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休日窓口を開設します

●日時　3月27日（日）および4月3日（日）
　午前9時～正午
●開設する窓口　本庁窓口のみ
●取扱業務
・�転入・転出・転居などの住民異動届の受付（ただし、マイナン
バーカードでの特例転入・転出手続きはできません。）
・転入・転出・転居に伴う国民健康保険の資格異動届受付
・マイナンバーカードの交付、電子証明書更新（予約制）
・戸籍、住民票、印鑑登録証明書の交付
・印鑑登録の受付
※�他の市町村などに確認が必要なものは、取扱うことができな
い場合や後日来庁いただく場合があります。
※�窓口に来られた方の本人確認を行っていますので、本人確認
書類（マイナンバーカード、運転免許証など）を持参してくだ
さい。
※�マイナンバーカードの交付および電子証明書更新は、窓口開
設日（日曜日）の2開庁日前（木曜日）までに連絡してください。
マイナンバーカードを支所交付で通知済の方も休日窓口（本
庁）で受け取りいただけますので、必ず連絡してください。た
だし、定員に達し次第、予約を締め切らせていただきます。

問市民課　
TEL（0771）68-0005

戦没者遺族相談員のお知らせ

　戦没者遺族の福祉の増進を図るため、厚生労働大臣から委嘱
を受けた相談員が、援護の相談に応じ、助言などを行います。
　このたび、南丹市の相談員として次の方が就任されましたの
でお知らせします。
●相談員　宮田洋二さん（日吉町佐々江大田谷43番地1）
●連絡先　TEL（0771）73-0477
●業務内容　
・戦没者遺族に係る各種年金、給付金などの受給に関する相談
・戦没者遺族の生活上の問題に関する相談
・�戦没者遺族が利用することのできる社会福祉施設などに関す
る相談　
●任期　令和5年9月30日まで
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

お知らせ

文書配布日の変更につい
て
　4月8日（金）の「お知らせな
んたん」などの行政文書配布
日を次のとおり変更します。
●配布日　4月6日（水）
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

八木駅自由通路の全面利
用開始のお知らせ
　八木駅自由通路が完成し、
駅西側からの利用が可能にな
ります。
●利用開始日時　
　3月19日（土）正午より
問都市計画課　
TEL（0771）68-0052

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。
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納期限のお知らせ

＜令和4年3月31日（木）納期
限＞
・国民健康保険税第10期分
・�後期高齢者医療保険料第9
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第10期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等3月分　
・保育所延長保育料2月分
・一時保育料2月分　
・幼稚園給食費3月分　　
・幼稚園預かり保育料2月分
・�すこやか学園使用料3月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料3月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費3月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金3
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。

クレジットカード納付の
終了について
　現在ご利用いただいている
市税等のクレジットカード納
付は、「Yahoo!公金支払い」の
サービス終了に伴い、令和3
年度で終了となります。
　サービス終了後は、便利な
口座振替のご利用をお願いし
ます。
●�注意事項　サービス終了に
あたり、納付受付が令和4
年3月30日で終了となりま
す。令和4年3月31日には
納付受付ができませんので
ご注意ください。
●�対象の税金・料金
・�市府民税（普通徴収）、固定
資産税・都市計画税、軽自
動車税（種別割）、国民健康
保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料

問税務課　
TEL（0771）68-0004
問市民課　
TEL（0771）68-0011
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006　　

「可燃ごみ」への水銀含
有物混入について
　「可燃ごみ」焼却後の灰の成
分測定において水銀の値が高
くなっています。
　「可燃ごみ」への水銀含有物
混入が疑われますので、「可燃
ごみ」へ電池類、蛍光灯およ
び体温計（デジタル除く）など
の水銀含有物を絶対に入れな
いようにしてください。
　おもちゃなどに使用されて
いる電池類は必ず取り外して
ください。
問船井郡衛生管理組合
TEL（0771）42-3425

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

広告掲載欄
掲 載 料　１枠１１，０００円（税込）（１回）
発行部数　１２，１００部
発行回数　月２回発行
秘書広報課
（０７７１）６８－００６５ くわしくは、こちら
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狂犬病集合予防注射について

