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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。

令和3年（2021年）の祝
日について
　令和3年（2021年）に限り、
「海の日（7月19日）」は7月22
日に、「スポーツの日（10月
11日）」は7月23日に、「山の
日（8月11日）」は8月8日にな
ります。国民の祝日に関す
る法律（昭和23年法律第178
号）第3条第2項の規定に基づ
き、8月9日（月）は振替休日
となります。
　カレンダーによっては、変
更前のものが表記されている
ものがありますので、ご注意
ください。

お知らせ

ふるさと南丹応援交付金
の登録団体を募集します
　南丹市ではふるさと南丹応
援寄附金としてふるさと納税
を募集しており、寄附者が特
定の地域を支援できる使い道
として「地域の活性化に関す
る事業」を設けています。
　寄附者が地域を指定した場
合、指定された地域は、その
寄附額の7割を「ふるさと南
丹応援交付金」として翌年度
の事業に活用できます。
　令和2年度の寄附までは指
定できる地域を行政区に限っ
ていましたが、新たに地域団
体の指定が可能になりました
ので、この制度に登録を希望
される団体を募集します。
●募集　随時受付
●�要項配布場所　地域振興課
および各支所総務課、ホー
ムページ

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

chiiki@city.nantan.lg.jp

JR嵯峨野線八木駅橋上
駅舎などの供用開始
　南丹市と西日本旅客鉄道株
式会社は、八木駅を中心とし
た周辺市街地の活性化を目的
に令和元年8月からバリアフ
リー化工事を進めています。
　この度、橋上駅化工事が完
成し、4月10日（土）から橋上
駅舎と自由通路の一部（東口）
を供用開始いたします。
●供用開始日時　
　4月10日（土）始発電車より
問都市計画課
TEL（0771）68-0052　

南丹市立図書館臨時開館
のお知らせ
　南丹市立図書館は、毎月最
終木曜日を図書整理のため休
館日としていますが、次の日
は開館します。
●�開館日　7月29日、8月26
日、令和4年2月24日（各
木曜日）

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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納期限のお知らせ

＜令和3年3月31日（水）納期
限＞
・国民健康保険税第10期分
・�後期高齢者医療保険料第9
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第10期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等3月分　
・保育所延長保育料2月分
・一時保育料2月分　
・幼稚園給食費3月分
・幼稚園預かり保育料2月分
・すこやか学園使用料3月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料3月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費3月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金3
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。

固定資産縦覧帳簿の縦
覧・課税台帳の閲覧
　令和3年1月1日現在の土
地・家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧ならびに固定資産税課税台
帳の閲覧をしていただけま
す。
●�縦覧期間　4月1日（木）～5
月31日（月）
※土・日・祝日は除く
●閲覧期間　通年
※土・日・祝日は除く
●�縦覧・閲覧時間　午前８時
30分～正午、午後1時～5
時
●�縦覧・閲覧場所　税務課お
よび各支所総務課
●�縦覧対象者　固定資産税の
納税者、同居の親族、納税管
理人、法定相続人、代理人
●�閲覧対象者　固定資産の所
有者・納税義務者、同居の
親族、納税管理人、法定相
続人、代理人、借地・借家
人（有償で借りていること）
※�縦覧・閲覧いただく際は、
来庁者の本人確認ができる
もの（運転免許証など）と、
印鑑をご持参ください。ま
た、法定相続人の場合は、
相続関係が確認できるもの
（戸籍謄本など）、代理人の
場合は、個人・法人の委任
状（押印必要）、借地・借家
人の場合は賃貸借契約書が
必要です。

問税務課　
TEL（0771）68-0004

令和3年春の全国交通安
全運動について
　「春の全国交通安全運動」を
実施します。
　これを機会に、家庭や学校、
職場などで交通安全について
話し合っていただき、交通
ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践をお願いします。
●�実施期間　4月6日（火）～
　4月15日（木）
　�交通事故死ゼロを目指す
日：4月10日（土）
●�運動スローガン　「京の春
目と手で合図　ゆずり合
い」
●運動重点
・�子供と高齢者を始めとする
歩行者の安全の確保
・自転車の安全利用の推進
・�歩行者等の保護を始めとす
る安全運転意識の向上
・�二輪車の交通事故防止
問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021

