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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。

②�婚姻時において、夫婦の双
方が40歳未満の世帯
③�申請時において、夫婦の双
方または一方の住所が本市
内の入居対象となる住宅所
在地にある世帯
④�前年の合計所得額が400万
円未満で、市税などの滞納
がない世帯
※�婚姻に伴い離職し、申請時
に無職の場合、離職した方
の所得は0円とします。
※�奨学金を返済中の場合、一
定期間中の返済額を所得か
ら控除できます。
⑤�居住地域の区（自治会）など
に加入し、地域活動に積極
的に参加する世帯
⑥�申請日から5年以上継続し
て本市に居住することを誓
約する世帯
⑦�過去に本制度の適用を受け
たことがない世帯
⑧暴力団員でない世帯
⑨�本制度のアンケートなどに
協力する世帯
●�補助金額　住宅取得費（新
築工事費・設計費を含む）・
住宅賃借費（敷金・礼金な
どを含む）・引越費（引越・
運送業者への経費）に対し
て10/10以内（1世帯あた
り30万円以内）
※�土地購入費・住宅ローン手
数料・駐車場代・備品購入
費などは対象外です。
※�勤務先から住宅手当が支給
されている場合は、住宅手
当分は補助対象外です。
※�同一世帯による申請回数は
1回限りです。

問地域振興課

TEL（0771）68-0019　
FAX（0771）63-0653
chiiki@city.nantan.lg.jp

納期限のお知らせ

＜令和3年4月30日（金）納期
限＞
・軽自動車税（種別割）全期分
問税務課
TEL（0771）68-0004
・保育所保育料等4月分　　
・保育所延長保育料3月分
・一時保育料3月分
・幼稚園給食費4月分　　
・幼稚園預かり保育料3月分
・すこやか学園使用料4月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料4月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費4月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金4
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
リやクレジットカードで納
付が可能です。

お知らせ

結婚新生活支援事業につ
いて
　新婚世帯に対する経済的負
担を軽減し、結婚しやすい環
境づくりの推進を目的とし
て、婚姻に伴う住宅取得費・
住宅賃借費・引越費を予算の
範囲内で補助します。
●�補助対象者（次の要件すべ
てを満たす世帯）
①�申請前年度の1月1日から
申請年度の3月31日までに
婚姻届を提出し、受理され
た世帯
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南丹市定住ガイドブック
の発行について
　移住希望者や空き家所有
者、地域団体・企業などが活
用できる定住促進制度を集約
した冊子の令和3年度更新版
を発行しました。
　ご希望の方は、次の方法で
入手できますので、ご活用く
ださい。
●冊子名　
　南丹市定住ガイドブック
　nancla（なんくら）
●配布場所
　地域振興課、各支所総務課
　�南丹市ホームページおよ
び南丹市定住促進サイト
「nancla（なんくら）」にも
掲載しています。

問地域振興課
TEL（0771）68-0019

資源ごみ集団回収事業の
団体登録について
　ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、市内で資源ご
み（古紙および古布）の集団回
収を実施する団体に対し、報
奨金を交付しています。
　報奨金の交付を受けるため
には、毎年度、団体登録をし
ていただく必要がありますの
で、事業を実施される団体は
令和3年度資源ごみ集団回収
事業実施団体登録申請書を提
出してください。
●�対象・様式　団体の要件お
よび団体登録の様式は、市
ホームページでご確認くだ
さい。
●�提出期限　5月31日（月）ま
で　　
●�提出先　環境課または各支
所総務課
●�注意事項　報奨金の交付申
請書は、団体登録後に提出
してください。

問環境課
TEL（0771）68-0085

南丹市地域再建被災者住宅等支援補助金申請期限

　平成30年7月豪雨により生活の基盤となる住宅に被害を受け
られた市民を対象に、住宅再建費および住宅再建関連経費に対
する補助を行います。
　申請期限が迫っていますので、期日までに申請をしてくださ
い。
＜住宅再建費に対する補助事業＞
●�対象　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損（床上に達しない程
度の浸水により生じたものは除く）、床上浸水の被害を受けた
住宅（賃貸住宅を除く）の世帯主で、市内で住宅を建替、補修
して引き続き居住する方
●対象経費　被災住宅の再建経費（建替、補修など）
※8月31日（火）までに支払が完了するもの
●補助金額　対象経費×1/3（基本算定式）
※�対象経費が50万円以上の建替、購入、補修に関しては、基本
算定式で割り出した補助金額が50万円未満でも、50万円を補
助します。ただし、対象経費が50万円未満の場合は、かかっ
た経費の全額を補助します。
●補助限度額

