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南丹市行政改革大綱に関
する意見募集について
　第3次行政改革大綱が今年
度で計画最終年度を迎えるこ
とから、新たな大綱となる第
4次行政改革大綱（令和4～8
年度）を策定するにあたり広
く市民の皆様からのご意見を
募集します。詳細については、
12月下旬に市のホームペー
ジに掲載しますのでご覧くだ
さい。
問人事課　　
TEL（0771）68-0008　
jinji@city.nantan.lg.jp

国の教育ローン（日本政
策金融公庫）のご案内
　高校、大学等への入学時・在
学中にかかる費用を対象とし
た公的な融資制度です。お子
さま1人につき350万円以内
を、固定金利（年1.65％（令和
3年11月1日現在））で利用で
き、在学期間内は利息のみの
ご返済とすることができます。
問日本政策金融公庫
　教育ローンコールセンター
TEL�0570-008656（ナビダイヤ
ル）または

TEL（03）5321-8656
HP「国の教育ローン」で検索

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、事前に問い合わせ先に
確認いただきますようお願いします。

納期限のお知らせ

＜令和3年12月28日（火）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第4期
分　　　　

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第7期分
問市民課　
TEL（0771）68-0011
・学校給食費12月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
＜令和4年1月4日（火）納期限
＞
・�後期高齢者医療保険料第6
期分　　　　

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第7期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等12月分　
・保育所延長保育料11月分
・一時保育料11月分　
・幼稚園給食費12月分　　
・�幼稚園預かり保育料11月分
・�すこやか学園使用料12月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料12月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・�放課後児童クラブ負担金
12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

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
　赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。
　人の生命を救える大切な献
血です。多くの方のご協力を
お願いします。
●日程　12月23日（木）
　午前10時～11時15分、
　午後0時30分～3時30分　
●場所　国際交流会館
問保健医療課　　
TEL（0771）68-0016
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南丹市内路線バスの年末年始の運行について

路線バス 年末年始の運行体制 期間
南丹市営バス 運休 12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
デマンドバス 運休

※予約について、1月4日（火）の第1便（日
吉地域は4日の全便）をご利用される場合
は、予約締切が12月28日（火）となります。

12月29日（水）～令和4年1月3日（月）

ぐるりんバス 休日（土日祝日）ダイヤで運行 12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
京阪京都交通路
線バス

休日（土日祝日）ダイヤで運行 12月29日（水）～令和4年1月3日（月）

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

償却資産は1月31日までに申告してください

　会社や個人で工場、商店、アパート、駐車場などを経営されている方が所有している事業用資産
（構築物・機械・車両・工具・器具・備品など）は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
南丹市内に償却資産を所有されている方は、資産の多少にかかわらず、令和4年1月1日現在の所有
資産について申告をしてください。
●提出先について
　京都府内25市町村（京都市を除く）の償却資産（固定資産税）の申告や評価に係る事務は、令和3年
度申告分から「京都地方税機構」で行っています。償却資産に関する問い合わせ先や申告書の提出先
は以下のとおりです。
※�申告書の提出先について、郵送で提出される場合は「京都地方税機構業務課償却資産担当」、窓口
に来庁される場合は「京都地方税機構申告センター」になりますのでご注意ください。
＜申告書の提出先（窓口）＞
・京都地方税機構申告センター　〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都府庁西別館4階
市役所本庁税務課または各支所総務課でも申告書の受け取りを行っています。
・南丹市役所税務課資産税係　　〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
・南丹市役所八木支所総務課　　〒629-0198 南丹市八木町八木東久保29番地1
・南丹市役所日吉支所総務課　　〒629-0398 南丹市日吉町保野田市野3番地1
・南丹市役所美山支所総務課　　〒601-0797 南丹市美山町島島台51番地
＜申告書の提出先（郵送）＞
・京都地方税機構事務局�業務課�償却資産担当　〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�� 薮ノ内町　京都府庁旧本館2階
●提出書類について
　申告書用紙などの提出書類は、京都地方税機構または南丹市のホームページからダウンロードし
ていただけます。なお、京都地方税機構から12月上旬に申告書を郵送します。お手元に届かない方、
ダウンロードが難しい方、新規に事業を始められた方などで申告用紙が必要な場合は、京都地方税
機構または南丹市総務部税務課資産税係へご連絡ください。
　電子申告（eLTAX）で申告される場合は、償却資産の所在する市町村に提出となり、インターネッ
トを通じてオフィスやご自宅から簡単に申告ができます。
●申告書提出期限
　令和4年1月31日（月）
※事務処理の都合上、1月12日（水）までの早期申告にご協力ください。
●京都地方税機構について
　「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村（京都市を除く）の税業務を共同して行い、納税者の
利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。
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●業種別の主な償却資産（例示）
業　　種 主�な�償�却�資�産�の�例�示