　犬の所有者は、室内犬・室外犬に関わらず、毎年4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせる
ことが法律で定められています。市内において狂犬病予防注射の巡回を実施しますので、最寄りの
会場にお越しください。また、犬の登録がお済みでない方は会場でも登録いただけます。
●費用（手数料）※令和4年度から金額を変更しております。ご注意ください。
・予防注射のみ：1頭につき3,300円
・犬の登録と予防注射：1頭につき6,300円
●持ち物
・手数料、狂犬病予防注射問診票、愛犬手帳
・スムーズに注射ができるよう、問診票は事前にご記入ください。
・手数料は釣り銭の要らないようにご準備ください。
●新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。
・来場の際はマスクをご着用ください。
・咳や発熱等の症状がある場合は、来場をお控えください。
・密にならないよう、一定の間隔を空けて待機ください。
●注意事項
・天候に関わらず実施します。（大雨など警報発令時は中止します）
・対象となるのは生後91日以上の犬です。
・犬の体調が悪い場合は、必ず注射前に獣医師に申し出てください。
・�犬が興奮して他の方に迷惑が掛かる事があります。首輪・鎖は安全で確実なものをし、犬をしっ
かりと保定できる方が連れて来てください。不安のある方は必ず獣医師に申し出てください。
・狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。
・交付された注射済票や鑑札は、飼い犬の首輪等に装着してください。
・領収書は、再発行できませんので、大切に保管してください。

狂犬病予防注射問診票（令和4年　　　月　　　日）
　　※必ず記入して、持参ください。（市ホームページからも印刷できます）

住　　所 南丹市

（フリガナ）
飼�い�主

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 電話番号

犬の名前 犬の鑑札番号 第　　　　　　　号
（「鑑札」と書かれた金属板）

犬の種類 犬の生年月日 �����年�����月�����日

犬の性別 オス　・　メス 犬の毛色 白・黒・茶・（�����　������）

犬
の
様
子

犬の体調は良好ですか は　い�・�いいえ
犬の便の状態は良好ですか は　い�・�いいえ
メスの場合、妊娠中や授乳期中ですか いいえ�・�は　い
今まで狂犬病予防注射で体調が悪くなったことはありますか いいえ�・�は　い
1年以内にけいれんの様な発作などがありましたか いいえ�・�は　い

その他、事前に獣医師に相談したいことがあれば書いてください。
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●巡回日時・場所
＜園部地域＞

日時 会場

4月6日（水）

午前9時30分～9時35分 仁江公民館前
午前9時40分～9時50分 天引公民館前
午前9時55分～10時10分 大河内公民館前
午前10時15分～10時20分 南八田公民館前
午前10時25分～10時40分 埴生公民館前
午前10時45分～10時50分 南大谷公民館前
午前10時55分～11時 若森公民館前
午前11時５分～11時20分 殿谷公民館前
午前11時30分～11時45分 園部公園・国際交流会館駐車場
午後1時～1時10分 横田公民館前
午後1時15分～1時25分 黒田公民館前
午後1時30分～1時35分 船阪公民館前
午後1時40分～1時50分 宍人公民館前
午後1時55分～2時 半田公民館前
午後2時5分～2時15分 下口人会議所前
午後2時20分～2時25分 下口司クラブ前
午後2時35分～2時50分 小山西町教育集会所前
午後2時55分～3時10分 小山東町公民館前
午後3時15分～3時25分 栄町公民館前

4月7日（木）

午前9時20分～9時30分 上木崎町公民館前
午前9時35分～9時45分 内林町公民館前
午前9時50分～9時55分 瓜生野公民館前
午前10時～10時5分 松尾バス停留所（船岡）
午前10時10分～10時15分 高屋公民館前
午前10時20分～10時30分 佐切公民館前
午前10時35分～10時45分 旧越方バス停留所
午前11時～11時10分 木崎町児童老人会館前
午前11時15分～11時30分 園部文化会館前（アスエルそのべ前）

