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＜火の用心7つのポイント＞
１�家のまわりに燃えやすいも
のを置かない。
２�寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない。
３�天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない。
４�家庭や事業所では、たき火
をしない。
５�子供には、マッチやライタ
ーで遊ばせない。
６�電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない。
７�ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない。
＜住宅防火　いのちを守る　
―3つの習慣・4つの対策―＞
●3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る。
・�ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。
●4つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置す
る。
・�寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
・�火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器等を設
置する。
・�お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021
FAX（0771）63-0653

春季火災予防運動の実施
について
　火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、火災に対す
る予防意識の啓発を図り火災
発生を防止し、高齢者を中心
とする死者の発生を減少させ
るとともに、財産の損失を防
ぐことを目的に実施します。
●�期間　3月1日（火）～7日
（月）の7日間
●�防火標語　「おうち時間　
家族で点検　火の始末」（令
和3年度全国統一防火標
語）
●重点目標　
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④�乾燥時および強風時の火災
発生予防対策の推進
●主な取組　
①�消防車による防火啓発パレ
ード（6日）
②啓発チラシの配布等
③啓発サイレンの吹鳴
 【園部・八木・日吉】
　3月1日（火）～7日（月）
　午後9時
 【美山】
　�3月1日（火）午前中、15日
（火）午後9時
 【信号符】（共通）
　1分間長符一声
※�火災とお間違いのないよう
によろしくお願いします。

お知らせ

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。

ふるさと納税の返礼品を
募集します
　南丹市にふるさと納税をさ
れた方にお送りする返礼品を
募集します。市内で生産・製
造されているものや、市内で
提供されるサービス・役務が
登録の対象です。興味のある
方はお問い合わせください。
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
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家計急変世帯を対象とした臨時特別給付金のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった
世帯（家計急変世帯）を対象に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給申請を受け付けます。
●支給対象　次の①～④の要件をいずれも満たす世帯
①申請時点で南丹市に住民票がある世帯
②令和3年度住民税非課税世帯以外の世帯
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少した世帯
④世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当となる収入である世帯
※�住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額（令和3年1月から令和4年9月における、
任意の1箇月の月額収入×12倍）が住民税非課税の水準以下であることを指します。
 【対象外となる世帯（例）】
・住民非課税世帯として臨時特別給付金の給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
●支給額　1世帯あたり　100,000円（1世帯1回限り）
●�申請方法　福祉相談課または各支所へ次の書類を提出してください。（郵送可）
①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書
②申請者本人確認書類の写し
③受取口座を確認できる書類の写し
④�「令和3年中の収入の見込額」または「令和3年1月から令和4年9月における任意の1箇月の収入」の
状況を確認できる書類の写し（同一の世帯に属する者全員分）
※収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入（遺族年金等）は含みません。
※申請書は、福祉相談課、各支所、南丹市ホームページから入手できます。
●受付期限　令和4年9月30日（金）　消印有効
問福祉相談課　TEL（0771）68-0023
�

技能修得資金の支給申請
について
　中学校または高等学校を卒
業して、技能修得施設（専門
学校など）へ進学される方を
支援するため、技能修得資金
を支給しています。
●�対象　市内に居住し、経済
的な理由から技能修得が困
難な方
※�施設の要件、所得制限など
があります。詳細はお問い
合わせください。
●申請期間　
・�第1次申請：3月1日（火）�
～3月22日（火）
・�第2次申請：3月23日（水）
～4月19日（火）�
●�その他　申請書は、南丹保
健所福祉課、市役所福祉相
談課および各支所に備え付
けています。

問京都府南丹保健所福祉課

国民年金障害基礎年金の
手続きをご希望の方へ
　障害年金請求の手続きにつ
いて、お電話による予約相談
制を始めました。ご予約いた
だくと、ご都合に合わせて、
お待たせすることなくスムー
ズに相談できます。ご予約い
ただく際には、基礎年金番号
の分かる年金手帳や年金証書
等をご準備ください。
※�初診日に第２号被保険者で
あった方は、障害厚生（共
済）年金の対象です。年金
事務所（加入していた共済
組合）にご相談ください。
※�初診日に第3号保険者であ
った方は、相談・請求の窓
口が年金事務所になりま
す。

問市民課
TEL（0771）68-0011

TEL（0771）62-0363
問福祉相談課
TEL（0771）68-0023
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税務署からのお知らせ

●確定申告と納税はお早めに
　確定申告書は、できるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。

税目 申告期限 納付期限 振替日
所得税及び復興特別所得税 3月15日（火） 3月15日（火） 4月21日（木）
贈与税 3月15日（火） 3月15日（火）
消費税及び地方消費税 3月31日（木） 3月31日（木） 4月26日（火）

　園部税務署申告会場は、2月16日（水）から3月15日（火）（土、日曜および祝日を除く。）まで開設し
ています。
　また、申告相談の受付は午後4時までですが、入場整理券の配付状況により早めに相談受付を終了
する場合がありますのでご注意ください。
　特に、申告期限間近になりますと申告会場は大変混雑しますので、感染防止の観点からも、ぜひ
ご自宅からe-Taxをご利用ください。
●税金のお支払いは「キャッシュレス納付」が便利
　「キャッシュレス納付」は、金融機関や税務署の窓口に行く必要がなく、非対面で国税の納付をす
ることができ、大変便利ですので、積極的にご利用ください。
問園部税務署　
TEL（0771）62-2463

軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに

　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車、バイク、農耕用ト
ラクター、コンバインなど、廃棄処分したものや人に譲ったもので手続きが済んでいないものがあ
る場合は、早急に手続きをしてください。
　なお、軽自動車税（種別割）は路上の走行有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課
税（標識交付）するもので、「車両は置いてあるが乗らないので」といった一時使用中止による廃車手続
き（標識返納）は受け付けできません。また、所有者が死亡されている場合は、名義変更の手続きを
お願いします。ご不明な点は、車種に応じた問い合わせ先へお問い合わせください。
●問合せ先