共 通

受変電設備、太陽光発電設備、看板、ネオンサイン、屋外広告、駐車場設備、
舗装路面、外灯、テナント内部造作、緑化施設、外構工事(フェンス・植栽)、
キャビネット、応接セット、コピー機、パソコン、ルームエアコン、テレビ、
レジスター、机・椅子、プリンター、ＬＡＮ設備等

飲 食 業 カウンター、室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、ステレオ、放送設備、
冷蔵庫、厨房設備、製麺機、日よけ等

理 容 ・ 美 容 業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、理容・美容機器、給湯器、サイン
ポール等

ク リ ー ニ ン グ 業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、ボイラー、スリーブ、ビニール
包装設備等

ホ テ ル ・ 旅 館 業 客室備品(冷蔵庫、ベッド等)、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、
電話交換設備、洗濯設備等

医 療 ・ 薬 局 業
医療機器(ベッド、エックス線装置、調剤機器、心電計、消毒用殺菌器、手術台、
歯科診療用ユニット、光学検査機器、保育器、顕微鏡等)、冷蔵庫、陳列ケー
ス、薬品戸棚、厨房設備、待合室用椅子等

小 売 業 ショーケース、陳列ケース、冷凍ストッカー、日よけ、間仕切り(パーテーショ
ン)、冷蔵庫、照明設備、電子秤、自動販売機等

ガ ソ リ ン 給 油 業 地下タンク、計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、洗車機、
独立キャノピー、検査工具、自動販売機、防壁、消火器、構内舗装等

自 動 車 修 理 業
旋盤、プレス、リフト、チェーンブロック、カーウォッシャー、コンプレッ
サー、溶接機、充電機、オイルクリーナー、グラインダー、ドリル、塗装設
備、各種工具等

金属製品組立加工業 旋盤、プレス、ボール盤、フライス盤、シャーリング、カッター、コンプレッ
サー、溶接機、グラインダー、塗装設備、ベルトコンベア、各種工具等

建 設 業 土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等)、大型特
殊自動車、発電機等

不 動 産 賃 付 業 金属造・コンクリート造の塀、側溝、屋外の電気・ガス・給排水設備、立体
駐車場の機械装置、ターンテーブル等

娯 楽 業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、
スクリーン設備、ボウリング場設備、ゴルフ練習用設備等

農 業
ビニールハウス、家屋に該当しない作業小屋・倉庫・物置、井戸、ポンプ、
永久棚、農業用機械設備(ビニールハウス用電源、発電機、もみすり機等)、
農業用器具、農耕用車両(小型特殊自動車に該当しないもの)、陳列棚等

問京都地方税機構事務局�業務課�償却資産担当　TEL（075）414-4503
問税務課　TEL（0771）68-0004
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事業主の方は給与支払報告書をご提出ください

