
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４６号（２の１）平成１９年１２月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年南丹市消防団出初式開催年南丹市消防団出初式開催年南丹市消防団出初式開催年南丹市消防団出初式開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成２０年南丹市消防団出初式を、下記のとおり開催します。 

●日  時 平成２０年１月６日（日）午前９時～ 

●場  所 スプリングスひよし 体育館（一斉放水は体育館裏芝生広場付近） 

●主  催 南丹市・南丹市消防団  ※雨天の場合でも会場の変更はありません。 

 

◇問合せ先 総務課 消防防災係 TEL ６８－０００２ 

手洗手洗手洗手洗いいいい・・・・加熱加熱加熱加熱・・・・消毒消毒消毒消毒でででで、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒をををを防止防止防止防止しようしようしようしよう    

 

食中毒（ノロウイルス）による感染性胃腸炎が流行しています。ノロウイルスの

防止には次のことに留意してください。 

①日常的に手洗いを習慣付けることが重要です。特に外出後、排泄後、調理や食

事の前には、必ず手洗いをしましょう。 

②食材（特にカキ、アサリ、シジミ、ハマグリなどの二枚貝）は中心部まで十分

加熱するようにしましょう（８５℃以上で1分間以上）。 

 手洗いの励行、食器やふきん、まな板、包丁などの調理器具は消毒などにより清

潔を保ち、家庭から食中毒をなくしましょう。  

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL ６８－００１５ 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

下記のとおり南丹市臨時職員（児童館指導員）を募集します。 

●募集内容 児童館指導員 １人 （八木東部児童館勤務）※教員免許を有すること。 

●賃  金 日額 ４，８００円 

●勤務時間 毎週月曜日～金曜日の午前１０時～午後５時 

●申込受付 １２月１７日（月）～２５日（火）※ただし、土・日・祝日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 (１)臨時職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課にあります） 

(２)履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

(３)資格を証明する書類（写し） 

      ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●採 用 日 面接により合格者を決定し、平成２０年１月上旬から平成２０年３月

３１日まで任用します。（面接日は受付期間終了後に別途連絡します） 

詳しいことは、下記へお問い合わせください。 

 

 ◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL ６８－０００８ FAX ６３－０６５３ 

Eメール jinji@city.nantan.kyoto.jp 

 

南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童クラブクラブクラブクラブ平成平成平成平成２０２０２０２０年度入部申年度入部申年度入部申年度入部申しししし込込込込みみみみ    

    

    南丹市放課後児童クラブの平成２０年度入部申し込みを下記のとおり受け付けます。 

●放課後児童クラブに入部できる基準 

    放課後児童クラブとは、保護者が共働きなどにより昼間家庭にいない小学校低学

年の児童を主な対象として、放課後や長期休暇などに家庭に代わって生活する場です。 

 放課後児童クラブへ入所できるのは、原則南丹市内の小学校第１学年から第３学

年に在学していて、家庭において保護を受けられない児童に限ります。 

＜南丹市放課後児童クラブの概要＞ 

児童クラブ名 開設場所 定 員 

園部たんぽぽ放課後児童クラブ 園部小学校内 ３５人 

園部こすもす放課後児童クラブ 園部第二小学校内 ３５人 

八木放課後児童クラブ 八木東教育集会所 ２０人 

胡麻放課後児童クラブ 胡麻こども館 ２５人 

殿田放課後児童クラブ 殿田小学校内 ２５人 

美山放課後児童クラブ 宮島小学校内 ２５人 

●入部申込方法 

（１）受付期間 平成１９年１２月１７日（月）～平成２０年１月１１日（金） 

※ただし、土・日・祝日および年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く 

（２）受付時間 午前８時３０分～午後５時 

（３）受付場所 社会教育課本庁または社会教育課各地域担当 

 ※募集要項『入部のしおり』・申込用紙などは各受付場所にあります。詳しくは、

募集要項でご確認ください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL ６８－００５７ 

高齢者高齢者高齢者高齢者ドライバードライバードライバードライバーのののの交通死亡事故激増交通死亡事故激増交通死亡事故激増交通死亡事故激増！！！！    

 

