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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。

市たばこ税は南丹市の貴
重な財源です
　市たばこ税は、たばこの製
造者などが市内の小売販売業
者に売り渡した製造たばこに
対して課税される税金です。
令和2年度の市たばこ税の税
率は、千本につき6,122円（た
だし、令和3年10月1日から
は6,552円）で、小売店が所
在する市の税収となります。
　南丹市における令和2年度
の市たばこ税収は1億5,947
万円でした。この税収は一般
財源として、南丹市の福祉や
教育、道路環境整備など幅広
く市民のために使われます。
　市たばこ税は南丹市の貴重
な財源の一つですので、たば
こを買われる時は南丹市内で
お買い求めください。
問税務課　
TEL（0771）68-0004

ハロウィンジャンボ宝く
じの発売について
　この宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●�発売期間　10月22日（金）
まで
●抽せん日　10月29日（金）
●�当せん金額　1等3億円、
前後賞各1億円
●価格　1枚300円
問�（公財）京都府市町村振興協
会

TEL（075）411-0200

納期限のお知らせ

＜令和3年11月1日（月）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第3期
分

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第5期分
・�後期高齢者医療保険料第4
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第5期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等10月分　
・保育所延長保育料9月分
・一時保育料9月分
・幼稚園給食費10月分　　
・幼稚園預かり保育料9月分
・�すこやか学園使用料10月
分

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料10月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費10月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金
10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

京都府最低賃金は、時間
額937円です
　令和3年10月1日から京都
府最低賃金は、時間額937円
に改正されました。
問�京都労働局賃金室
TEL（075）241-3215
問�園部労働基準監督署
TEL（0771）62-0567
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くらしお役立ちセミナー・
企業説明会
　新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により雇用情勢が
悪化する中、離職せざるをえ
なくなった方の再就職を促進
するため、アウトリーチ型の
スキルアップ講座やマッチン
グ支援を実施します。
●日時　10月29日（金）
　午前9時30分～11時45分
●�場所　園部文化会館「アス
エルそのべ」小研修室
●�対象　お仕事を希望されて
いる方
●�内容　働き方・健康と食事・
英会話など
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。（当日参
加も可）
※�京都ジョブパークへの登録
が必要です。

問京都ジョブパーク総合受付
TEL（075）682-8915

浄化槽設置整備事業補助金の補助金額を変更します

　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。
　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

問下水道課　
TEL（0771）68-0054

激励金助成事業の申請について

　歳末たすけあい募金を原資に、激励金助成事業を実施します。
●�対象者　南丹市に住所を有する在宅の方で、①身体障害者手帳1級、精神障害者保健福祉手帳1級、
療育手帳Ａのいずれかをお持ちの方、もしくは、②要介護5の方。
●助成額　激励金として1人当たり5,000円を上限に助成
●申請方法　10月29日（金）までに、南丹市共同募金委員会事務局にお申し出ください。
南丹市共同募金委員会事務局
　問南丹市社会福祉協議会　TEL（0771）72-3220
　問福祉相談課　TEL（0771）68-0023

お薬手帳、かかりつけ薬
局を活用しましょう
　複数の薬を服用するとき
は、薬の重複や飲み合わせに
気をつけることが重要です。
　「お薬手帳」に薬局でもらっ
た薬を記録しておき、薬剤師
や医師、歯科医師に見てもら
うことで、薬の重複や相互作
用が起こることを防ぐことが
できます。
　特に、「電子版お薬手帳」は、
家族全員の薬を一つのスマー
トフォンで管理できるととも
に、いつも身につけているも
のなので、災害時等でもお薬
の情報をもれなく医師に伝え
ることができるなど便利で
す。
　また、いつも利用する薬局
を「かかりつけ薬局」として一
つに決めることで、医師から
処方された薬だけでなく、市
販薬やサプリメントなどの情

報も一元的・継続的に管理し
てもらうことができ、「かかり
つけ薬剤師」が相談に応じて
くれるなど、薬による治療が
より効果的なものになるよう
お手伝いをしてもらえます。
　「お薬手帳」、「かかりつけ薬
剤師・薬局」を上手に活用し
ましょう。
問�京都府南丹保健所環境衛生
課衛生・検査係　　