　所得税の源泉徴収義務がある事業主（給与支払者）は、前年中に給与の支払いをしたすべての従業
員（パート、アルバイト、役員、退職者等を含む）について給与支払報告書（総括表および個人別明細
書）を作成し、その従業員の1月1日現在の住所地の市町村に提出していただく必要があります。
　給与支払報告書は、給与所得者にとって市府民税の申告に代わる重要な資料となりますので、令
和3年中に給与等を支払った方全員について、支払額の多少にかかわらず必ず提出をお願いします。
　なお、給与支払報告書を提出する際に、市府民税の特別徴収（給与天引き）に該当しない従業員が
いる場合は、「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」の提出と、普通徴収とする個人別明細書の摘要欄に該
当する符号（理由）の記入が必要です。様式は南丹市ホームページにも掲載しています。
※普通徴収は京都府統一基準に該当する方のみが対象となります。
●提出期限　令和4年1月31日（月）
●提出先　令和４年1月1日現在における住所地の市町村（退職者については、退職日現在の住所地）
※南丹市の方の分は市役所税務課または各支所総務課
●提出物　①総括表（1事業所につき1枚）、②個人別明細書（1人につき1枚（副本は不要））、
　　　　　③普通徴収切替理由書（対象者がある場合）
●�その他　eLTAX（エルタックス）で提出の場合には上記①～③、光ディスクで提出の場合には上記
②・③の紙での提出は不要です。その場合、普通徴収とする方については個人別明細書の摘要欄
に該当する符号を記入のうえ、必ず「普通徴収」を選択してください。

問税務課　TEL（0771）68-0004

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について

＜障害者控除＞
　毎年の所得税・市府民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、65歳以上
の方で、「寝たきり状態にある高齢者」、「認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場合は障
害者控除（特別障害者控除）の対象となる場合があります。
　控除を受けるには、申請により申告対象年分の「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、申告の
際に提示していただく必要があります。
●対象者　南丹市内在住の65歳以上の方で、次の①～⑤のいずれかに該当する方

区分 認定要件
障がい者 ①身体障がいの程度の等級表(3級～6級)に準ずる障がいがあること

②知的障がいの程度の判定基準(軽度・中度)に準ずる障がいがあること

特別障がい者
③身体障がいの程度の等級表(1級、2級)に準ずる障がいがあること
④知的障がいの程度の判定基準(重度)に準ずる障がいがあること
⑤寝たきりの状態にあること

※�控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、認定調査票により市が判断
します。

※�「障害者控除対象者認定書」は高齢福祉課または各支所の窓口で申請してください。審査の上、後
日郵送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
　大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必
要です。ただし、次の①・②両方に該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」で申告するこ
とができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降の方。
②�介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に「寝たきりの状態」かつ「尿失禁（の
可能性）がある」ことが確認できる記載がある場合。

※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方はかかりつけの医療機関にお問い合わせください。
※�「おむつ使用確認書」は高齢福祉課または各支所の窓口で申請してください。審査の上、後日郵送
にて交付します。

問高齢福祉課　TEL（0771）68-0006
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南丹市小規模企業支援事業補助金について

　市内の小規模企業者の経営安定のため、対象融資制度の利子補給と京都信用保証協会の信用保証
料の助成を行います。
●対象融資制度
番号 融資制度名 限度額
１ ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付制度 2,000万円
２ 京都府の小規模企業おうえん資金（ベース枠・ステップアップ枠） 2,000万円
３ 京都府のあんしん借換資金（セーフティネット枠・緊急枠） 8,000万円
４ ㈱日本政策金融公庫の新規開業資金 4,800万円
５ ㈱日本政策金融公庫の女性・若者／シニア起業家資金 4,800万円
６ ㈱日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援金 4,800万円
７ 京都府の開業・経営承継支援資金 8,000万円

＜対象外の融資制度＞
　特別利子補給制度を受けた融資制度（実質無利子・無保証料）
　・㈱日本政策金融公庫の新型コロナウイルス対策マル経融資
　・京都府の新型コロナウイルス感染症対応資金　など
●�対象者　常時使用する従業員の数が20人（商業またはサービス業を主たる事業とする事業者に
あっては5人）以下の法人または個人で、次の①②③全てを満たす方