 南丹警察署管内では、１１月末に２件の高齢者ドライバーによる交通死亡事故が

発生し、２人の方が尊い命を落とされました。師走に入り、ますます慌ただしくなる

時期です。車を運転される際は、無理せず、ゆとりを持って安全運転をお願いします。 

＜安全運転の心得＞ 

１、自動車に乗れば、運転者はもちろんのこと、同乗者にも必ずシートベルトを着

用させましょう。 

２、通り慣れた道でも、交差点では、一時停止や信号を守り、周りの安全を確かめ

て通行しましょう。 

３、体調の悪い時は運転を控えるなど、車と体の点検は常に怠らないようにしましょう。 

４、年齢とともに、視力や聴力が低下しています。自分自身の心身機能の変化を良

く知り、無理のない慎重な運転を心掛けましょう。 

 

 ◇問合せ先 南丹警察署 交通課 TEL（0771）６２－０１１０ 

平成平成平成平成１９１９１９１９年工業統計調査年工業統計調査年工業統計調査年工業統計調査のののの実施実施実施実施にににに係係係係るごるごるごるご協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いいいい    

 

平成１９年工業統計調査を、１２月３１日現在で製造事業所を対象に実施します。 

１２月下旬から来年１月にかけて「調査員証」を携行した調査員がお伺いします

ので、ご協力をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容については、

統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入をお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課 行政係 TEL ６８－０００２ 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書農業委員会委員選挙人名簿登載申請書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 

 農業委員会委員選挙人名簿は、毎年１月１日現在の状況に基づく、農業委員の選

挙権を有する方の申請によって調製されます。従って、申請書の提出がない場合は、

たとえ実態として選挙権があっても選挙人名簿に登載されないことがあり、投票や

リコールの請求もできません。申請書用紙は、南丹市の広報物と一緒に区長さんを

通じて配布しますので、記入の上、来年１月１０日（木）までに区長さんを通じて

ご提出いただきますようお願いします。 

●農業委員の選挙権を有する方 ※①～③、または①②④に該当する方です。 

① 平成２０年１月１日現在で、南丹市内に住所を有する方 

② 平成２０年３月３１日現在で、満２０歳以上の方 

③ 農業経営者で、１０アール（１反）以上の農地を耕作している方 

④ ③と同居の家族の方で、年間６０日以上農業に従事している方 

   

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局 TEL ６８－０００２ 

       農業委員会事務局   TEL ６８－００６７ 

総合相談総合相談総合相談総合相談センターセンターセンターセンター「「「「みちしるべみちしるべみちしるべみちしるべ」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 司法書士による無料法律相談を行っています。相談を希望される方は、相談日の

前の水曜日までに、下記までご予約ください。 

地区 場 所 日 時 

丹波 「道の駅丹波マーケス」コミュニティホール 毎週土曜日／午後１時～４時 

日吉 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」会議室 毎週日曜日／午後１時～４時 

瑞穂 総合保健福祉センター 会議室 毎週土曜日／午後１時～４時 

 

 ◇予約・問合せ先 京都司法書士会事務局 TEL (075)２５５－２５６６ 

 
八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ学園学園学園学園    平成平成平成平成２０２０２０２０年度入学生年度入学生年度入学生年度入学生・・・・受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

 ＮＨＫ学園では、広域通信制高等学校、福祉通信教育、および生涯学習通信講座

の学生・受講者を募集しています。詳しくは、案内書・願書（無料）をご請求ください。 

●高等学校 普通科（ＮＨＫの放送を利用して３年で高校卒業資格取得） 

  募集期間：平成２０年２月１日（金）～４月２０日（日） 

●専攻科 社会福祉コース（介護福祉士受験資格取得・２年制） 

  一次募集：平成１９年１２月２０日（木）～平成２０年１月２１日（月） 

  二次募集：平成２０年２月２０日（水）～３月１７日（月） 

●社会福祉士養成課程（社会福祉士受験資格取得・２年制） 

一次募集：平成１９年１２月１日（土）～平成２０年１月２３日（水） 

二次募集：平成２０年２月１日（金）～３月５日（水） 

●生涯学習通信講座（趣味から資格まで全２００コース以上・講座により３ヵ月～１年） 

 募集期間：通年申込受付 

 

