警報発表時は事業を中
止する場合があります。

＜ベビーマッサージ＞　
●�日時　4月23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。

＜親子リトミック＞　　
●�日時　4月16日（金）、28
日（水）
　�午前10時30分～11時30
分　

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」（３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Ｌ
ＩＮＥ・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。

＜春休みのお知らせ＞
　各ひろばとseedbaseはお
休みします。
●�期間　3月27日（土）～4月
7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。

＜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、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　3月9日（火）
○美山ひろば　3月11日（木）
○八木ひろば　3月24日（水）
○�園部ひろば（横田公民館）　
3月25日（木）

※午前11時～11時30分
＜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）
○八木ひろば　3月12日（金）
○日吉ひろば　3月16日（火）
●�時間　午前10時15分～正
午　
※先着5組
●参加費　300円
＜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　3月19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　3月22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

≪裏面につづく≫
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催し

「手話教室・入門講座」
の受講者を募集します
　手話であいさつや自己紹介
ができるよう、手話を学んで
みませんか。
●�日程　4月10日～7月31日
までの毎回土曜日　全15
回（予備日：8月7日）
※4月24日、5月1日は休　
　み
●時間　午前10時～正午
●�場所　八木市民センター
（南丹市役所八木支所内）
●�対象者　市内在住、通勤・
通学の満15歳以上で手話
を初めて学ぶ方
●�申込方法　4月1日（木）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。

問社会福祉課 　
TEL（0771）68-0007
問 ふない聴覚言語障害セン

ター
TEL（0771）63-6447

京都SKYシニア大学受講
生募集
　シニアの「健康・生きがい
づくり」「仲間づくり」を支援
し、地域活動の担い手となる
人材を養成することを目的と
した講座です。生涯現役の勧
めや元気シニアの活動事例か
ら、地域活動のヒントが見つ
かるかもしれません。
●�開催期間　5月11日（火）～
令和4年3月までの概ね1年
間
※�各コース別専門講座各20
回程度と全コースを対象と
する特別講座6回程度
●�会場　京都府立京都学・歴
彩館、京都新聞文化ホール、
京都テルサ等
●�受講対象　概ね50歳以上
の方
●コース　
①歴彩・京都学（150名）
②体験・地域活動（50名）
③知力・情報社会（50名）
④健康・スポーツ（50名）
⑤�ガイドが魅せる京都（80
名）
⑥�人生100年・探求心コース
（40名）
●受講料　
①～④各29,000円
⑤⑥各34,000円
●�申込方法　3月1日（月）～3
月31日（水）までに、電話
またはFAXでお申し込みく
ださい。

問 （公財）京都SKYセンター
「京都SKYシニア大学」係
TEL（075）241-0226　
FAX（075）241-0204

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
　季節の歌、懐かしの歌を生
伴奏で一緒に歌い、楽しいひ
と時を過ごしませんか。3月
は、会場をこれまでより広い
旧五ケ荘小学校に移し、新型
コロナウイルス感染予防対策
を十分にして行います。
●日時　3月7日（日）　
　午後2時～3時30分
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�運営協力金　500円（中学
生以下は無料）　
※�水分補給用の飲み物をご持
参ください。

問わっかっか！
TEL080-9753-9402 　

 wakkakka2014@gmail .
com

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　3月10日、24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

●�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

＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　3月9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）
●�その他　時間が変更になる
場合がございます。

＜太極拳教室＞
●日時　3月12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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　3月1日、15日（ 各
月曜日）午後6時～9時
●場所　体育館
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
●�その他　時間が変更になる
場合がございます。

＜レディーススポーツデー＞
●�日時　3月3日、10日、17
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（昼の部）
＞
●�日時　3月3日、10日、17
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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　3月5日（月例大会）、
12日、19日（各金曜日）午
前9時～11時45分
●場所　陸上競技場
●参加費　300円（当日受付）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　3月9日（火）
　午後1時30分～3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ
チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費　無料（当日受付）
●�その他　状況により中止す
る場合がございます。

美山地域情報

ＣＡＴＶ保守作業に伴う
一時停波のお知らせ
　美山サブセンターの機器保
守作業のため、美山町全域で
テレビが一時停波します。
　加入者の皆さまには大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
●作業日時　3月9日（火）
　午後1時30分～2時
※�上記時間帯において10分
程度停波します。
●�停止サービス　テレビ（全
チャンネル）
●停波エリア　美山町全域
※�今回の作業で、インター
ネットサービスに影響はあ
りません。

問情報課　
TEL（0771）68-0066
問南丹市情報センター
TEL（0771）63-1777
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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）