①市内に主たる事業所を有する方　
②市税を完納している方
③南丹市商工会の会員
●�利子補給額　平成31年1月1日から令和3年12月31日までに新規に借り入れた対象の各融資の令
和3年1月1日から同年12月31日までに支払った利子額（延滞等に係る利子は除く。）の2分の1以内
で、千円未満切捨てとし、上記の表「1から3」のみの場合、上限5万円とする。

　�　ただし、対象融資制度「1から3」と「4から7」の制度と併せて受ける場合については、上限10万
円とする。（例：1と4など）

　　「4から7」の場合は、上限10万円とする。
●�保証料助成　令和3年1月1日から同年12月31日の間に、新たに借り入れた対象の各融資に対して、
初回に支払った保証料の2分の1以内（千円未満は切り捨て、上限5万円）
●�申請方法　令和4年1月5日（水）から1月21日（金）の間に、南丹市商工会に申請してください。申
請用紙は商工会本所および各支所に備え付けています。
●申請書類
①南丹市小規模企業支援事業補助金交付申請書（様式第1号）
②添付書類
（１）申請者の住民票の写し（法人にあっては登記簿謄本の写し）
（２）市税を完納していることを証する書類
（３）金融機関の発行する支払額明細書
（４）利子および保証料の支払いを証する書類またはその写し
※令和元年度または令和2年度に申請された方は、次の一部書類を省略できます。
（ア）住所、氏名、（名称）に変更がない方は（１）の書類を省略できます。
（イ）�令和2年以前に補助を受けた融資について引き続き利子補給を受けられる方は（３）の書類を省略

できます。
※金融機関が発行する令和3年中の支払利息証明書等は有料です。
問南丹市商工会　TEL（0771）42-5380
問園部支所　TEL（0771）62-0766　
問日吉支所　TEL（0771）72-0224
問美山支所　TEL（0771）75-0021
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市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します
●申込資格　
①�現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。

②�現に市内に住所または勤務
場所があること。

※�他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●�募集する住宅　12月17日
（金）以降に、市役所、各支所
等に掲示するほか、市ホー
ムページに掲載します。
●�募集期間　令和4年1月5日
（水）～1月17日（月）
　（土・日・祝日を除く）
　�午前8時30分～午後5時15
分　
●�申込方法　住宅入居申込書
に、必要書類を添えて提出
してください。

　�　なお、提出方法は持参の
ほか、必要書類を同封の上、
郵送も可能とします。ただ
し募集期間内に営繕課に必
着すること。

※�入居者募集案内書、提出書
類様式は12月17日（金）か
ら各受付場所にて配布する
ほか、市ホームページから
もダウンロードできます。
●�受付場所　営繕課および各
支所総務課

※�各支所総務課での受付は、
持参による申込みの場合に
限ります。
●�入居選考　入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●入居予定　令和4年3月下
　旬
問営繕課　
TEL（0771）68-0062

相談会

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　南丹市では、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。１月の
開催予定は下記のとおりです
ので、お気軽にご利用くださ
い。
●�日程　①令和4年1月11日
（火）、②令和4年1月25日
（火）
●�時間　いずれも午後1時～
4時
●�場所　日程①八木市民セン
ター会議室3、日程②美山
支所1階小会議室
●�定員　6人（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　

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　12月21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）

すくすくやぎっこ「みん
なおいでよ！」
　クリスマス会を開催しま
す。子どもたちもお母さんた
ちも、お友達になって楽しく
遊びましょう。
●�日時　12月16日（木）午前
10時～正午
●�場所　南丹市八木市民セン
ター3階子育て支援ルーム
●�対象　0～3歳までの未就
園児とその保護者
●�持ち物　お茶、手拭きタオ
ル、マスク
●�参加費　500円
問�子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-2389-9965

南丹市公式Instagramを
ご覧ください
　南丹市役所の公式Ｉｎｓｔ
ａｇｒａｍ（インスタグラム）
を開設しています。
　南丹市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。