 ◇問合せ先 ＮＨＫ学園 TEL（042）５７２－３１５１ 

       案内書請求フリーダイヤル ０１２０－０６－８８８１ 

 

口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館ででででニューニューニューニュースポーツスポーツスポーツスポーツをををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！    

 

口丹波勤労者福祉会館で、午後のひと時をいろいろなニュースポーツで楽しみな

がら、健康な体づくりをしましょう！  

●事 業 名 シニア体力アップステーション 

●開催日時 毎週金曜日 午後１時３０分～４時３０分 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館（八木町西田金井畠9） 

●内  容 ディスクゲッターやフロアカーリングなどのニュースポーツ 

●参加対象 シニア（一般府民も歓迎）  ●参加料 １回３００円 

●申込受付 事前申し込みは不要です。直接ご来館ください。 

 

◇問合せ先 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 

「「「「やぎのやぎのやぎのやぎの湯湯湯湯」」」」からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

八木スポーツ･フォア･オールでは、１２月２２日（土）は冬至の日にちなんで、ゆず

風呂を実施します。血液の循環を良くし、新陳代謝を促し、疲労回復に効果があります。

この日にゆず湯に入れば風邪を引かないと言われます。お誘い合わせてお越しください。 

●利用時間 午後３時～９時  ●入浴料 ３００円  ●場所 八木町西田柳原15－1 

 

◇問合せ先 八木スポーツ・フォア・オール TEL（0771）４２－５３６６ 

第第第第１１１１６６６６回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会回新春席書大会のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

新しい年を迎え、すがすがしい気持ちで書き初めにチャレンジしてみませんか。 

文化協会の書道の先生や会員が親切にアドバイスをします。ご家族での参加や団

体（子ども会など）での参加も大歓迎です。準備の都合上、できるだけ１２月２５

日（火）までにお申し込みください。（当日参加の受け付けもします） 

●日  時 平成２０年１月５日（土）午前１０時～正午（受付は９時３０分～） 

●場  所 南丹市園部公民館 ３階 （園部町上本町南2－22） 

●参加対象 小学生以上（テーマは当日発表します） ●参加費 無料 

●持 ち 物 自分の使用する筆・文鎮（用紙、墨汁、硯については主催者で準備） 

●主  催 園部町文化協会  

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（社会教育課 社会教育係） 

TEL ６８－００５７  FAX ６３－２８５０ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜クリスマス用ケーキ作り体験＞ 

今年のクリスマスケーキは、一味違った手作りケーキを作ってみませんか！ 

●日  時 １２月２２日（土）午前１０時３０分～午後２時頃 

●場  所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 農食館 パン工房 

●内  容 スポンジを焼いて、生クリームケーキを作ります。 

●参 加 費 ２，０００円  ●持ち物 エプロン、三角巾 

●人  数 先着１０人（定員になり次第締め切ります） 

＜氷室特製 お正月用白味噌･年間用赤味噌加工販売しています＞ 

地元で収穫した米で麹（こうじ）を作り、地元で採れた大豆と塩を混ぜ合わせて

仕込んだ、本当に安心して食べていただける、大好評の味噌です。 

＜氷室の郷 年末･年始のお知らせ＞ 

●朝採り野菜市…今年の終い市は、１２月２２日（土）とさせていただきます。   

なお、初市は、１月５日（土）から実施します。 

●レストラン「氷室」…今年の最終営業は、１２月２７日（木）までとさせていた

だきます。なお、年始は、１月５日（土）から営業します。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」※月曜定休日 

TEL（0771）４３－１１２８ FAX（0771）４３－２１０９ 

京都高等技術専門学校京都高等技術専門学校京都高等技術専門学校京都高等技術専門学校のののの平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月入校生募集月入校生募集月入校生募集月入校生募集    

 

