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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。

お知らせ

高校生給付型奨学金の２
次申請を受け付けます
●�対象　市内在住で、次の全
てに該当する方

・�令和3年度市民税（令和2年
中の所得に係るもの）また
は令和2年度市民税が非課
税の世帯に属する方

・�母子（父子）世帯（20歳以上
65歳未満の同居者がいな
い家庭）、児童世帯、障が
い者世帯、長期療養者世帯
のいずれかの世帯に属する
方

・�高等学校（高等専門学校な
どを含む）に在籍する方
●�金額　（入学支度金）国公立
全日制63,000円、私立全
日制178,000円

※�その他は申請窓口でご確認
ください。
●入学支度金支給日　
　7月30日（金）
●�提出書類　①申請書等（申
請窓口に配架）

②�世帯員全員分（被扶養者を
除く）の令和3年度市・府
民税課税証明書

※�税務課または支所窓口での
申出により課税証明書の取
得手数料は免除されます。

③�母子（父子）世帯等の事実が
確認できる書類（写）

④在学証明書
●�注意事項　同居者の状況に
よって対象とならない場合
があります。他の奨学金制
度と支給調整をするため、

新2、3年生は支給額が0円
になる可能性があります。
●�申請方法　6月1日（火）か
ら30日（水）までに南丹保
健所福祉課、福祉相談課ま
たは各支所に備え付けの申
請書類に記入の上、ご提出
ください。

※�申請時には、印鑑および振
込口座のわかるもの（通帳
等）をご持参ください。

問南丹保健所福祉課　
TEL（0771）62-0361
問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

経済センサス実施に係る
ご協力について
　6月1日を基準日として、
「令和3年経済センサス－活
動調査」が全国一斉に行われ
ます。この調査は、商店や工
場、営業所、事務所、病院な
ど全ての事業所および企業が
対象となる大規模な統計調査
であり、調査結果は、地域活
性化政策や防災政策など私た
ちの生活をより良くするため
に必要な基礎資料となりま
す。
　5月中頃から「調査員証」を
携行した調査員がそれぞれの
事業所へお伺いしますので、
調査のご回答について、ご理
解、ご協力をお願いします。
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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市税などは納期限内に納付してください

　市税などは、定められた納期限までに市役所本庁・各支所、金融機関またはコンビニエンススト
アなどで納めてください。スマートフォンアプリを使用して納付することもできます。
●令和３年度納期限一覧表　

期別 固定資産税・都市計画税 市府民税（普通徴収）
第1期 5月31日（月） 6月30日（水）
第2期 8月2日（月） 8月31日（火）
第3期 9月30日（木） 11月1日（月）
第4期 11月30日（火） 12月28日（火）

期別 国民健康保険税（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

第1期 6月30日（水） 8月2日（月）
第2期 8月2日（月） 8月31日（火）
第3期 8月31日（火） 9月30日（木）
第4期 9月30日（木） 11月1日（月）
第5期 11月１日（月） 11月30日（火）
第6期 11月30日（火） 令和4年1月4日（火）

第7期

国民健康保険税
12月28日（火）

令和4年1月31日（月）
介護保険料

令和4年1月4日（火）
第８期 令和4年1月31日（月） 令和4年2月28日（月）
第９期 令和4年2月28日（月） 令和4年3月31日（木）
第10期 令和4年3月31日（木）

※�口座振替納付を利用される方は、上記納期限日に指定の口座から引き落とします。なお、残高不
足などにより納期限日に引き落とせなかった市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税およ
び国民健康保険税は、直近の13日（金融機関が休業日のときは翌営業日）に再振替として引き落と
します。振替日前には預貯金残高の確認をお願いします。
●�督促手数料および延滞金について　
　�　納期限までに完納されない場合は督促状を発送することになり、督促状1通につき手数料100円
がかかります。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の税（料）額に一定の割
合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し、未納の税（料）額とあわせて納付いただきま
す。
●滞納処分について　
　�　督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差し押
さえ（滞納処分）を受けることになります。なお、市税や国民健康保険税で納期限から一定経過し
た滞納案件は「京都地方税機構」へ移管し、徴収などの滞納整理事務を行います。
●市税などの納付には便利な口座振替を　
　�　口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁・各支所および市内各取扱金融機関に備え付けの市
税等口座振替依頼書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、③市税などの納付書を持
参の上、取扱金融機関で手続きしてください。登録完了までに時間を要するため、振替の開始を
希望される期別（月）の前月末までに申し込んでください。申し込みの時期によっては、希望の期
別（月）からの振替ができない場合がありますのでご了承ください。
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※�「ペイジー口座振替受付サービス」の開始により、市役所本庁、各支所窓口でも口座振替の申し込
み手続きができるようになりました。（りそな銀行を除く）「ペイジー口座振替受付サービス」の詳し
いお手続きについては、お問い合わせください。
●取扱金融機関　
　�京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都農業協同組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行・
郵便局