全壊 大規模半壊 半壊 一部破損・
床上浸水

新築・建替 300万円 250万円 150万円 50万円
補修　　　 200万円 150万円 150万円 50万円
●�申請方法　8月31日（火）までに、南丹市地域再建被災者住宅
等支援補助金交付申請書、罹災証明書（写し可）、対象経費の
額を確認できる書類（工事費明細書など）および工事業者の見
積書もしくは領収書の写しを、福祉相談課または各支所総務
課に提出してください。
＜住宅再建関連経費に対する補助事業＞
●�対象　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損（床上に達しない程
度の浸水により生じたものは除く）、床上浸水の被害を受けた
住宅（賃貸住宅を含む）の世帯主
●�対象経費　家具・家電製品の購入費用、被災住宅の清掃費用
※8月31日（火）までに支払が完了するもの
●補助金額　対象経費全額
●補助限度額　5万円
※�ただし、住宅再建費に対する補助事業と併用する場合は、住
宅再建費に対する補助事業の補助限度額の内数となります。
●�申請方法　8月31日（火）までに、南丹市地域再建被災者住宅
等支援補助金交付申請書、罹災証明書（写し可）、対象経費の
額を確認できる書類（領収書の写しなど）を、福祉相談課また
は各支所総務課に提出してください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023
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　　　　　　　　　　　　　老人医療費支給制度につ
いて
　老人医療費支給制度は、医
療保険に加入している方で一
定の条件に該当する高齢者を
対象に、入院・通院などにか
かる医療費の自己負担額の一
部を南丹市が助成する制度で
す。
●�対象者　南丹市にお住まい
の、社会保険や国民健康保
険に加入している65歳以
上70歳未満の方で、本人
及びその属する世帯の生計
を主として維持する者が所
得税を課せられていない
方。（原則、所得税非課税世
帯の方）
●�受給者証交付申請　高齢福
祉課、または各支所で申請
してください。審査のうえ、
後日結果を通知します。
●申請時に必要なもの
・健康保険被保険者証（写）
・印鑑
※�本年度は、該当の有無を判
定するために所得税の確認
が必要になります。所得が
ない場合にも所得税の申告
をお願いします。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006

介護職員初任者研修受講
者支援について
　南丹市内で就労される介護
職員の資格取得支援を目的
に、研修費用の一部を助成し
ています。
●�対象者　南丹市に居住さ
れ、介護職員初任者研修ま
たは実務者研修（初任者研
修を含むもの）を受講修了
し、市内の介護保険事業所
に勤務されている方で、申
請日から2年以上継続して
勤務される方。
●�助成額　研修にかかる受講
料（本人負担金）の10分の7
（5万円を限度）

●�申請方法　研修を修了し、
市内の介護保険事業所で勤
務をされてから高齢福祉課
または各支所総務課で申請
手続きをしてください。申
請には、研修の修了証明書
（写）、受講費用の領収書
（写）、勤務先の就業証明書
（別途様式あり）が必要で
す。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006

国民健康保険の喪失手続
きについて
　新しく職場の健康保険、ま
たは職場の健康保険の扶養に
入った時は、国民健康保険の
喪失（やめる）手続きは自動的
には行われませんので、届出
が必要です。職場の健康保険
に加入していながら、国民健
康保険の保険証で医療機関等
を受診すると、国民健康保険
から支払われた医療費（7～8
割分）をお返しいただきます
のでご注意ください。
●手続きに必要なもの
・�新しく加入した職場の健康
保険の保険証（全員分）
・�南丹市の国民健康保険の保
険証（全員分）
・本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの
●�手続きができる方　世帯
主、同一世帯の方、代理人（委
任状が必要となります。）
●�手続きをする場所　
　市民課または各支所総務課
●郵送による手続きの場合
　�　窓口で届出ができず、郵
送による喪失手続きをする
場合は、次の書類を送付し
てください。

●郵送の手続きに必要な書類
・�喪失届（様式は市のホーム
ページからダウンロードで
きます）
・�新しく加入した職場の健康
保険の保険証（全員分）の写
し
・�南丹市の国民健康保険の保
険証（全員分）
・本人確認書類の写し
・�マイナンバーのわかるもの
の写し
●�送付先　〒622-8651　京
都府南丹市園部町小桜町
47番地
　�南丹市役所　市民課保険年
金係

問市民課　
TEL（0771）68-0011

南丹市メール配信サービ
ス受信設定について
　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
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令和３年度の国民健康保険税率のお知らせ

　平成30年4月より、国民健康保険（国保）が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として、
市町村と共に運営しています。都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払い、市町
村は、都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納めます。
　京都府では、府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納付金の額を決定します。南丹市の保険
税率は、府が示す標準保険料率を参考にコロナウイルス感染症の影響等を見込み算定した結果、令
和3年度の保険税率を令和2年度と同率に据え置くこととしました。課税限度額は、令和2年度から
変更はありません。
　また、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し（給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除
へ10万円の振替）に伴い、一定の給与所得や公的年金等の支給を受ける者が複数いる世帯は、国民
健康保険税の軽減措置に該当しにくくなってしまうため、軽減制度の判定基準の見直しが行われま
した。
●国民健康保険税率（令和3年度）