 京都府立京都高等技術専門学校では、高校などを卒業する方や再就職を目指す若

年者などの方に専門技術を身に付けていただく機会を提供します。 

募集訓練科（定員） 応募資格 募集・選考日程等 

システム設計科（２０人）※1  

メカトロニクス科（２０人） 

デザインワーク科（２０人） 

機械加工システム科（１５人） 

高卒以上 

自動車整備科（３０人） 

あぱれる科（３０人） 

建築科（２０人） 

建築設計・インテリア科（２０人）※2 

高卒程度 

ＯＡビジネス科１年コース（５人） 高卒以上 

ＯＡビジネス科６か月コース（５人） １８歳以上 

システム設計科（※1枠内５人） １８歳以上 

身
体
障
害
者
 

対
象
コ
ー
ス
 

建築設計・インテリア科（※2枠内２人） 高卒程度 

●募集期間 

平成２０年 

１月１７日（木）まで 

●学科（・実技） 

１月２４日（木） 

●面接 

２月５日（火） 

※ＯＡビジネス科の面接

は１月２５日（金） 

●合格発表 

２月１５日（金） 

詳しくは、ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/kyokgs/）をご覧になるか、

下記にお問い合わせの上、募集要項を請求してください。 

 

 ◇問合せ先 京都府立京都高等技術専門校（京都市伏見区竹田流池町121-3） 

        TEL（075）６４２－４４５１ FAX（075）６４２－４４５２ 

「「「「１１１１万人万人万人万人ののののグリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」にごにごにごにご参加参加参加参加をををを！！！！    

 

環境に優しい買い物を呼びかける「１万人のグリーン購入キャンペーン」を実施

しています。環境に配慮した商品やサービスを買う人が増えると、メーカーや販売

店は消費者のニーズに応えるべく、さらに環境に配慮した商品を開発し、流通させ

ます。環境に配慮したグリーンな市場が広がれば、深刻化する環境問題に歯止めを

かけ、貴重な自然や資源を次の世代に引き継いでいくことにつながります。 

毎日の買い物でしている選択は、地球の未来を選択することにつながっています。

京都からグリーンな市場をつくりだしていきましょう！ 

●参加方法 平成２０年１月２０日（日）までに、『環境にやさしい買い物宣言』を

してください。住所、氏名、電話番号を記入の上、ＥメールかＦＡＸで下

記へ送付してください。（宣言を送ってくださった方の中から抽選でエコ

商品をプレゼントします）詳しくは、京都グリーン購入ネットワークのホ

ームページ（http://www.k-gpn.org/ichimannin/）をご参照ください。 

●宣言内容 ・できるだけ、地場産の野菜や果物を選びます。例えば…。 

・省エネ性能のすぐれた製品を選びます。例えば…。 

      ・ごみの少ない製品を選びます。例えば…。 

      ・その他、買い物の時に配慮すること。例えば…。 

※宣言する項目（複数可）を選び、それぞれに例をあげて宣言してください。 

また、「あったらいいなと思うエコ商品」も教えてください。 

 

◇申込・問合せ先 京都グリーン購入ネットワーク  

TEL・FAX（075）２４１－４６６４ 

Eメール kgpn@dolphin.ocn.ne.jp 

国際国際国際国際青少年研修協会青少年研修協会青少年研修協会青少年研修協会のののの事業案内事業案内事業案内事業案内    

 

 文部科学省所管（財）国際青少年研修協会では、下記のとおり派遣事業の参加者

を募集します。日程や参加費は、派遣先によって異なりますのでお問い合わせください。 

＜平成２０年冬期海外派遣事業＞ 対象：高校３年生～大人の方 

●日  程 平成２０年２月２４（日）～３月１６日（日）（１０～１５日間） 

●派 遣 先 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、カンボジア 

●内  容 ホームステイ、語学研修、異世代交流、教育現場見学、ボランティア体験など 

●参 加 費 ２９万円～３６万８千円（共通経費２万円別途必要） 

●申込締切 平成２０年１月１７日（木）※先着順、定員になり次第締め切ります。 

＜平成２０年春休み国際交流事業＞ 対象：小学２年生～高校３年生 

●日  程 平成２０年３月２６日（水）～４月６日（日）（８～１２日間） 

●派 遣 先 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フィジー、韓国     

●内  容 ホームステイ、学校体験、英語研修、野外活動、ボランティア体験など 

●参 加 費 １６万８千円～３６万円（共通経費３万円は別途必要） 

●申込締切 平成２０年２月７日（木）※先着順、定員になり次第締め切ります。 

＜ちびっこ探検学校ヨロン島＞ 対象：小学２年生～６年生、外国人小学生も含む 

●日  程 平成２０年３月２７日（木）～４月２日（水）※６泊７日 

●場  所 鹿児島県大島郡与論町 

●参 加 費 １２万１千円（新大阪駅出発・帰着の場合）●定員 小学生４００人 

●申込締切 平成２０年３月７日（金）※先着順、定員になり次第締め切ります。 

 