TEL（0771）62-4754
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相談会

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　10月19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）

令和4年度保育所等の利用申し込みについて

　令和4年度において保育所等（幼保連携型認定こども園含む）の
利用を希望される方は、次のとおりお申し込みください。
●�入所対象　市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家
庭で保育することが困難な場合にある子ども（転入予定の方も
含む）
●募集する保育所等
公立保育所名 所在地 入所対象児（予定）

園部保育所 園部町木崎町 1歳児～5歳児
城南保育所 園部町城南町 0歳児（満6カ月児）～5歳児
八木中央保育所
（八木中央幼児学
園�長時部）

八木町西田 1歳児～5歳児

八木東保育所
（八木東幼児学園）八木町北屋賀 0歳児（満6カ月児）～5歳児

日吉中央保育所 日吉町保野田 0歳児（満6カ月児）～5歳児
胡麻保育所 日吉町胡麻 1歳児～5歳児
みやま保育所 美山町島 0歳児（満1歳児）～5歳児
知井保育所 美山町中 1歳児～5歳児

民間幼保連携型
認定こども園 所在地 入所対象児（予定）

南丹のぞみ園 園部町小山東町 0歳児（満6カ月児）～5歳児
※�入所対象児の年齢は、令和4年4月1日時点の年齢です。0歳児
については（　）内の月年齢に達してからが対象になります。
※�見学は各園に直接お申し込みください。新型コロナウイルス
感染症対策として、検温を実施しています。
●�申請書類　「給付認定申請書」、「保育施設及び保育事業利用希
望申込書」のほか世帯の状況に応じて添付書類として就労等証
明書、医師の診断書などが必要となります。
※�募集要項・提出書類様式は10月22日（金）から配布します。各
受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウンロー
ドできます。　
●受付期間　11月1日（月）～24日（水）
※開所および開庁時間内にお願いします。
●受付場所　公立各保育所、子育て支援課および各支所総務課
●�保育料　市町村民税額を用いて算定します。3歳児～5歳児は
保育料は無償化により0円、給食費（副食代）が必要です。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
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令和4年度市立幼稚園の
利用申し込みについて
　令和4年度において南丹市
立幼稚園の利用を希望される
方は、次のとおりお申し込み
ください。
●�入園対象　市内在住（転入
予定の方も含む）の3歳児
から5歳児（令和4年4月1
日時点年齢）
・�3歳児（平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ）
・�4歳児（平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ）
・�5歳児（平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれ）
●市立幼稚園の概要
　�3～5歳児を募集していま
す。
・�園部幼稚園（園部町小桜町
44）

TEL（0771）68-0083
・八木中央幼稚園
　（八木中央幼児学園短時部）
　（八木町西田河原條42）
TEL（0771）42-5189
※�見学は各園に直接申込みく
ださい。新型コロナウイル
ス感染症対策として、検温
等を実施しています。
●�申請書類　給付認定申請書
兼市立幼稚園申込書
※�利用案内・提出書類は10
月22日（金）から配布しま
す。各受付場所に備え付け
ているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。　
●�受付期間　11月1日（月）～
24日（水）�
※土・日・祝日は除く
●�受付場所　各幼稚園、子育
て支援課および各支所総務
課
※�開園、開庁時間内にお願い
します。
●�保育料　無償。八木中央幼
稚園は、給食費3,500円が
必要です。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