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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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＞
◆100万回死んだねこ（福井県立図書館編）◆絶滅危惧動作図鑑（藪本晶子）◆思いがけず利他（中島岳
志）◆途上の旅（若菜晃子）◆狩りの思考法（角幡唯介）◆わたしは「セロ弾きのゴーシュ」（中村哲）◆自
学自習の極意（齋藤孝）◆地形散歩のすすめ（新之介）◆医者がすすめるクッキングリハビリ（丸田敦
司、小原由紀他）◆徹底図解手工具とジグで実現する木組みの完全テクニック（杉田豊久）◆こども服
をお繕い（レヴィ奈美）◆かわいいマスクカバー◆FOOD�ANATOMY食の解剖図鑑（ジュリア・ロス
マン）◆その農地、私が買います（高橋久美子）◆日本の馬（近藤誠司編）◆素晴らしきお菓子缶の世界
（中田ぷう）◆ぼく�モグラ�キツネ�馬（チャーリー・マッケジー）◆カスタムできる球体ポップアップ
カード（月本せいじ）◆きのう何食べた～シロさんの簡単レシピ～2（講談社編）◆わくわく！納得！手
話トーク（松岡和美）◆あさひは失敗しない（真下みこと）◆救国ゲーム（結城真一郎）◆雨上がり、君
が映す空はきっと美しい（汐見夏衛）◆オリンピックにふれる（吉田修一）◆ボーダーライト（今野敏）
◆万葉と沙羅（中江有里）◆アスクレピオスの断罪（北里紗月）◆就活ザムライの大誤算（安藤祐介）◆
おまえなんかに会いたくない（乾ルカ）◆凛として弓を引く（碧野圭）
＜児童書＞
◆はじまりはいつ?今につながるくらしと文化�生活�ファストフードは江戸時代から（幸運社編）◆大
統領の大事典（関眞興監修）◆警察のウラガワ（倉科孝靖監修）◆はっけん!オタマジャクシ（関慎太郎
写真）◆はっけん!ニホンアマガエル（関慎太郎写真）◆体育がある（村中李衣）◆ジャノメ（戸森しる
こ）◆めいたんていサムくんとなぞの地図（那須正幹）◆チョコレートタッチ（パトリック・スキーン・
キャトリング）◆おさるのゆめ（いとうひろし）
＜絵本＞
◆ほしのこんぺいとうハンター（くまくら珠美）◆あかいてぶくろ（林木林）◆ほんやねこ（石川えり
こ）◆とうみんホテルグッスリドーゾ（かめおかあきこ）◆ナナフシのからだどうしてながいの？（か
んちくたかこ）◆りすのおふろやさん（たなかしん）◆はらぺこサンタのクリスマス（はらぺこめがね）
◆よあけ（あべ弘士）◆だれがいちばん？がんばれ、ヘルマン！（イヴォンヌ・ヤハテンベルフ）◆こ
ねこのウィンクルとクリスマスツリー（ルース・エインズワース）
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

　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、南丹市を本拠地とするレディースサッ
カーチームを創設することを目的に女子団員を募集します。
●日時　12月19日（日）午前9時30分～11時
●場所　園部・京都聖カタリナ高校グランド
●募集対象
・現在幼児（年長）～小学生女子の部
・中学生女子の部
●定員　各10人
●持ち物　ボールが蹴れる靴・動ける服装・飲み物
●申込方法　12月18日（土）正午までに電話またはメール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　 spielen@ezweb.ne.jp

シュピーレン京都
ホームページ　　
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健康プール教室の参加者
を追加募集します
　南丹市では、生活習慣病を
予防し健康な生活を送ってい
ただくため、「健康プール教
室」を開催しています。この
たび、さらに多くの皆様にご
参加いただくため追加募集を
行います。寒い冬でも暖かい
温水プールでの水中運動によ
り、楽しみながら運動習慣を
身に付けていきましょう。
＜ぼちぼちコース＞
●�対象者　南丹市内在住で、
おおむね65歳～74歳の方
●�時間　午前11時～11時55
分
＜しっかりコース＞
●�対象者　南丹市内在住で、
おおむね20歳～64歳の方
●�時間　午後2時～2時55分
＜共通事項＞
●�開催期間　令和4年1月11
日～3月15日（全10回）
●開催日　毎週火曜日
●�場所　スプリングスひよし
温水プール
●募集人数　各コース若干名
●�内容　水中ウォーキング・
アクアビクスなど