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分
（40歳～64歳）

・所得割
（世帯の被保険者の
所得に応じて計算）

課税対象所得の
7.12%

課税対象所得の
2.83%

課税対象所得の
2.2%

　　　　 ＋　　（課税対象所得=前年の総所得金額等−基礎控除43万円）
・均等割
（世帯の被保険者数
に応じて計算）

被保険者
1人あたり
24,300円

被保険者
1人あたり
10,100円

被保険者
1人あたり
11,500円

　　　　 ＋
・平等割
（一世帯につき
いくらと計算）

23,000円 6,100円 6,300円

　　　　 ＝
合�計 世帯の保険税

また､ 以下のとおり､ それぞれ区分毎に課税限度額が設けられています｡
課税限度額 63万円 19万円 17万円

●��軽減制度　世帯主（擬制世帯主を含む）、世帯内の被保険者及び特定同一世帯
所属者（※1）の昨年の1月から12月までの総所得が下記の基準に該当する場
合に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。
2割
軽減

43万円＋【（給与所得者等の数−1）×10万円】（※２）＋
（52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下

5割
軽減

43万円＋【（給与所得者等の数−1）×10万円】（※２）＋
（28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下

7割
軽減 43万円＋【（給与所得者等の数−1）×10万円】（※2）以下

（※1）��特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行
し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

（※2）�世帯内の一定の給与所得者と公的年金所得者の数が2以上の場合のみ適
用となります。

（※３）�昭和3１年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所
得からさらに15万円引いた額で軽減の所得判定を行います。

●�保険税は世帯
ご と に 決 ま
り、世帯主が
納めます。

●�６月中旬に税
額を決定し、
世帯主へ通知
します。

●�納税は、便利
で安心な口座
振替をご利用
ください。

●�軽 減 判 定 に
は、正しい申
告 が 必 要 で
す。申告され
て い な い 場
合は、軽減を
受けられない
場合がありま
す。
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●保険税の納め方

○40歳未満の方
医療保険分と後期高齢者支援金分をあ
わせて、国保の保険税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

○40歳以上65歳未満
（介護保険の第2号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分に、
介護保険分をあわせて、国保の保険税
として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

○65歳以上75歳未満
（介護保険の第1号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分を国
保の保険税として納めます。（介護保険
料は別に納めます。【担当課：高齢福祉
課】）
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

●年度の途中で40歳になるとき
　40歳の誕生月（1日生まれの方はそ
の前月）の分から介護保険分を納める
ことになり、あらためて納税通知書を
発送します。
●年度の途中で65歳になるとき
　65歳の前月（1日生まれの方はその
前々月）までの介護保険分は、国保の
保険税として年度末までの納期に分け
て納めます。

・モデルケース１−年金所得者
1人世帯（66歳）
年金所得130万円（年金収入240万円）
基準総所得金額�1,300,000円−430,000円（基礎控除）
=870,000円
<医療分>
（1）�所得割　870,000円×7.12%=61,944円
（2）�均等割　24,300円×1人=24,300円
（3）�平等割　1世帯につき��23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）�109,200円
<後期高齢者支援金分>
（1）�所得割　870,000円×2.83%=24,621円
（2）�均等割　10,100円×1人=10,100円
（3）�平等割　1世帯につき��6,100円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）40,800円
<総合計>
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分=150,000円
※�65歳以上の方については､ 介護保険料として個別に請
求されます。

・モデルケース２−事業所得者など
4人世帯（夫45歳､ 妻45歳､ 子ども2人）
世帯所得260万円（所得　夫：260万円　妻：0円）
基準総所得金額�2,600,000円−430,000円（基礎控除）
=2,170,000円

<医療分>
（1）�所得割　2,170,000円×7.12%=154,504円
（2）�均等割　24,300円×4人=97,200円
（3）�平等割��1世帯につき��23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）�274,700円
<後期高齢者支援金分>
（1）�所得割　2,170,000円×2.83%=61,411円
（2）�均等割　10,100円×4人=40,400円
（3）�平等割��1世帯につき��6,100円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）�107,900円
<介護分>
（1）�所得割　2,170,000円×2.2%=47,740円
（2）�均等割　11,500円×2人=23,000円
（3）�平等割��1世帯につき��6,300円
介護分合計（100円未満切捨て）　77,000円
<総合計>
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分+介護分=459,600
円

問市民課
TEL（0771）68-0011（保険年金係直通）
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�令和３年度浄化槽設置整備事業補助金のご案内