 ◇申込・問合せ先 （財）国際青少年研修協会 URL http://www.kskk.or.jp 

           TEL（03）３３５９－８４２１ FAX（03）３３５４－２２０７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４６号（２の２）平成１９年１２月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業者等退職金共済事業中小企業者等退職金共済事業中小企業者等退職金共済事業中小企業者等退職金共済事業のののの補助補助補助補助についてについてについてについてごごごご案内案内案内案内    

 

南丹市では、中小企業の振興と発展を図るため、中小企業退職金共済事業掛金の

一部を補助します。 

●対象事業者 市内に営業所を有し、中小企業退職金共済制度に加入し、その掛金

を納付している事業主で、常時労働者を雇用しており、かつ労災保

険に加入している中小企業者 

●対象掛金 申請時の前年の１月から１２月までに納付した掛金 

●助 成 額 １人１ヵ月につき１,５００円以内 

●交付対象期間 １年分（ただし、加入が１年未満のものは、その期間） 

●申請手続き 平成２０年１月４日（金）～１８日（金）の期間に、最寄りの商工

会に申請してください。（申請用紙は、各町商工会にあります） 

●そ の 他 新規加入助成など、国からの助成を受けられた場合は、実際の支払

い掛金を基準にします。 

 

◇問合せ先 商工観光課 商工観光係 TEL ６８－００５０  

市税市税市税市税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付はははは納期限内納期限内納期限内納期限内にににに！！！！        

 

市税などは、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていま

す。納期限までに完納されない場合は、督促手数料、延滞金が加算され、余分にご

負担いただくことになるため、納期内納付をお願いします。 

なお、滞納が長期間にわたり続くと、税・料負担の公平性を確保するため財産や

勤務先などについて調査し、差押処分（滞納処分）をすることになりますので、未

納がある方は至急市役所本庁・各支所または金融機関窓口などで納付してください。 

●平成１９年度 納期限一覧表 

市府民税（普通徴収） 

固定資産税・都市計画税 期別 軽自動車税 

国民健康保険税 

介護保険料（普通徴収） 

全期・ 

第１～６期 

全期： 

５月１日（火） 

第１期：７月 ２ 日（月）、第２期：７月３１日（火） 

第３期：８月３１日（金）、第４期：１０月１日（月） 

第５期：１０月３１日（水）、第６期：１１月３０日（金） 

第７期 － １２月２８日（金） 平成２０年１月４日（金） 

第８期 － 平成２０年１月３１日（木） 

第９期 － 平成２０年２月２９日（金） 

第１０期 － 平成２０年３月３１日（月） 

※口座振替納付をご利用いただいている方については、上記納期限日に振り替えし

ます。また、納期限日に振り替えできなかった市府民税（普通徴収）、固定資産税・

都市計画税および国民健康保険税については、翌月の１３日に再振り替えをしま

す。（金融機関休業日のときは翌営業日となります） 

●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円が掛かります。また、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、未納の税額に年１４．６％（納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については年７．３％）の延滞金が加算され、未納の税額とあわせ

て納付いただくことになります。 

●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、財産差押等滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    市市市市税税税税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付にはにはにはには、、、、便利便利便利便利なななな口座振替口座振替口座振替口座振替をををを！！！！    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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申込書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、

③市税等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。なお、登録手続

きに時間を要するため、振り替えの開始を希望される期別の前月末までにお申し込みく

ださい。申し込みが遅れますと、振り替えできない場合がありますのでご注意ください。 

●取扱金融機関等 ・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 

※軽自動車税を除く市税等については、口座振替納付済通知書は発行しませんので、

ご面倒ですが預金通帳でご確認ください。 

 

◇問合せ先 【市 税 各 種】 税務課 収納係         TEL ６８－０００９ 

      【国民健康保険税】 国保医療課 国保年金係 TEL ６８－００１１ 

      【介 護 保 険 料】 高齢福祉課 介護保険係 TEL ６８－０００６ 

「「「「電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書」」」」のののの取得取得取得取得はおはおはおはお早早早早めにめにめにめに    