令和4年度「すこやか学
園」の入園申し込み
　令和4年度において幼児の
館「すこやか学園」の入園を希
望される方は、次のとおりお
申し込みください。
●�施設名　幼児の館「すこや
か学園」
※�すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
がふれあい、育ち合うこと
を目的に、2歳児を対象に、
保護者同伴で利用いただく
施設です。
●�所在地　園部町小桜町（園
部幼稚園内）
●定員　20人×2学級
●�入園対象　市内在住の2歳
児とその保護者（転入予定
の方も含む）で、原則1年
間の通園が可能な方。
※�入園対象児の年齢は、令
和4年4月1日時点の年齢で
す。
●�開設日　週2日（月、木曜
日クラスと火、金曜日クラ
ス）
※�クラスは指定できません。
クラス編成は園で行いま
す。
●開設時間　午前の2時間
●使用料　月額2,000円
●提出書類　入園申込書
※�利用案内・入園申込書は
10月22日（金）から配布し
ます。各受付場所に備え付
けているほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。　
●�受付期間　11月1日（月）～
24日（水）　
※土・日・祝日は除く
●�受付場所　園部幼稚園、子
育て支援課および各支所総
務課（開園および開庁時間
内にお願いします）
※�定員を超えて申し込みが
あった場合は、抽選で入園

者を決定します。
＜申込み等事務手続きに関す
る事＞
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
＜すこやか学園の運営に関す
る事＞
問園部幼稚園　
TEL（0771）68-0083

ひとり親家庭いきいきふ
れあい事業の参加者募集
　南丹市在住のひとり親家庭
を対象に、親子のふれあいと
参加者相互の交流を深めるこ
とを目的としてサッカー観戦
に行きます。
●日時　11月3日（水・祝）
　�園部公園駐車場を午後0時
45分出発（午後5時35分頃
帰着予定）
※�各地域により集合時間、帰
着時間が異なります。
●�行先　サンガスタジアム�
ｂｙ�ＫＹＯＣＥＲＡ
●�内容　京都パープルサンガ�
VS�大宮アルディージャ　
午後2時キックオフ
●費用　一人2,000円
●定員　40名（抽選）
●�申込方法　母子寡婦福祉会
会員は、各支部長までお申
込みください。
　�　会員以外の方について
は、子育て支援課および各
支所に備え付けの申込用
紙に記入の上、10月20日
（水）までにお申し込みくだ
さい。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
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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＞
◆月に3冊、読んでみる？（酒井順子）◆世にも奇妙な博物館（丹治俊樹）◆情報を正しく選択するた
めの認知バイアス事典（情報文化研究所）◆「孤独」という生き方（織田淳太郎）◆知られざる古墳ライ
フ（譽田�亜紀子）◆るるぶ国立公園へ行こう◆地図で楽しむ！京都の歴史さんぽ（梅林秀行監修）◆立
花隆最後に語り伝えたいこと（立花隆）◆差別はたいてい悪意のない人がする（キム�ジヘ）◆お天気
キャスターが教えるふしぎなお天気のいろいろ（小林正寿）◆新・海辺を食べる図鑑（向原祥隆写真
と文）◆認知症とともにあたりまえに生きていく（矢吹知之、丹野智文他編著）◆認知症は接し方で
１００％変わる（吉田勝明）◆ブキャナン=スミスの斧本（ピーター・ブキャナン=スミス）◆魔法の
クローゼット（くぼしまりお）◆60からは喜びはかけ算悲しみは割り算（沖幸子）◆これから猫を飼う
人に伝えたい11のこと（仁尾智短歌・文）◆山を買う楽しみ◆はしもとみおの木彫り教室（はしもと
みお）◆おぼえていても、いなくても（蛭子能収）◆ムスコ物語（ヤマザキマリ）◆音読教室（堀井美香）
◆デジタルで変わる子どもたち（バトラー後藤裕子）◆兇人邸の殺人（今村昌弘）◆みとりねこ（有川ひ
ろ）◆絶滅のアンソロジー（王谷晶、河崎秋子他）◆シークレット・エクスプレス（真保裕一）◆万事オー
ライ（植松三十里）◆仲野教授の笑う門には病なし！（仲野徹）◆諦めの価値（森博嗣）
＜児童書＞
◆世界の国が好きになる国旗図鑑（小林知之）◆捨てないパン屋の挑戦（井出留美）◆Dr.ナダレン
ジャーの防災実験教室（納口恭明）◆まぼろしの生きもの（今泉忠明監修）◆はっけん！オオサンショ
ウウオ（関慎太郎写真）◆食べものから学ぶ世界史（平賀緑）◆小学生のためのバレーボールがうまく
なる本（山野辺善一監修）◆ふしぎ文房具店の八雲さん（小川彗）◆かなしきデブ猫ちゃん2マルの秘密
の泉（早見和真）◆くしゃみおじさん（オルガ・カブラル）
＜絵本＞
◆じいちゃん、出発進行！（藤川幸之助）◆ねえ、きいてみて!（ソニア・ソトマイヨール）◆おばけの
まんまる（ひろただいさく、ひろたみどり）◆ふしぎな月（富安陽子）◆ふしぎなヒーローやさん（みや
にしたつや）◆きんたろうようちえん（やぎたみこ）◆てがでかこちゃん（白石一文）◆ようかいむらの
ずんちゃかおんがくかい（たかいよしかず）◆ぼくはほんやさんになる（菊池壮一）◆エリンとまっく
ろ岩のひみつ（ジョー・トッド=スタントン）
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