　公共下水道事業計画区域外および農業集落排水事業認可区域外の地域で、し尿のみを処理する単
独処理浄化槽や汲み取り便槽からし尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽へ転換される方
および新たに住宅を建築し浄化槽を設置される方に、その費用の一部を補助しています。
●補助対象となる浄化槽
　�　し尿と生活雑排水を併せて処理する機能を有するもので、法律で規定された構造基準に適合し、
次の全ての要件を満たす浄化槽
①�南丹市に住所を有する方が、自らがお住まいになる専用住宅および併用住宅（延べ床面積の2分の
1以上を居住の用に供する建物）に設置するもので、処理対象人員（人槽）が10人槽以下の浄化槽を
設置した場合
②�BOD（生物化学的酸素要求量）除去率が90％以上、放流水のBODが20ｍｇ/L以下のもので、浄化
槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽を設置した場合
●補助の対象とならない場合
①浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けずに設置した場合
②住宅などを借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
③工場、事業所などの事業活動を行うところに浄化槽を設置した場合
④販売目的で浄化槽付き住宅などを建築した場合
⑤予定した年度の3月10日までに工事が完了しない場合
⑥補助対象事業の予算枠を超えて申込があった場合
⑦設置者が南丹市に住所を有しない場合（実績報告までに南丹市に居住する方を除く）
⑧既に設置された浄化槽を入替える場合
●補助金の額

処理区分 地域 5人槽 6～7人槽 ８～10人槽
通常処理 園部町、日吉町 332,000円 414,000円 548,000円

高度処理 園部町、日吉町 444,000円 486,000円 576,000円
美山町 471,000円 519,000円 615,000円

※�高度処理型浄化槽とは、次のいずれかの要件を満たすもので、浄化槽設置整備事業における国庫
補助指針に適合するもの。
・�BODのみを除去するものにあっては、BOD除去率97％以上、放流水のBOD5ｍｇ/L（日間平均値）
以下の機能を有するもの。
・�窒素またはリンを除去する能力を有するものにあっては、BOD除去率90％以上、放流水の
BOD20ｍｇ/L（日間平均値）以下で、放流水の全窒素20ｍｇ/L（日間平均値）以下または全リン1
ｍg/L（日間平均値）以下のもの。
●補助対象地域

地域 地区名 備考
園部 法京 全域

日吉 木住、生畑、中世木 全域
畑郷、四ツ谷、志和賀 一部

美山

南、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々里、又林、
下平屋、野添、長尾、深見、荒倉、内久保、原、板橋、宮脇、下吉田、
上司、高野、豊郷、盛郷、福居、肱谷、向山、樫原、音海、小渕

全域

鶴ヶ岡、三埜 一部
※�公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業認可区域であっても、地形的または技術的に下
水道施設への接続が不可能な場合は、例外的に補助金を交付する場合があります。
●申請期間　4月1日（木）～12月28日（火）
※詳細は市ホームページに掲載しています。
問下水道課　
TEL（0771）68-0054
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令和４年度から浄化槽設置整備事業補助金を変更

　国の浄化槽設置補助金の制度改正に伴い、令和4年度から高度処理型浄化槽の補助金額がおおむね
減額になります。高度処理型浄化槽の設置を予定されている方は、令和３年度中の設置をご検討く
ださい。
　なお、通常処理の浄化槽の補助金額に変更はありません。
●補助金額の変更

処理
区分

５人槽 ６～７人槽 ８～10人槽

令和3年度 令和4年度
以降 令和3年度 令和4年度

以降 令和3年度 令和4年度
以降

高
度
処
理

一
般 444,000円 384,000円 486,000円 462,000円 576,000円 585,000円

豪
雪 471,000円 408,000円 519,000円 492,000円 615,000円 627,000円

※詳細は市ホームページに掲載しています。
問下水道課　TEL（0771）68-0054

南丹市職員の人事配置について

　4月1日付けの南丹市職員の人事異動に伴い、職員の配置に変更がありましたので、次のとおりお
知らせします。
◆参与（再任用）：阪口一雄
◆参与（再任用）：國府栄彦
◆政策監：進藤眞理
【市長公室】◆市長公室長：船越雅英
〔企画財政課〕TEL（0771）68-0018
 �◆課長：國府孝之◆課長補佐：井尻哲也◆企画係長：片山利充◆財政係長：小林剛◆主査：冨部孝
佳◆主事：野々村万由香、川勝真哉
〔秘書広報課〕TEL（0771）68-0065
 �◆課長：髙屋正史◆課長補佐：山内章吾（兼秘書係長）◆広報係長：吉田晃幸◆主事：中西祐季奈、
松澤卓生