令和3年度短期人間ドッ
クの利用助成について
　南丹市国民健康保険被保険
者および後期高齢者医療被保
険者の方を対象とした短期人
間ドック利用助成について、
令和3年度は内容を一部変更
して実施します。
●�受診期間　5月1日（土）～
令和4年3月31日（木）
●申請受付開始　
　4月16日（金）
※�後期高齢者医療被保険者へ
の助成額は減額となる見込
みです。
　�　詳しくは、4月9日（金）
発行のお知らせなんたんに
掲載予定です。

問市民課
TEL（0771）68-0011

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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特定健康診査の受診につ
いて
　南丹市国民健康保険以外の
医療保険に加入されている被
扶養者の方でも、医療保険者
が発行する「令和3年度特定
健康診査受診券」があれば、
市が実施するがん検診（集団
検診）と同時に特定健康診査
を受診していただけます。
●�申込方法　医療保険者が
発行する「令和3年度特定
健康診査受診券」と健康保
険証をお持ちの上、保健医
療課までお申し込みくださ
い。
※�集団健診当日の混乱を防ぐ
ために、受診希望日の２週
間前までに必ずお申し込み
ください。申し込みのない
場合は受診できません。
●注意事項　
①�「特定健康診査受診券」の送
付時期は各医療保険者、職
場によって異なりますの
で、ご加入の医療保険者に
ご確認ください。
②�特定健康診査の自己負担金
は、医療保険者によって異
なります。
③�医療保険者によっては、南
丹市集団健診での受診がで
きない場合があります。ご
加入の医療保険者にご確認
ください。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

障害基礎年金等受給中の
ひとり親家庭の皆さまへ
　児童扶養手当と調整する障
害基礎年金等の範囲が変わり
ます。これまで、障害基礎年
金等を受給している方は、障
害基礎年金等の額が児童扶養
手当の額を上回る場合、児童
扶養手当を受給できませんで
したが、令和3年3月分の手
当以降は、児童扶養手当の額
が障害年金の子の加算部分の

額を上回る場合、その差額を
児童扶養手当として受給でき
るようになります。

　南丹市ホームページはこち
ら
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

自動車税の身体障害者等
減免申請受付について
　令和3年度の自動車税（種
別割）減免対象は、令和3年4
月1日現在で一定の要件に該
当される方です。既に減免を
受けておられる方で、要件に
変更がない旨のはがきを提出
いただいている場合には、申
請していただく必要はありま
せん。
　なお、年度途中で身体障害
者手帳などの交付を受けた方
の申請受付（月割減免）は、随
時行っています。
●�受付期間　4月1日（木）～
　5月31日（月）
　午前9時～午後5時
※郵送でも受付可。
●�受付場所　京都府南丹広域
振興局税務課
　�亀岡市荒塚町1丁目4－1
（京都府亀岡総合庁舎内）
※�臨時窓口（京都府園部総合
庁舎内）は開設しません。

問 京都府南丹広域振興局税務
課

TEL（0771）22-0330

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　4月13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　

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
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子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
５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。5月の事業の
申し込み受付は、3月29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。

＜子育て広場１歳～＞
●日時　5月12日（水）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　「親子でヨガを楽し
もう」
※�ヨガマットまたは、バスタ
オルをご持参ください。

＜子育て広場０歳～＞
●�日時　5月19日（水）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　「親子でヨガを楽し
もう」
※�ヨガマットまたは、バスタ
オルをご持参ください。

＜お話会＞
●日時　5月21日（金）
　午前10時30分～11時
＜親子リトミック＞
●�日時　5月10日（月）、26
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

催し

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生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15分～
11時45分

4月5日、12日、19日、26日、
5月10日、17日、24日、6月
７日、14日、21日
※いずれも月曜日

こむぎ山健康
学園（園部）

午後2時～
3時30分

4月8日、15日、22日、５月6日、
13日、20日、6月3日、10日、
17日、24日　
※いずれも木曜日

美山保健福祉
センター（美
山）

午後2時～
3時30分

4月6日、20日、27日、5月11
日、18日、25日、6月１日、8
日、15日、22日
※いずれも火曜日

八木老人福祉
センター（八
木）

午前10時30分～
正午

4月2日、9日、16日、5月７日、
14日、21日、28日、6月4日、
11日、18日
※いずれも金曜日

殿 田 と ー く
ほーる（日吉）

午前10時～
11時30分

4月2日、9日、16日、23日、
５月7日、14日、28日、６月4
日、11日、18日
※いずれも金曜日

胡麻基幹集落
センター（日
吉）

午後2時～
3時30分

4月2日、9日、16日、23日、
5月7日、14日、21日、６月4日、
11日、18日
※いずれも金曜日

●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
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健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　4月14日、28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