※�週１回の教室です。できる
だけ継続してご参加くださ
い。

※�教室途中でコース変更はで
きません。
●�参加料　プール利用料　
800円／１回　

※�「ＳＳクラブ会員証」の利用
可
●�申込方法　12月22日（水）
までに電話でお申し込みく
ださい。

※�定員に達したら受付終了し
ます。
●注意事項
※�現在、持病のある方は、必
ず主治医の許可を得てお申
込み下さい。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016　

英会話講座の受講生を募
集します（社会人対象）
　社会人対象の英会話講座の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方
●�定員　いずれも10人（先着
順）
●�申込方法　希望教室、住所、
氏名、年齢、携帯電話番号
を電話、FAX、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
＜社会人英会話講座（リフ
レッシュ・入門）＞
　中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●�日時　令和4年1月12日～
3月23日（2月23日を除く）
の毎週水曜日　

　午後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　園部文化会館3階小
研修室�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（初級）＞
　やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●�日時　令和4年1月7日～3
月18日（2月11日を除く）
の毎週金曜日

　午後2時～3時30分
●�内容　ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所　八木市民センター　
　会議室1
�

●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（中級）＞
　日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●�日時　令和4年1月11日～
3月15日の毎週火曜日　午
後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　園部文化会館3階小
研修室　�
●�参加費　9,000円（全10回
分）※初回徴収

問南丹市国際交流協会　
TEL�（0771）63-1840（火～金　
午後0時30分～4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

農×移住オンライン講座
小さい農のはじめかた
　“小さい農”に関心のあるみ
なさんのための、実践してい
る人たちから経験に基づいた
コツやヒントをもらう、5回
連続のオンライン講座です。
自給のための小規模田んぼプ
ロジェクトの創設者や、オー
ガニック農家＆八百屋さん、
南丹市で農体験ができる場の
オーナーさんなど多様なゲス
トがお話します。
●講座③
令和4年1月13日（木）
�「八百屋とオーガニック農家
が語る！」
ゲ�スト　369商店　鈴木�健
太郎さん＆オーガニック農
家さん
●講座④
令和4年2月1日（火）
「南丹で“小さい農”始めまし
た！」
ゲ�スト　南丹市で“小さい農”
を始めた移住者さん
●講座⑤
令和4年3月1日（火）
「南丹の“小さい農”体験ス
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ポット一挙紹介」
ゲ�スト　南丹市で農体験がで
きる場のオーナーさん

※�いずれも20時～21時半開
催。オンライン会議アプリ
Zoomにて開催。

※�講座①および②はすでに終
了しましたが、②に関して
は、期間限定のアーカイブ
配信が利用可能です。詳細
はつむぎホームページをご
確認ください。
●�参加費　1回参加500円ま
たは5回連続参加2,000円
（アーカイブ配信利用を含
む）
●�申込方法　ホームページか
らお申し込みください。

問つむぎ
TEL（0771）74-1327
info@tsumugi-kyoto.net　

初心者のためのスマホ教
室の開催について
　スマホを触ってみたい・興
味があるといった市民の皆さ
ん向けに、実際に操作しなが
ら楽しさや基本的な操作が体
験できるスマホ教室を開催し
ます。
●�日 時　 令 和4年1月19日
（水）
　�午前の部：午前10時～11
時、午後の部：午後1時～
2時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター第１・２会議室
●�講師　ドコモショップ園部
店スマホ教室スタッフ
●�対象者　市内に在住あるい
は在勤の方で、スマホを
もってない方、初心者の方

※�当日スマホ（らくらくス
マートフォン使用）の貸出
を行います

●定員　各回10人（先着順）
●�申込方法　12月17日（金）
～令和4年1月12日（水）の
間に住所、氏名、電話番号
を、電話（午前9時～午後5
時・土日祝日除く）でお申
し込み下さい。