＜八木地域＞
日時 会場

4月13日（水）

午前9時15分～9時25分 南広瀬区公民館前
午前9時30分～9時35分 大薮区会議所前
午前9時40分～9時50分 八木嶋区集荷場前
午前10時～10時5分 鳥羽区公民館前
午前10時10分～10時15分 木原区会議所前
午前10時30分～10時40分 船枝区公民館前
午前10時45分～10時55分 北地区自治振興会館前
午前11時～11時15分 諸畑区公民館前
午前11時20分～11時30分 池上区公民館前
午後0時55分～1時20分 本郷コミュニティーセンター前
午後1時25分～1時30分 東所団地前
午後1時35分～1時40分 本町6丁目公園前
午後1時45分～1時55分 八木防災センター前
午後2時～2時10分 本町1丁目西原氏宅裏空き地
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＜八木地域＞
日時 会場

4月14日（木）

午前10時25分～10時40分 西田区公民館前
午前10時45分～10時50分 屋賀区遊園地前
午前10時55分～11時 東部文化センター前
午前11時5分～11時10分 青戸区集荷場前
午前11時15分～11時25分 刑部区公民館前
午前11時30分～11時40分 北広瀬区公民館前
午後1時15分～1時20分 神吉下区公民館前
午後1時25分～1時30分 神吉和田区公民館前
午後1時35分～1時45分 神吉上区公民館前
午後1時55分～2時10分 氷所区集荷場前
午後2時15分～2時25分 日置区公民館前
午後2時40分～2時45分 市役所八木支所北側駐車場

＜美山地域＞
日時 会場

4月18日（月）

午前9時50分～9時55分 芦生集落センター前
午前10時5分～10時20分 田歌集落センター前
午前10時25分～10時30分 江和公民館前
午前10時45分～10時50分 知見公民館前
午前11時～11時10分 知井会館前
午前11時15分～11時20分 北バス停留所
午前11時25分～11時30分 内久保バス停留所
午前11時35分～11時45分 大内バス停留所
午前11時55分～正午 野添公民館前
午後1時10分～1時20分 美山保健福祉センター前
午後1時25分～1時30分 上平屋バス停留所
午後1時35分～1時45分 下平屋バス停留所
午後1時55分～2時5分 原営農改善センター前
午後2時10分～2時15分 板橋作業所前
午後2時20分～2時30分 宮脇公民館前

4月19日（火）

午前9時45分～9時55分 長谷公民館前
午前10時～10時15分 宮島駐在所横駐車場
午前10時20分～10時25分 静原公民館前
午前10時40分～10時45分 横谷バス停留所
午前10時50分～11時 林防火水槽横
午前11時5分～11時10分 鶴ヶ岡バス停留所
午前11時15分～11時25分 神谷口バス停留所
午前11時35分～11時40分 栃原バス停留所
午前11時45分～11時55分 今宮バス停留所
午後1時15分～1時20分 向山くらしのセンター前
午後1時25分～1時35分 小渕公民館前
午後1時40分～1時50分 岩江戸担い手センター前
午後1時55分～2時 川谷公民館前
午後2時5分～2時20分 大野公民館前
午後2時25分～2時30分 上大野バス停留所
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＜日吉地域＞
日時 会場

4月20日（水）

午前10時～10時10分 上佐々江バス停留所
午前10時15分～10時25分 北谷口バス停留所
午前10時35分～10時45分 松尾谷橋付近
午前10時50分～10時55分 田原バス停留所
午前11時～11時5分 新シバス停留所
午前11時10分～11時20分 天理教前（片野）
午前11時35分～11時50分 志和賀区会議所前
午後1時20分～1時35分 下稗生バス停留所
午後1時40分～1時45分 猪谷橋付近
午後1時55分～2時5分 殿田駐在所前
午後2時10分～2時15分 日吉駅前広場
午後2時20分～2時30分 下保野田集落農事集会所前
午後2時35分～2時45分 塩貝商店前

4月21日（木）

午前10時～10時10分 畑郷消防詰所前
午前10時20分～10時35分 新町会議所前
午前10時40分～10時50分 日吉平集会所前
午前10時55分～11時25分 田鶴氏宅前
午前11時30分～11時35分 広野区民館前
午前11時40分～11時50分 上胡麻区会議所前
午後0時55分～1時25分 胡麻基幹集落センター前
午後1時30分～1時35分 中村バス停留所
午後1時40分～1時50分 東胡麻区会議所前
午後2時～2時5分 日吉はーとぴあ前