【総務部】◆部長：堀江長◆次長：矢野哲也◆危機管理監：國府博美（兼支所担当部長）
〔総務課〕TEL（0771）68-0002
 �◆課長：湯浅睦子◆課長補佐：塩邊健一◆行政係長：吉田将司◆資産活用係長：長野悦史◆主事：
森悠太、山口里穂、谷利智哉、佐伯卓哉（新採）◆再任用：八田裕明
〔人事課〕TEL（0771）68-0008
 �◆課長：井上操◆課長補佐：西亜希子（兼行政改革係長）、小林良美◆人事給与係長：川勝隆弘◆係
長：井尻直也◆主任：能瀬正樹、大狩輝芳◆主事：三原大雅、藤山佳奈、三宅真之介
〔税務課〕TEL（0771）68-0004
 �◆課長：河原林正和◆課長補佐：小畠融◆市民税係長：山内里美◆資産税係長：石﨑浩樹◆収納係
長：下尾恵太◆主任：竹内大視◆主査：須田香織◆主事：鬼口智子、福嶋咲蘭、菅澤穂高、岡田直
之◆再任用：寺田成樹
〔監理課〕TEL（0771）68-0086
 ◆課長：吉田伸一◆監理係長：田中篤司◆主事：澁谷明拓、髙屋千晴
〔危機管理対策室〕TEL（0771）68-0021
 ◆室長：森雅彦◆室長補佐：久野義彦◆主任：藤田武久◆主事：板倉佑磨、城内翔平
〔八木支所総務課〕TEL（0771）68-0020
 �◆課長：大橋香澄◆課長補佐：奥村良浩◆総合支援係長：坂口典貫◆市民窓口係長：吉田由紀◆係
長：田村祐子◆主任：村山早苗
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〔みやま保育所〕TEL（0771）75-0133
 �◆所長：木戸時貴子◆所長補佐：山口雅世◆係長：仲田妙子◆主任：中川亜寿架◆保育士：田端優
美
〔知井保育所〕TEL（0771）77-0047
 �◆参事：弓削志津加
〔八木中央幼児学園（短時部）〕TEL（0771）42-5189
 �◆園長：西岡典子（兼八木中央幼児学園（長時部）園長）◆係長：福井徳子、寺尾満果（兼八木中央幼
児学園（長時部）係長）◆教諭：前田里穂、上田瑞葉（新採）
〔八木中央幼児学園（長時部）〕TEL（0771）42-5189
 �◆園長補佐：中井牧◆主任：寺川希◆保育士：石浦沙由美、田村優佳、内藤花音
〔八木東幼児学園〕TEL（0771）42-4377
 �◆園長：松山純子◆園長補佐：小嶋尚子◆係長：田中容子◆主査：秋田直子◆保育士：西河友希子
◆再任用：前田和代
〔園部幼稚園・すこやか学園〕TEL（0771）68-0083
 �◆園長：久保佳苗（兼すこやか学園長）◆園長補佐：西川淳子◆係長：塩貝万基子◆主任：嶋田朋美
◆教諭：芳村瞳、上野綾夏（新採）

【学校用務・給食】
〔園部中学校〕TEL（0771）62-0222
 �◆技能労務士：中川明子
〔日吉学校給食共同調理場〕TEL（0771）72-3003
 �◆再任用：太田眞裕美
〔美山学校給食共同調理場〕TEL（0771）75-0929
 �◆調理員：堀秀子◆再任用：武田節子

【３月末退職者】
 �◆榎本尚（福祉保健部長）◆國府栄彦（農林商工部長）◆柴田建司（土木建築部長）◆中川勇夫（教育委
員会教育次長）◆西田豊（福祉保健部次長兼保健医療課地域医療室長）◆榊貢（教育委員会教育参事）
◆寺田成樹（会計管理者）◆中川貴文（総務部税務課長）◆湯浅寿朗（総務部監理課長）◆疋田ミツル
（福祉保健部保健医療課長）◆河原ナヨ（福祉保健部保健医療課長補佐）◆磯部雅子（福祉保健部保健
医療課長補佐）◆吉田惠（議会事務局長補佐）◆佐々谷隆司（市民部環境課環境衛生係長）◆阪本満（教
育委員会八木中央幼稚園係長）◆隅田裕樹（地域振興部市民協働室主事）◆上林亜季子（福祉保健部社
会福祉課主事）◆白井理奈（福祉保健部八木中央保育所保育士）◆藤山奈美（福祉保健部城南保育所保
育士）◆前田美弥（福祉保健部城南保育所保育士）◆松井菜奈子（教育委員会園部幼稚園教諭）◆長浦
久瑠実（教育委員会園部幼稚園教諭）◆武田節子（教育委員会美山学校給食共同調理場調理師）

人材募集

水道検針員を募集します

●職種　水道検針員
●勤務場所　園部町地内
●募集人数　1名
●�業務内容　毎月1日～12日
の間に、各家庭や事業所な
どに設置している水道メー
ターの検針を実施。
●検針件数　約650件
●業務報酬　49,000円程度

●�応募資格　普通自動車運転
免許証を所持されている
方。
※男女は問いません。
●任用　7月1日から
●�募集期間　4月23日（金）～
5月11日（火）
※�土・日・祝祭日は除く。午
前8時30分～午後5時15分
●�申込方法　履歴書を経営総
務課（八木支所2階）へご提
出ください。