催し

レディースサッカー体験会参加者募集

　経験不問・未経験者大歓迎！京都府中北部の女子サッカー普及事業の活動拠点として、2022年4
月に南丹市を本拠地とするレディースチームを創設することを目的にアカデミー団員を募集します。
●日時　毎週土曜日　午前９時30分～11時
●場所　京都聖カタリナ高等学校　グランド（雨天中止）
●募集対象　現在小学6年生・中学生・高校生・一般（18歳以上）の女子
●持ち物　ボールが蹴れる靴・動ける服装・飲み物
●申込方法　参加希望日の前々日（木）正午までに電話でお申し込みください。
問特定非営利活動法人シュピーレン京都　クラブ代表　宮宇地
TEL090-8127-8880 シュピーレン京都

公式ホームページ
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「美山かやぶきの里ワン
デーマーチ」開催中止
　11月３日（水・祝）開催予
定の「美山かやぶきの里ワン
デーマーチ」は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防
止のため、中止することを決
定しました。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問�美山かやぶきの里ワンデー
マーチ実行委員会事務局

TEL090-2591-9861　

「美山ふるさと祭」開催
中止のお知らせ
　11月３日（水・祝）開催予
定の「美山ふるさと祭」は新型
コロナ感染症の感染拡大防止
のため、中止することを決定
しました。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問�美山ふるさと祭実行委員会
事務局（平屋振興会）　

TEL（0771）75-5300

「美山育成苑苑まつり」
中止のお知らせ
　10月24日（日）に開催予定
の美山育成苑「第30回苑まつ
り」は新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のため、
中止することを決定いたしま
した。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問美山育成苑
TEL（0771）75-1561

良い睡眠から健康に
「睡眠講座」受講生募集
　質の良い睡眠は、生活習慣
病の予防やこころの健康と深
い関係があります。講座では、
ここちよい眠りの秘訣や、リ
ラクゼーション法を学びま
す。
　この機会に、ご自身やご家
族の健康づくりのために「睡
眠」について正しく理解し、
良質の睡眠を手に入れましょ
う。
＜第１回講座＞
●日時　11月16日（火）
　�午後1時30分～午後3時30
分
●�場所　園部文化会館　大研
修室1・2
●内容
・�ここちよい眠りの秘訣～睡
眠の役割と生活リズム～
・�ストレスの受け止め方と
リラクゼーション実践法
Lesson1
●�講師　明治国際医療大学看
護学部　佐藤裕見子教授
＜第２回講座＞
●日時　11月30日（火）
　�午後1時30分～午後3時30
分
●�場所　園部文化会館　大研
修室1・2
●内容
・�ここちよい眠りの秘訣～生
活習慣改善の実際～
・�快眠のためのリラクゼー
ション実践法Lesson2
●�講師　明治国際医療大学看
護学部　佐藤裕見子教授
＜共通事項＞
●対象　南丹市民
●募集人数　30人（先着順）
●�申込方法　11月2日（火）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※�連続講座のため、繰り合わ
せ2回とも受講してくださ
い。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