問環境課　
TEL（0771）68-0085

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＞
◆僕とアリスの夏物語（谷口忠大）◆米澤屋書店（米澤穂信）◆中村天風（松本幸夫）◆JK、インドで常
識ぶっ壊される（熊谷はるか）◆これ一冊でわかる！障害年金のしくみと手続き（吉野千賀監修）◆イ
クメンの罠（榎本博明）◆人と数学のあいだ（加藤文元、岩井圭也他）◆芦生原生林を歩きつくす（福
本繁）◆帯で作る大人のバッグ◆ジビエレシピ（ブルーノ・ドゥーセ）◆いつか家族でやりたい９９
の楽しいことリスト（むぴー）◆農的暮らしをはじめる本（榊田みどり）◆知識ゼロからの有機・無農
薬の家庭菜園（本多勝治）◆ディズニーキャストざわざわ日記（笠原一郎）◆老後とピアノ（稲垣えみ
子）◆イントゥ・ザ・プラネット（ジル・ハイナース）◆日本語の大疑問（国立国語研究所編）◆人類の
午後（堀田季何）◆ボタニカ（朝井まかて）◆雨の日には車をみがいて（五木寛之）◆水を光に変えた男
（荻野進介）◆ほんのこども（町屋良平）◆パラソルでパラシュート（一穂ミチ）◆連鎖犯（生馬直樹）◆
Schoolgirl（九段理江）◆鑑定人氏家京太郎（中山七里）◆100歳まで生きてどうするんですか？（末井
昭）◆日本人の宿題（半藤一利）◆介護のうしろから「がん」が来た！（篠田節子）◆アウシュヴィッツの
小さな姉妹（タチアナ・ブッチ、アンドラ・ブッチ）
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＜児童書＞
◆生きのびるための「失敗」入門（雨宮処凛）◆女王さまのワードローブ（ジュリア・ゴールディング）
◆みんなで平等をつくる（シャノン・ウェバー）◆こども気候変動アクション３０（高橋真樹）◆すが
たをかえるたべものしゃしんえほん17酢ができるまで（宮崎祥子構成・文）◆クレヨンで描いたおい
しい魚図鑑（加藤休ミ）◆あしたへの翼（中島信子）◆君色パレット（戸森しるこ、ひこ・田中他）◆お
てがみほしいぞ（こうまるみづほ）◆この空のずっとずっと向こう（鳴海風）
＜絵本＞
◆スーツケース（クリス・ネイラー・バレステロス）◆ぼく（谷川俊太郎）◆いいな「じぶん」！（くすの
きしげのり）◆５たろうとおにがしま（さわだひさな）◆やぁだ！（マルリョケ・ヘンリヒス）◆クロ
べぇ（ふくだいわお）◆てがみのえほん（堀内誠一）◆バスザウルス（五十嵐大介）◆ヤマネコとアザラ
シちょうさだん（五十嵐美和子）◆北極点（関屋敏隆文・型染版画）
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

「手話教室・入門講座」の受講者を募集します

●日程　4月9日～７月30日　毎回土曜日　全15回　（予備日8月6日）
※5月7日、6月25日は休み
●時間　午前10時～正午
●場所　園部文化会館
●対象者　市内在住、通勤・通学の満15才以上で手話を初めて学ぶ方
※保育はありません。
●定員�15人
●申込方法　4月1日（金）までに、電話もしくはFAXでお申し込みください。
問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
FAX（0771）68-1166
問ふない聴覚言語障害センター　
TEL（0771）63-6447
FAX（0771）63-6448

京都丹波就農サポート講座の受講生を募集します

　令和4年度の受講生を募集します。
●日時　5月～11月までの平日午後開催（全6回）
●場所　京都府園部総合庁舎など
●対象　将来中核的農業者を目指す方（おおむね50歳未満）または障がい者就労支援施設の支援員
●内容　土壌肥料、病害虫、野菜、豆類、鳥獣害対策などについて学びます。
●定員　20人（書類選考の上、5月上旬に受講決定通知を送付します）
●�申込方法　4月20日（水）までに申込用紙に必要事項を記入の上、郵送、持参、ＦＡＸ、電子メー
ルのいずれかでお申し込みください。