　�　履歴書は、市販の横書き
のものを使用し、写真を必
ず添付してください。
　�　なお、履歴書はお返しで
きません。
●�採用方法　面接試験などで
合格者を決定します。面接
日は申込者に別途連絡しま
す。

問経営総務課
TEL（0771）68-0064
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南丹市男女共同参画社会
推進委員の公募について
　南丹市では、男女共同参画
行動計画を円滑に推進する
ため「南丹市男女共同参画社
会推進委員会」を設置し、市
民の方々から委員を公募しま
す。
●応募資格　
・南丹市内に住所を有する方
・�令和3年4月1日現在、満
20歳以上の方
・�平日の昼間に開催する推進
委員会に出席できる方
・�本市議会議員および本市職
員でない方
●募集人員　若干名　
●�任期　委嘱の日から令和５
年3月31日まで
●�選考方法　作文の内容など
を参考に選考します。
●�応募方法　応募用紙に必要
事項をご記入の上、5月25
日（火）午後5時（必着）まで
に人権政策課へご提出くだ
さい。
※�応募用紙は、人権政策課、
各支所総務課に備え付けま
す。また、市ホームページ
からもダウンロードいただ
けます。

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜幹部候補生＞
●�概要　幹部自衛官を養成し
ます。大卒程度または大学
院卒の方が対象です。
●受付締切　
　第1回４月28日（水）
　第2回6月18日（金）
※第2回は飛行要員除く。
●�第１次試験期日　
　�第1回5月8日（ 土 ）、9日
（日）
※9日は飛行要員のみ。
　第2回6月26日（土）

＜一般曹候補生＞
●�概要　基幹要員である陸・
海・空曹を養成します。
●受付締切　5月11日（火）
●�第1次試験期日　5月21日
（金）から30日（日）の間で
いずれか一日。
＜自衛官候補生＞
●�概要　所要の教育を経て
3ヶ月後に2等陸・海・空
士に任官します。
●�受付期間　年間を通じて受
付
●�第1次試験期日　受付時に
お知らせします。
●�その他　令和4年3月高等
学校卒業予定者または中等
教育学校卒業予定者のため
の採用試験は、令和3年9
月16日以降に行います。
＜採用説明会について＞
●日時　月曜から金曜　
　午前9時から午後5時まで
※�土・日・祝日の説明会につ
いては、平日営業時間内に
予約いただければ実施しま
す。
●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　どなたでもご参加い
ただけます。

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

相談会

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
します。お気軽にご利用くだ
さい。

●日時　5月11日（火）
　午後1時～4時
●�場所　八木市民センター　
会議室3
●定員　6名（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

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　5月11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

「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　5月12日（水）　
　午後1時30分～4時
●�場所　南丹市八木市民セン
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
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＜ベビーマッサージ＞
●日時　６月25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　6月11日（金）、30
日（水）
　�いずれの日も午前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」（５月）
※�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。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月～金曜日、第
3土曜日の午前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。

「きこえと補聴器の相談
会」のお知らせ
　きこえの相談や補聴器相談
を、4月、8月、12月を除く
毎月第4水曜日に行っていま
す。
●�日程　①5月26日（水）②
6月30日（水）③7月28日
（水）
●時間　午後1時～3時
●�場所　日程①京丹波町中央
公民館1階会議室、日程②
京丹波町和知ふれあいセン
ター2階控室、日程③京丹
波町瑞穂保健福祉センター
2階会議室
●�対象者　聞こえにくい方や
補聴器を必要とされている
方（難聴者、中途失聴者、
そのご家族など）
●�相談料　無料（補聴器修理
費用、電池代などは別途必
要）
●�内容　補聴器相談：補聴器
の調整、修理、電池交換、
購入、試聴などの相談
●�対応者　日程①㈱珍工堂、
日程②東神実業㈱、日程③
㈱キンキ補聴器センター
●�その他　身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。
　�　聴力測定、言語聴覚士に
よるきこえの相談をご希望
の方は、事前にお問い合わ
せください。

問�ふない聴覚言語障害セン
ター

TEL（0771）63-6447
FAX（0771）63-6448

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　5月18日（火）
　午後1時30分～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（京都市南区東九条
下殿田町43�メルクリオ京
都２階）

TEL（0120）078-394

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
６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。6月の事業の
申し込み受付は、4月26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
※�気象警報発表等により、事
業を中止する場合がありま
す。
＜子育て講座＞
●日時　6月4日（金）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　白波瀬由香里歯科衛
生士による「子どもの歯を
守ろう！今日からスタート
歯磨き実践ポイント」
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※�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　5月11日（火）
○美山ひろば　5月13日（木）
○八木ひろば　5月19日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　5月27日（木）
※�午前11時～11時30分ま
で。
＜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　5月14日（金）
○日吉ひろば　5月18日（火）
●�時間　午前10時15分～正
午　
※先着各5組
●参加費　300円