車種 手続き・問い合わせ先
125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型
特殊自動車（農耕用トラクター、コンバインなど）

市役所税務課
TEL（0771）68-0004

軽二輪（125㏄超～250㏄以下のバイク） 近畿運輸局京都運輸支局
TEL（050）5540-2061二輪の小型自動車（250㏄を超えるバイク）

軽三輪、軽四輪 軽自動車検査協会京都事務所
TEL（050）3816-1844

※�125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の廃車や名義変更の手続きをされる場
合は、ナンバープレート、本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を持参の上、税務課また
は各支所総務課にお越しください。
※農耕用トラクターやコンバインなどの申告漏れがないか、再度ご確認ください。
問税務課　TEL（0771）68-0004
�
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相談会

３月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・3月19日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・3月22日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・3月25日（金）
　午後1時～3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり
・3月28日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
※�日程が変更になる場合があ
りますので、事前に下記ま
でお問い合わせください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

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　3月15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
４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。4月の事業の
申し込み受付は、2月28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
＜親子でヨガを楽しもう＞
●日時　4月13日（水）　　
　�午前10時30分～11時30
分
※�ヨガマットまたはバスタオ
ルをご持参ください。
＜ベビーマッサージ＞
●日時　4月21日（木）　　
　�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　4月27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

すくすくやぎっこ創立20
周年記念コンサート
　すくすくやぎっこは、令和
4年1月に創立20周年を迎え
ました。3月の「みんなおい
でよ！」ではスキップ楽団を
招いて演奏会を開催します。
●日時　3月11日（金）
　午前9時30分開場、
　午前10時開演
●�場所　八木市民センター3
階文化ホール
●�内容　スキップ楽団による
演奏会
●�入場料　大人500円（子ど
もは無料）

問�子育て支援ボランティア
　「すくすくやぎっこ」
TEL090-2389-9965

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（3月）
＜春休み＞
○�3月26日（土）～31日（木）
は、春休みです。
＜各ひろば共通事項＞
○�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、お子さ
んに必要な物をお持ちくだ
さい。
○�要申込の講座は、事前にお
電話ください。
○�予定を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（3
月21日、3月28日～31日
を除く）、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（ジュ
ジュ）」（八木防災センター
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向かい側）
※�毎週月・水・金曜日（3月
21日・28日・30日 を 除
く）の午後3時～6時、同
場所で、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利
用できます。
※�車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（3月29
日を除く）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（3月31
日を除く）の午前10時～午
後3時
●�場所　美山保健福祉セン
ター
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日（3月31
日を除く）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・第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　3月8日（火）
○美山ひろば　3月10日（木）
○八木ひろば　3月16日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　3月24日（木）
●�時間　午前11時～11時30
分
＜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　3月11日（金）
○日吉ひろば　3月15日（火）
●�時間　午前10時15分～正
午　※先着5組
●参加費　300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　3月14日（月）　
　午前10時～11時30分
※先着15名程度
●�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
＜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　3月18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　おおむね産後6カ月
くらいまでの産婦の方
●参加費　700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
しながら話して、気分転換し
ませんか。

●日時　3月19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

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119

催し

第２４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　3月18日（金）
　午後8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

LINE Facebook

Instagram
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「わっかっか！歌 声 喫 
茶」を 開 催 し ま す
　昔懐かしい童謡・唱歌や昭
和の歌を生伴奏で一緒に歌
い、楽しいひと時を過ごしま
せんか？�寒い時期の為、会
場を変更して開催します。
●日時　3月6日（日）　
　午後2時～午後3時30分
●�場所　スプリングスひよし
2階交流サロン　
●�運営協力金　500円（中学
生以下は無料）
●定員　20人（先着順）
●�申込方法　前日までに電話
でお申し込みください。

問わっかっか！
TEL080-9753-9402�

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　3月9日、23日（ 各
水曜日）午後1時30分～3
時
●�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、
サロン
※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

第45回泰友書道展の開
催について
　創立45年を迎える泰友書
道会の会員による掛軸・額・
色紙・屏風などの書道作品を
展示します。
●�日時　３月12日（土）～13
日（日）
　午前10時～午後6時
※�13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

問泰友書道会
TEL（0771）25-6588

氷室の郷「椎茸栽培教室」
参加者を募集します
　あなたも椎茸栽培に挑戦し
てみませんか？椎茸ほだ木に
菌打ちして持ち帰り、ご家庭
で栽培して頂きます。
●日時　3月20日（日）　
　午前10時～正午
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」草木工房前
●�内容　ドリルで穿孔、椎茸
菌打込み他
●参加料金　4,000円
●人数　20名（先着順）
●�持ち物　手袋、帽子、作業
服　
※�参加者には、菌入り原木5
本（定価800円/1本）をお
持ち帰りいただきますの
で、持ち帰るための準備を
してお越しください。工具
は当園で準備いたします。
●�申込方法　3月12日（土）ま
でに、氏名、住所、電話番
号を電話またはFAXでお申
し込みください。

問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128　
FAX（0771）42-4210
　（月曜：休館日）

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　3月7日、21日（ 各
月曜日）午後6時～9時
●場所　体育館
●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　3月2日、9日、16
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　3月9日、16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　3月4日（月例大会）、
11日、18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）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●�日時　3月8日（火）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　3月8日（火）午後6時
～9時
●場所　体育館
●�内容　バスケットボール、
卓球、テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●�日時　3月11日・25日（金）
午後2時～4時
●�場所　体育館（25日は旧宿
泊所会議室）
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
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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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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