問京都府南丹農業改良普及センター
TEL（0771）62-0665　
FAX（0771）63-1864

nanshin-no-nantan-nokai@pref.kyoto.lg.jp
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「こどもあとりえ」春休
み無料体験のお知らせ
●日時　3月26日（土）
　午後2時～5時
●�場所　虹の湖交流センター
（美山町大野）　
●定員　10人（小学生のみ）
●�内容　フィンガーペイン
ティング
●�申込方法　前日までに電話
でお申し込みください。

問筒井直子
TEL090-8381-0705

「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　4月3日（日）　
　午後2時～3時30分
●�場所　スプリングスひよし
2階交流サロン
●定員　先着20人
●運営協力金　500円�
※中学生以下は無料
問わっかっか！
TEL080-9753-9402 

福井さとこ　絵本と版画
展
　絵本作家の福井さとこさん
が、スロバキアの暮らしの中
で感じた経験から創作した童
話「カティとつくりかけの家」
の原画も展示します。
●�日時　4月1日（金）～6月5
日（日）※月曜日休館
　午前10時～午後4時30分
　�（入館料：500円　郷土資
料館共）
●�場所　美山かやぶき美術館
問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777
HP h t t p : / /www .m i yama -

kayabuki.org

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。
　3月1日より「もみほぐし
コーナー」を新設しました。
●�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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜テニス大会＞
●日時　4月13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　※先着順
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　3月13日午前9
時より受付スタート。参加
者の住所、氏名、年齢、電
話番号、所属をご記入の上、
はがき、ＦＡＸ、Ｅメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。

＜テニス教室　昼の部＞
●�日時　4月20日～6月15日
の全8回※5/4を除く（毎週
水曜日）
　午後1時30分～3時30分　
●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
歓迎です！
●参加費　5,000円
●定員　50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。

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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京都府社寺等文化資料保全補助金について

　貴重な文化資料を後世に残すため、緊急に保全が必要でかつ保全に要する経費の負担が困難な所
有者に対し、府から補助金を交付します。
●補助額　いずれも事業費の2分の1以内としそれぞれに定める限度額を上限とします。
●事業種別・補助限度額　個人所有物件や既に事業の着手および完了したものは対象外
＜１. 文化資料保存施設および設備の整備事業＞

事業種別 限度額 摘要
収蔵庫の設置 150万円 価値の高い美術工芸品を保存する収蔵庫の新設
防災防犯設備の整備または
保存施設の修理 100万円 既存の収蔵庫、土蔵などの修理ならびに防災・防犯設

備の設置、修理など
＜２. 文化資料の補修事業＞

事業種別 限度額 摘要
美術工芸品の補修 80万円 学術・芸術上価値が高いと認められる文化財の補修
建造物の修理（明治時代以
前の建造物） 200万円 価値が高いと認められる建造物の修理で建立当時の工

法、仕様、材料などについて現状維持できるもの
＜３. 民俗文化資料の保全事業＞

事業種別 限度額 摘要
有形民俗文化財保全 100万円 住民生活の推移を知る上で貴重な資料となるもの

無形の民俗文化資料の保全 30万円 地域の住民生活の中で伝承されている民俗芸能、伝統
行事で価値があると認められるもの

無形民俗文化資料の映像な
どの記録整備 100万円 文書、写真、映像などの記録を作成しその芸能行事の

所作や工芸技術の工程などを忠実に記録するもの
＜４. 遺跡・名勝・天然記念物の保全事業およびその他の事業＞

事業種別 限度額 摘要
天然記念物の保全等 20万円 市町村が指定もしくは登録したものに限る
その他 20万円 上記1～4以外のもの
＜共通事項＞
●�申込方法　令和4年度に補助金の活用を検討されている場合は3月25日（金）までに事業計画書と添
付書類一式を社会教育課へ提出してください。
※様式は、京都府ホームページの申請書ダウンロードサイトから入手してください。
※�令和5年度以降に補助事業の活用をお考えの場合は下記までご相談ください。
提出・問社会教育課　TEL（0771）68-0057
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