※�軽自動車税（種別割）を除く市税などの納付の確認については、口座振替・クレジット納付済通知
書は発行しませんので、預貯金通帳・クレジットカード会社が発行する利用明細書などでご確認
ください。また、スマートフォンアプリ納付についても領収証書は発行しませんので、納付の履
歴は利用明細などでご確認ください。
市府民税、固定資産税・都市計画税	 問税務課	 TEL（0771）68-0004
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料	 問市民課	 TEL（0771）68-0011
介護保険料	 問高齢福祉課	 TEL（0771）68-0006
市税、国民健康保険税の徴収業務移管分	 問京都地方税機構中部地方事務所	 TEL（0771）22-3884

都市計画マスタープラン改訂案への意見募集

　南丹市では、都市計画マスタープランの中間年次を迎えまし
たので、マスタープランの改訂作業を行っています。策定委員
会での改訂案に対するご意見を募集します。
●�募集期間　5月17日（月）～�6月16日（水）午後5時まで（郵送の
み当日消印有効）
●�改訂案の閲覧場所　都市計画課または南丹市ホームページ
●�対象者　市内在住・在勤者・市税納税義務者等の南丹市民の
意見提出手続（パブリック・コメント手続）要綱第２条第３項
に定める市民等
●�意見の提出方法　Eメール、郵送、FAX、または開庁時間中に
都市計画課へ持参

問都市計画課　
TEL（0771）68-0052　
FAX（0771）63-0654
tokei@city.nantan.lg.jp

〒622-8651　南丹市園部町小桜町47

自動車税納期限のお知ら
せ
　自動車税（種別割）の納期限
は、5月31日（月）です。
　お近くの金融機関やコンビ
ニエンスストアで納期限まで
に納付してください。また、
クレジットカードなどのキャ
シュレスでの納付も可能で
す。
　なお、納税通知書が届いて
いない場合はご連絡くださ
い。
問	京都府南丹広域振興局税務
課

TEL（0771）22-0330
FAX（0771）22-0415

住宅用火災警報器は寝室、階段、台所に必ず設置

　住宅用火災警報器は、大切な命を火災から守ります。園部消防署では6月1日を「住宅用火災警報
器の日」と定め、設置推進と維持管理などについて、次のことをお願いしています。
・�住宅用火災警報器をまだ取り付けていないご家庭は、大切な命を火災から守るため、必ず設置し
てください。

・住宅用火災警報器は全ての箇所（寝室、階段、台所）に設置してください。
・�既に設置しているご家庭は、点検ボタンまたは点検ヒモで作動テストを行い、維持管理に努めま
しょう。

・�設置後10年を経過すると、住宅用火災警報器は、電池または本体の交換が必要になりますのでご
注意ください。�

問園部消防署予防課予防係	
TEL（0771）62-0119	
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人材募集

環境パートナーシップ会議の委員を募集します

　南丹市では、優れた環境を保全するため、令和12年度までの10年間を計画期間とする「第2次南
丹市環境基本計画」を策定しました。
　この計画の具体的な取り組みについて、企画や中心となって行動していただく市民委員の方を募
集いたします。皆さまのご応募をお待ちしています。
●主な活動　
・第2次南丹市環境基本計画における具体的な取り組みの企画、実施、推進
・市民や事業者への環境活動への参画促進に関する活動
●募集期間　5月17日（月）～5月31日（月）まで
●応募資格　　
・南丹市内に住所を有する方で、応募用紙を提出いただいた時点で満18歳以上の方
・環境の維持、保全、向上に熱意をお持ちの方
・第2次南丹市環境基本計画の推進に積極的に協力いただける方
●募集人員　10名以内
●任期　委嘱の日から2年間
●応募方法　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番号　（0771）63-0654　環境課あて
・電子メールの場合　E-mail：kankyou@city.nantan.lg.jp
※応募用紙は南丹市ホームページ、環境課および各支所総務課に備え付けています。
●�選考方法　応募用紙の記載事項をもとに選考委員会で選考いたします。なお、選考内容は公表し
ません。
●選考結果　応募いただいた方、それぞれに個別に通知いたします。
●その他　報酬、交通費等は原則としてお支払いいたしません。
問環境課
TEL（0771）68-0085