＜マタニティ　カフェ＞
　長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しく、お茶
をしながら、お話して気分転
換しませんか。
●日時　5月15日（土）　
　午前10時30分～正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●対象　妊娠中の方
●参加費　300円
＜おめでとうの日＞【無料】
　ひろばに来ているみんなで
4・5・6月生まれのお誕生日
をお祝いします。
○八木ひろば　5月12日（水）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　5
月20日（木）
○日吉ひろば　5月25日（火）
○美山ひろば　5月27日（木）
●�時間　午前10時30分～正
午
●�内容　うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど
＜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　5月21日（金）　午前
10時～正午　
※先着7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　5月24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15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

問ＮＰＯ法人グローアップ
TEL080-3857-8119

LINE

インスタグラム

フェイスブック
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催し

ヨガまち南丹の参加者を
募集します
　南丹市教育委員会では、市
民の皆様に参加いただける企
画として、ヨガまち南丹～新
緑の中でリラックスヨガ～を
開催します。
難しいと思われがちなヨガで
すが、今回は初めての方も気
軽に参加できる内容です。
●日時　5月22日（土）
　午後2時～3時30分
●受付　午後1時30分～
●�場所　日吉総合運動広場　
野外ステージ（雨天時　日
吉ユースホール）
●�講師　中村裕予さん（ヨガ
インストラクター）
●�対象　南丹市在住（18歳以
上）50人（先着順）
●�参加費　1人500円（お釣
りがでないようにご協力願
います）
●�持ち物　運動着、飲料水、
タオル、靴袋など（素足で
ヨガをします）、ヨガマッ
ト（バスタオルでも可能で
す）
●�申込方法　5月10日（月）午
後5時（必着）までに住所、
氏名、年齢、携帯番号を、
郵送、FAXまたはメールで、
お申し込みください。
●�申込先　〒622-8651
　南丹市園部町小桜町47　
　�南丹市教育委員会社会教育
課社会体育係　宛

FAX（0771）63-2850
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp（タイトルに「ヨガま
ち南丹～新緑の中でリラッ
クスヨガ～イベント参加申
込」とご記入ください）

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

第21回トレーニング機
器使用講習会開催
　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●日時　5月14日（金）
　午後7時～　　
※�体育館シューズをご持参く
ださい。
●�場所　南丹市八木フィジカ
ルセンター（府立口丹波勤
労者福祉会館内）
●内容　　
・�トレーニング機器の正しい
使い方
・�健康・安全なトレーニング
法　　　　
●定員　10人（先着順）
問�ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会　口丹波勤労者福祉会
館

TEL（0771）42-5484��
FAX（0771）42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

さくら楽習館　開講式開
催のお知らせ
　令和3年度さくら楽習館を
開講するにあたり、記念映画
上映を行います。入場無料で
す。受講生以外の方もご参加
していただけます。皆さまの
ご参加をお待ちしています。
●�日時　5月19日（水）午後1
時30分～（受付開始　午後
1時～）
●会場　南丹市園部文化会館
　大ホール
●定員　150人（先着順）
●�内容　開講式、記念映画
上映「くちびるに歌を」（監
督：三木孝浩）アンジェラ・
アキの名曲「手紙�～拝啓�
十五の君へ～」をモチーフ
に生まれた中田永一の小説
を映画化。教師と生徒との
心の交流を描いた感動の青
春物語です。

●�申込方法　事前に住所、氏
名、電話番号を電話いただ
くか、申込書を社会教育課、
八木市民センター、日吉生
涯学習センター、または社
会教育課美山担当へご提出
ください。
※�申込書はホームページおよ
び申込先に設置していま
す。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

南丹市生涯学習講座
「音楽教室」受講者募集
　日本のポップスの名曲をシ
ンガーソングライター小濱達
郎さんに優しく楽しく教えて
もらう音楽講座です。前半は
曲についての解説講和から課
題曲の全体練習、後半は一人
一人が好きな曲を小濱達郎さ
んのピアノ伴奏で楽しく歌え
るようにします。楽しく歌う
をモットーにした音楽講座で
す！
●�日時　5月25日、6月8日、
6月22日、7月6日、7月
20日、8月3日
　（いずれも　火曜日）、
　午前10時～正午
●�場所　八木市民センターi
スタやぎ（八木支所3階）　
防災ルームおよび会議室1
●�講師　小濱達郎さん（八木
町神吉在住�シンガーソン
グライター）
●�受講料　2,500円（教材の
楽譜代、CD代を含む）
　�（初回参加時にお支払いく
ださい）
●�課題曲　糸（中島みゆき）、
なごり雪（伊勢正三）、酒と
泪と男と女（河島英五）、ハ
ナミズキ（一青窈）など、こ
の他リクエスト可。
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●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　先着10人
●�申込期間　4月26日（月）～
5月21日（金）
●�申込方法　住所、氏名、電
話番号を、八木市民セン
ターにお越しいただくか、
電話またはFAXでお申し込
みください。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）
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健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　5月12日、26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