 

「電子証明書」とは、安心してインターネットを通じて国や地方の行政機関が行う電

子申請・届出などの行政サービスを受けるために利用していただくもので、個人向けの

電子証明書は、地方公共団体による「公的個人認証サービス」にて発行しています。 

この電子証明書の取得促進を目的として、平成１９年度税制改正で、電子証明書

を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度が創設されました。これに

より、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）を利用して確定申告をされると、

所得税額から５，０００円（所得税額が限度）が控除されます。電子証明書を取得

して、ｅ－Ｔａｘをご利用されてはいかがですか？なお、確定申告時期が近づくと、市

役所窓口が混み合う場合がありますので、電子証明書の取得はお早めにお願いします。 

※「ｅ－Ｔａｘ」に関することは、下記の園部税務署からの記事をご参照ください。 

●電子証明書の取得方法 

住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード（住基カード）を入手し、申

請書などを提出して取得できます。（発行手数料として、住基カードは５００円、

電子証明書は５００円が必要です）詳しくは、下記の窓口にお問い合わせください。 

●参照ホームページ 

【住基カード】http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html 

【電子証明書（公的個人認証サービス）】http://www.jpki.go.jp/index.html 

【ＩＣカードリーダライタ】http://www.jpki-rw.jp/ ※電子証明書利用の際に必要です。 

【ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）】http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

 

◇問合せ先 市民課 戸籍窓口係 TEL ６８－０００５ 

       各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

ｅ－Ｔａｘ（ｅ－Ｔａｘ（ｅ－Ｔａｘ（ｅ－Ｔａｘ（イータックスイータックスイータックスイータックス））））でででで確定申告確定申告確定申告確定申告ができますができますができますができます    

 

 「ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）」とは、あらかじめ開始届出書を提出

し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出など

の手続きができるシステムのことです。国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）

の「確定申告書等作成コーナー」で申告データを作成し、直接電子申告することが

できます。税務署や金融機関に行かなくても自宅やオフィスなどから国税に関する

手続きができるので便利です。詳しくは、税務署にお尋ねいただくか、ｅ－Ｔａｘ

ホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。 

●電子申告をすると特典があります。 

・平成１９年分または２０年分のいずれかの年分において、本人の電子署名および

電子証明書をあわせて送信していただくなど一定の要件を満たして所得税の確定

申告をすると、所得税額から５，０００円（所得税額が限度）が控除されます。 

・還付申告の場合、通常の申告よりも還付金を早く受け取れます。 

・医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの、一定の第三者作成書類の添付を

省略できます。（当該書類は、申告期限から３年間の保存が必要です） 

●ご利用には、事前の手続きが必要です。 

・開始届出書を税務署に提出する。（ｅ－Ｔａｘホームページからの送信も可能） 

・地方公共団体が発行する電子証明書付きの住民基本台帳カード（ＩＣカード）を

取得する。（電子証明書の取得については、上記の「電子証明書」記事参照） 

・ＩＣカードリーダライタ（ＩＣカードに格納された情報を読む機器）を購入する。

※家電量販店やインターネットサイト、園部納税協会などで販売しています。 

・ｅ－Ｔａｘホームページから初期登録する。 

 

 ◇問合せ先 園部税務署（園部町小山東町平成台）TEL（0771）６２－０３４０ 

女性女性女性女性のののの館館館館おおおお正月用講座正月用講座正月用講座正月用講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 新しい年を迎える準備の頃となってきました。女性の館では、新春用にふさわしいフ

ラワーアレンジメントの講座を実施します。多数の皆さまのご参加をお待ちしています。 

●日  時 １２月２６日（水）午後１時３０分～ 

●場  所 南丹市園部女性の館（園部町小桜町南丹市園部公園内） 

●講  師 森谷 万知子 氏  ●参加費 ３，０００円（材料費・受講料） 

●持 ち 物 花切り用はさみ  ●定 員 ３０人 

●申込締切 １２月２０日（木）までに女性の館へ電話でお申し込みください。 

 

 ◇申込・問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）６３－２９８６ 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