2021年度国家公務員採
用一般職試験（高卒）
●�申込受付期間　6月21日
（月）～6月30日（水）
※�原則インターネット申し込
み
●第1次試験日　
　9月5日（日）
●試験地　京都市ほか
●�受験資格など　人事院ホー
ムページ「国家公務員試験
採用情報NAVI」をご覧く
ださい。

問	人事院近畿事務局　試験第
二係

TEL（06）4796-2191

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。
●日程　①6月2日（水）、
　②6月15日（火）
●時間　
　いずれも午後1時～4時
●�場所　日程①園部文化会館
3階会議室、日程②日吉生
涯学習センター第2会議室
●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

「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　6月8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
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南丹市権利擁護・成年後
見センター専門相談
　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
相談を実施します。
＜弁護士による相談＞
●日時　6月16日（水）
　午後2時～午後3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（先着順）
※1人30分以内
●�申込方法　6月9日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

※�予約がない場合は中止いた
します。
＜司法書士による相談＞
●日時　7月21日（水）
　午後2時～午後3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（先着順）
※1人30分以内
●�申込方法　7月14日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

※�予約がない場合は中止いた
します。
＜社会福祉士による相談＞
●�日時　月曜日～木曜日（祝
祭日を除く）　

　午前9時～午後４時
●�場所　市役所またはご自宅
に訪問します。
●�申込方法　お電話でお申し
込みください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

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＞
◆WordPress設計とデザイン魔法のレシピ（今井剛）◆ニーチェ
道を照らす言葉（フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ）◆世
界一しあわせなフィンランド人は、幸福を追い求めない（フラン
ク・マルテラ）◆電話応対これができればOKです！（直井みず
ほ監修）◆家族と国家は共謀する（信田さよ子）◆「男らしさ」はつ
らいよ（ロバート・ウェッブ）◆星をみつめて（花山宇宙文化財
団、京都新聞出版センター編）◆つのじまんつのくらべ（小宮�輝
之文・写真）◆健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本
（小橋隆一郎）◆科学的に正しい認知症予防講義（浦上克哉）◆ガ
マンしていませんか？帯状疱疹の痛み（岡秀昭、西田裕介他）◆
体とココロが喜ぶごほうび漢方（田中友也）◆主婦業9割削減宣言
（唐仁原けいこ）◆七緒vol.65特集「お手入れ」みんなの答え「帯締
め・帯揚げ」ラン・ラ・ラン◆キッチンにある材料・道具ででき
る草木染めの布花アクセサリー（Kahon）◆ラジオ深夜便わが心
の人（迎康子）◆志麻さんのベストおかずプレミアムなほぼ100
円おかず編（タサン志麻）◆和のごはんもん（飯田知史）◆孫育て
の新常識（小屋野恵）◆ニワトリと暮らす（和田義弥）◆ダチョウ
はアホだが役に立つ（塚本康浩）◆名前のないことば辞典（出口か
ずみ）◆屋根の上のおばあちゃん（藤田芳康）◆文豪誕生（芥川龍
之介、太宰治他）◆保津川（西野喬）◆青い孤島（森沢明夫）◆草原
のサーカス（彩瀬まる）◆再建の神様（江上剛）◆妹たちへ（矢川澄
子）◆佐野洋子とっておき作品集（佐野洋子）
＜児童書＞
◆激レア名字クイズ100（高信幸男監修）◆北里柴三郎（たからし
げる）◆こども地政学（船橋洋一監修）◆お金が動かす世界（関和
之マンガ・イラスト）◆防災のサバイバル（国崎信江、山本典生
監修）◆子どもへのハラスメント（喜多明人監修）◆お菓子はすご
い！（柴田書店編）◆たけのこなんのこ?◆サイコーの通知表（工
藤純子）◆ヤーガの走る家（ソフィー・アンダーソン）
＜絵本＞
◆ねたふりゆうちゃん（阿部結）◆みんなとおなじくできないよ
（湯浅正太）◆ありえない!（エリック・カール）◆恐竜トリケラト
プスとケツァルコアトルス（黒川みつひろ）◆おじいちゃんのた
びじたく（ソヨン）◆みんなのこえがきえてしまうんです（ナオキ
語り）◆しんゆうだけどだいきらい（石山さやか）◆10かいだての
まほうつかいのおしろ（のはなはるか）◆あなたのすてきなとこ
ろはね（玉置永吉）◆アヒルかも！ウサギかも！（エイミー・クラ
ウス・ローゼンタール、トム・リヒテンヘルド）
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