「はやしますみ　絵本と
絵　ふたたび」展
＜展示＞
●�開催期間　4月1日（木）～5
月9日（日）
　�午前10時～午後4時30分
　（入館料：500円郷土資
料館共）
　�月曜休館（月曜日が祝祭日
の場合は翌日休館）
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島）
＜同時開催＞
　出張絵本ちゃんコーナー京
丹波町の絵本専門店より出
張。

＜絵本おはなし会とモビール
づくり＞
●�開催日時　5月5日（水・祝）
　�受付午後1時～、おはなし
会午後1時30分～、ワーク
ショップ午後1時45分～3
時
●�参加費　1,500円（材料費・
入館料含む）
※おはなし会は参加自由
●�募集人数　先着8名（小学2
年生以下は保護者同伴）美
術館にて予約受付
＜ミヤマでミャンマーコー
ヒー会＞
●�開 催 日 時　5月5日（ 水・
祝）・5月9日（日）午後1時
～4時30分
●参加費　無料　
※�ミャンマーの山村支援をす
るため、おいしいコーヒー
豆の販売も行います。
＜コウボパン音杜（おと）さん
によるパンの販売＞
●�開催日時　5月5日（水・祝）
�正午～売り切れ次第終了。
　�ねこぼんクッキー、展覧会
のための美山よもぎパン、
ファラフェルサンド、サグ
カレー
＜チャリティー販売＞
　茗荷恭介さんのはっぱのブ
ローチを販売。売り上げは犬
猫の保護活動（TNR）をする
「多賀にゃん」へ全額寄付され
ます。
問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777
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第30回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集
●日時　5月26日（水）
※�開始時間などは申込者にお
知らせします。
●�場所　クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部
●�参加資格　大会趣旨に賛同
いただける方
●�競技方法　（ダブルペリア
方式）ハーフで集計し18
ホール終了後に成績表を配
布します。
●�参加費　11,000円（チャ
リティ金、昼食、プレイフィ
を含む）
●�申込方法　5月16日（日）ま
でに、住所、氏名、電話番号
を明記の上（グループで申
し込む場合は、住所および
電話番号は代表者のみ明
記）、郵便はがきまたはFAX
でお申し込みください。（電
話での申し込みは不可）
※�できるだけ4人1組でお申
し込みください。
※�コロナウイルス感染症対策
のため懇親会（表彰式）は中
止します。
※�本大会は府民総体選考を兼
ねています。（18ホールの
グロスによる）

問�クラウンヒルズ京都ゴルフ�
倶楽部

TEL（0771）72-1234
FAX（0771）72-1238
〒�629-0301　南丹市日吉町
保野田池ヶ谷1番地

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　5月3日、17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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞

●�日時　5月7日（月例大会）、
14日、21日、28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）
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。ご参加され
る前に必ず開催状況を必ず
ご確認ください。

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

「パソコン初級講座」
受講生募集
　地域貢献活動をされている
方々向けに、パソコン講座を
開催します。
●日程・内容
開催日 内容

6月1日（火） パソコンの基
礎

6月8日（火） エクセルの表
作成

6月15日（火）エクセルで団体会計

6月22日（火）ワードで文章作成

6月29日（火）ワードでデザイン
7月6日（火） ワードで名刺
●時間　
　�午前の部　午前9時30分～
11時30分　
　午後の部　午後2時～4時
●�場所　午前の部　国際交流
会館�3階会議室、
　�午後の部　遊youひよしIT
研修室
●�対象　南丹市で地域貢献活
動をされている方もしく
は、はじめようと思われて
いる方
●�定員　各回12人（応募者多
数の場合は、申込み理由を
参考に選考いたします）
●受講料　3,500円（全6回）

●�申込方法　5月17日（月）ま
でに、氏名、所属団体（所
属団体がない場合は、興味
のある活動分野）、電話番
号、申込理由（なぜパソコ
ンを習いたいのか）を電話
またはFAXでお申し込みく
ださい。

問南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）72-3220
FAX（0771）72-3222

園部地域情報

「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、認知症予防をしま
す。みなさんで一緒に指体操
や歌、ゲームなどで楽しい時
間を過ごし、健康寿命の延伸
をめざしましょう。
●日時　5月～令和4年3月
　�午後1時30分～3時（各会
場計10回）
●場所　
　�こむぎ山健康学園　原則第
2・4金曜日
●�対象　市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員　各会場15人程度
●�参加費　1回500円（保険
料・講座運営費など）
●�内容　介護予防講座と脳活
性化ゲームなど（認知症予
防教室リーダー、認知症予
防ネット認定講師が対応し
ます）
●�申込方法　電話またはFAX
でお申し込みください。
※�両方の会場への参加や途中
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。また、送迎を希
望される方はお申し出くだ
さい。

問脳トレ園部（芦田）
TEL・FAX（0771）42-4538、
TEL090-3896-3156
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