問情報課　
TEL（0771）68-0066

南丹市生涯学習講座「ペ
ン習字講座」
　宛名書きなど色んなシーン
で役立つペンのきれいな書き
方を教わります。
●�日 時　 令 和4年1月19日
（水）午前10時～11時
●�会場　園部文化会館大研修
室
●講師　大坪洋子さん
●対象者　南丹市在住
●定員　15人程度（先着順）
●�参加費　500円（当日集め
ます）
●�申込期間　12月10日（金）
～令和4年1月12日（水）
●�申込方法　令和4年1月12
日（水）までに申込書を提出
してください。

※�申込書は社会教育課、園部
文化会館、八木市民セン
ター、日吉生涯学習セン
ター、美山支所社会教育課
に配架しています。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

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

南丹やぎの青空市

　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・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

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 YouTubeInstagram

ホームページ
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丹波自然運動公園からお
知らせ
＜第12回クロスカントリー
大会＞
●�日 時　 令 和4年2月19日
（土）午前10時30分～午後
1時頃
●�場所　園内敷地及び園内の
クロスカントリーコース
●�内容　園内の起伏に富んだ
コースを走ろう

・�1.5km（小学生男子・女子、
中学生男子・女子、一般男
子・女子）

・�3km（中学生男子・女子、
一般男子・女子）

・ウォーキング（幼児以上）
●�参加費　500円（ウォーキ
ングのみ無料）
●�対象　小学生以上（ウォー
キングは幼児可）
●�申込方法　令和4年1月31
日（月）までに、住所、氏名
（必ずふりがなをご記入く
ださい）、年齢（学年）、性別、
希望種目、電話番号を、は
がき、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
＜年末年始休園日＞
●�日時　12月29日（水）～令
和4年1月3日（月）

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

美山地域情報

除雪作業に伴うお知らせ
とお願い
　今年度も冬期間中に、積雪
が10cm以上になれば、午前
５時から市道の除雪作業を
行っています。より早くス
ムーズに作業を行うため、下
記の点についてご協力をお願
いします。
●�路上に自動車などの駐車や
放置は絶対にしないでくだ
さい

　除雪が進まないばかりか、
大切な車などに損傷を与え支
障をきたすほか、トラブルの
原因になります。
●�農作物、獣害防除施設、石
垣、塀などを点検しておい
てください

　除雪は雪を道路外へ押し出
しますので、農作物や庭先の
石垣、塀などが路面にはみ出
していないか点検をお願いし
ます。かき出した雪のため埋
没することもありますので、
運転手が察知できない部分に
は赤い布など簡単な目印をつ
けておいてください。また、
除雪によって破損の恐れがあ
る獣害防除施設については、
一時的に撤去していただきま
すようお願いします。
●�屋根の雪降ろし後は直ちに
撤去してください

　道路上に、屋根などの雪を
降ろしたまま放置したり、撒
き散らしたりすると、凍結し
て歩行者などが転倒したり、
車両のスリップ事故の原因と
なりますので、直ちに撤去し
てください。
●�路上に覆いかぶさる物件は
あらかじめ撤去しておいて
ください

　道路近くの立ち木や竹を所
有されている方は、事前に点
検していただき、危険な場合
は取り除いていただきますよ

うお願いします。積雪による
倒木などがあった場合は、処
分いたしますのでご了承くだ
さい。
●�依頼事項、その他の連絡に
ついては区長を通じてお願
いします

　除雪車の運転手の方には、
早朝からお世話になり、大変
ご苦労をお掛けしています。
依頼事項や連絡事項について
は個々に対応することはいた
しません。また、運転手の方
にもそのように依頼していま
すので、除雪に伴う依頼事項
については、区長を通じて申
し出ていただきますようお願
いします。
問美山支所総務課
TEL（0771）68-0040

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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Nantan_Free_Wi-Fiステッカー

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
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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）