「はつらつ筋トレ教室」の参加者を募集します

　加齢に伴う体力や筋力の低下を防ぎ、末永く自立した生活を
続けていきたい方のために、健康運動指導士などによる運動教
室を実施します。
●�対象　75歳以上（令和4年3月31日時点で75歳以上）の南丹市
民で、椅子に座って1時間程度体操ができる方で、継続して参
加できる方。
●�日程　7月下旬～2月下旬　各地区下記の通り実施（週１回程
度）
地区 会場 実施曜日 時間
園部 こむぎ山健康学園 火曜日

午後2時～3時八木 南丹市八木市民センター 木曜日
日吉 日吉保健福祉センター 水曜日
美山 美山保健福祉センター 金曜日
●�内容　健康運動指導士・3B体操講師等による椅子に座って　
行う体操（1時間程度）
●定員　各地区25名（先着順）
●�送迎　あり（定員がありますので、免許返納者の方を優先させ
ていただきます。）
●�申込方法　6月4日（金）までに①氏名②生年月日・年齢③住所
④電話番号⑤治療・管理中の疾患⑥医師の指示の有無⑦送迎
の有無⑧最寄りのバス停⑨通所型介護サービス利用の有無（デ
イサービスを利用の方は対象外となります。）⑩自動車免許の
有無を電話でお申し込みください。（先着順）

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

南丹やぎの青空市

　4月からめぇめぇマーケッ
トとして開催しています。
　詳しくはお電話で。
●�日時　毎月第4土曜日　
　午前10時～午後3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
年会費1店舗3,000円

　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（めぇめぇマーケット）廣
瀨

TEL090-4290-2084

地域密着型の直売所「～
自然の恵み～畑郷家」
　日吉町畑郷で育った農薬・
化学肥料不使用の野菜や山の
一番水で育てた減農薬米のほ
か、地域の方が制作された自
然素材の工芸品を販売してい
ます。
●�日時　毎週土曜日、日曜日
午前9時～午後5時

※�平日も販売していますが、
電話をいただいてから野菜
の収穫をします。
●�場所　日吉町畑郷八坂
45-1

問畑郷家
TEL（0771）74-0330

和の国ほのぼの寄席を開
催します
　上方落語界若手注目株の月
亭秀都さんと桂源太さんによ
る寄席を開催します。ぜひお
誘いあわせのうえお越しくだ
さい。
●日時　5月23日（日）　
　午後2時～4時
●�場所　和の国ダイニング佐
藤（南丹市園部町内林町千
原18-1）無料駐車場あり。
●料金　2,000円
●出演者　月亭秀都・桂源太
●定員　30名
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問藤野
TEL090-6068-8208

丹波自然公園からお知ら
せ
＜テニス教室　夜の部＞
【要予約】
●�日時　5月31日～7月19日
の全8回（毎週月曜日）

　午後7時～9時
●場所　テニスコート
●�内容　初心者・初級者向け
のテニス教室。初めての方
歓迎
●参加費　6,000円
●定員　20人
●対象　18歳以上
●�申込方法　当日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
をご記入の上、はがき、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。
＜太極拳教室＞
●日時　5月28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
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＜ゲートボール大会＞
【要予約】
●日時　6月1日（火）
　午前9時～
●場所　陸上競技場
●�内容　予選リーグ～決勝ト
ーナメント
●�参 加 費　2,000円（1チ ー
ム）
●定員　32チーム
●対象　どなたでも
●�申込方法　5月25日（火）ま
でに、チーム名および代表
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。
＜テニス大会＞
【要予約】
●日時　7月7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
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　6月7日（月）午
前9時より受付開始。定員
になり次第受付終了。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。ご参加され
る前に必ず開催状況をご確
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

日吉地域情報

日吉地域グラウンド・ゴ
ルフ大会のお知らせ
●�日時　6月20日（日）
　午前9時～
　（受付8時30分～）
　雨天予備日6月27日（日）
●�場所　日吉総合運動広場運
動場
●�対象　日吉町内在住、在勤、
在学の中学生以上の方
●チーム構成　個人戦
●�プレー規則　（公社）日本グ
ラウンド・ゴルフ協会ルー
ルおよび本大会の申し合わ
せ事項を適用
●�プレー方法　24ホール（8
×3ラウンド）ストローク
プレーによる個人戦

　�（打順は3ラウンド通じて
ローテーション方式とす
る）
●�申込方法　6月17日（木）午
後5時までに、住所、氏名、
電話番号を電話またはＦＡ
Ｘでお申込みください。

※�日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申込みく
ださい。
●�その他　上位20名の方は、
府民総体南丹市予選会に日
吉町代表として出場してい
ただきます。

問	日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉生涯学習
センター内）

TEL（0771）72-3300
FAX（0771）72-3311

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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