世木のこいかつ（恋活）
参加者募集
　2年ぶりに「世木のこいか
つ（恋活）」を実施します。日
吉町郷土資料館のかやぶき古
民家を会場に、田舎の野山の
景観のなかで新たな出会いを
演出します。また、世木の里
の食材を使った弁当（恋活弁
当）を用意します。
●日程　11月23日（火・祝）
●集合場所　
・�女性　午前9時30分　JR
園部駅西口ロータリー
・�男性　午前9時　日吉町郷
土資料館
●�会場　日吉町郷土資料館　
STIHLの森京都（府民の森）
●募集人数等　
・独身男女各15人
・25歳～概ね50歳
・南丹市に関心のある方
●参加費　
・女性3,000円　　
・男性4,000円
●�申込方法　電話またはメー
ルでお申し込みください。

問吉田辰男
TEL090-3356-2928　　�
�sek inoko ika tsu2020@
yahoo.co.jp

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
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生涯学習講座「パンづく
り教室Ⅱ」受講者募集
　気軽においしくつくれる手
ごねパンづくり教室を開講し
ます。今回は「チーズパン」を
つくります。
●日時　10月22日（金）
　午前10時～午後1時
●�場所　八木市民センター料
理実習室（八木支所3階）　
●�講師　竹内由美さん、永
田真由美さん（MAMA’S��
BREAD）
●�受講料　1,000円（材料費
を含む）
●�準備物　エプロン、三角巾、
マスク、手拭きタオル、布
巾2枚、あればスケール
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　10人（先着順）
●�申込方法　10月12日（火）
～19日（火）に住所、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）

飯森よしえと工房の仲間
展
　暮らしを彩る和工芸、自然
素材を生かした手しごとの仲
間が集います。
●�開催日時　10月19日（火）
～11月28日（日）
　午前10時～午後4時30　
　分
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島朴ノ木21）
●�入館料　500円（郷土資料
館共）
＜コンサート＞
　10月30日（土）午後4時よ
り、作品展開催会場で、万葉
衣装によるコンサートを開
催。お茶席（お菓子付き）
※�イベント当日の一般の方の
ご入場は午後2時までとな
ります。
●会費　4,000円
●定員　35人
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777
　（月曜日休館）

めぇめぇマーケット

　めぇめぇマーケットを開催
しています。
　みんなのTERAKOYAおお
いがわ・わざどころPON・
コミュニティスペース気にな
る木JUJU・TOCCO・南丹
やぎの青空市などの拠点にて
イベントを開催中。
●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
の駐車場や本町横町通り、
商店街通り周辺など

問めぇめぇマーケット　廣瀨
TEL090-4290-2084

丹波自然運動公園からお
知らせ
　各種教室・大会を開催して
います。ホームページでご確
認ください。
問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045　
HP「丹波自然運動公園」で検索

第46回南丹市園部町文化祭について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年の園部町文化祭は次の内容で開催します。
＜出演の部＞
　無観客で実施の上、後日CATVで放送する予定です。
＜出展の部＞
　園部文化会館１階ロビー周辺で日程を分散して実施します。ご来館の際はぜひご覧ください。

日程 出展団体（順不同）
10月20日（水）～25日（月） 園部短歌会、淇光句会、歩み会
10月27日（水）～11月9日（火） 園部写友会、撮朗会、丹光会
11月11日（木）～16日（火） うたがき短歌会、嵯峨御流淇水会、自彊術同好会
11月18日（木）～24日（水） 童画サークル、園部町絵手紙サークル、秋霜会
11月26日（金）～12月1日（水） 硯友会、どんぐり
12月3日（金）～12月5日（日） 池坊華月会、池坊清々会
※期間中、月曜・祝日は休館日ですが、月曜日は入館可能です。
※臨時休館により日程が変更となった場合は、12月以降に実施予定です。
問園部町文化協会事務局（園部文化会館内）
TEL（0771）63-5820（月曜・祝日休館）
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