シンポジウム「世界でい
ちばん貧しい元大統領」
●日時　4月18日（日）
　開場�午前11時30分
　開演1部正午～�
　　　2部午後1時30分～
�　　 （午後4時終了）
●�場所　国際交流会館　イベ
ントホール�
●内容
・�1部映画上映　「世界で一
番貧しい大統領から日本人
へ」
・�2部講演　岩本心（立命館
大学４回生）「世界一貧しい
元大統領から学ぶ本当の豊
かさとは？」、廣瀬�拓哉（元
JICA日系社会青年ボラン
ティア）「SDGs�×�地域交
流」
●定員　100人
●�申込方法　住所、氏名、電
話番号、メールアドレスを
FAX、Eメール、申し込み
フォームのいずれかでお申
し込みください。

申し込みフォームはこちら
問Team to MIRAI 事務局
FAX（0771）60-8361

 teamtomirai2021@gmail.
com

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　4月5日、19日（ 各
月曜日）午後6時～9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　4月7日、14日、28
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　4月7日、14日、28
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　4月9日（月例大会）、
16日、23日、30日（各金
曜日）午前９時～11時45
分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時　4月９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
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●�日時　4月13日（火曜日）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）

＜スポーツを楽しむ日＞
●�日時　4月13日（火曜日）午
後6時～9時
●場所　体育館
●�内容　バドミントン、卓球、
テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜テニス大会＞【要予約】
●�日時　4月21日（水）午前９
時～
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各
32組　※先着順
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　3月21日から4
月14日までに、参加者の
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。

＜天文教室＞【要予約】
●日時　4月17日（土）
　午後7時～9時
●場所　丹波天文館（公園内）
●�内容　月・春の星座などを
観望してみよう
●参加費　300円
●定員　3家族（予定）
※先着順
●�対象　小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●�申込方法　3月17日（水）～
4月16日（金）までに参加者
の住所、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
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第44回泰友書道展の開
催について
　創立44年を迎える泰友書
道会の会員による掛軸・額・
色紙などの書道作品を展示し
ます。
●�日時　4月10日（土）～11
日（日）
　午前10時～午後6時
※11日（日）は午後4時まで
●�場所　京都市京セラ美術館�
本館2階�南東展示区画
●入場料　無料
問泰友書道会
TEL（0771）25-6588

日吉地域情報

いきいき脳トレ講座の参
加者を募集します
　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ、「考えて」
「歌って」「笑って」、健康寿命
を延ばしましょう。
●日時　4月～令和4年3月
　�午後1時30分～3時（計24
回）原則毎月第2・第4月曜
日（変更月もあり）
●�場所　日吉保健福祉セン
ター
●�対象　市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員　25人程度
●�参加費　1回300円（保険
料・運営費など）
●�内容　脳トレーニング講座
と脳活性化ゲームなど（認
知症予防教室認定講師が対
応します）
●�申込方法　電話またはFAX
でお申し込みください。
※途中からの参加も可能、開
催日の１週間前までにはご連
絡ください。
問脳トレ日吉　中島
TEL・FAX（0771）73-0281
問脳トレ日吉 船越
TEL・FAX（0771）72-1010

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

美山地域情報

いきいき脳トレ講座の参
加者を募集します
　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ、「考えて」
「歌って」「笑って」、健康寿命
を延ばしましょう。
●日時　4月～令和4年3月　
　�午後1時30分～3時（計24
回）原則毎月第1・第3水曜
日（変更月もあり）
●�場所　美山保健福祉セン
ター
●�対象　市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員　25人程度
●�参加費　1回300円（保険
料・運営費など）
●�内容　脳トレーニング講座
と脳活性化ゲームなど（認
知症予防教室認定講師が対
応します）
●�申込方法　電話またはFAX
でお申し込みください。
※�途中からの参加も可能、開
催日の1週間前までにはご
連絡ください。

問脳トレ美山　原田
TEL（0771）75-0374
FAX（0771）75-0768
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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

Nantan_Free_Wi-Fiステッカー
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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）


