
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

不用犬不用犬不用犬不用犬・・・・ねこのねこのねこのねこの引引引引きききき取取取取りについてりについてりについてりについて    

 
飼えなくなった犬やねこを放してしまうと、のら犬・のらねこになりますので、 

次の日時に南丹市役所八木支所まで持ち込んで下さい。    

●１月の引き取り日・・７日（月）２１日（月）午前１０時まで 

●引き取り場所・・・・南丹市役所八木支所  

犬の放し飼い禁止 

・ 放し飼いは、他人の迷惑になり野犬になりやすいので、必ずつないで飼いまし 

ょう。 

・ 「ふん」の後始末は、飼い主が責任を持ちましょう。 

 

・ ょう。 

 ・「ふん」の後始末は、飼い主が責任を持ちましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育子育子育子育てててて広場広場広場広場「「「「チビッコハウスチビッコハウスチビッコハウスチビッコハウス」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

１歳６ヶ月児健診終了～就園までのお子さんを対象とした、子育て広場「チビッ

コハウス」を毎月１回開催しています。（対象となるお子さんには、１歳６ヶ月児健

診時に案内文をお渡しします。）是非、親子で遊びに来てください。 

●日 時  平成２０年１月３０日（水）受付：午前９時３０分～ 

●場 所  スポーツ・フォア・オール 

●内 容  室内遊び（お詫びと訂正です。：リトミックは３月に変更となり    

ました。楽しみにしていた皆さん、申し訳ありません。）  

   

◇問合せ先 南丹市福祉部健康課 ＴＥＬ ０７７１－６８－００１６ 

 

農業所得申告農業所得申告農業所得申告農業所得申告はははは『『『『収支計算収支計算収支計算収支計算』』』』でででで！！！！    

収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

        

農業経営者の方は、実際の収入金額から必要経費を差し引く方法により農業所得金額

を計算し申告いただくことになっています。 

 つきましては、下記の日程により農業所得収支内訳書作成相談会を開催しますので、

お誘い合わせの上ご参加ください。 
 

開催日 開催時間 開催場所 

１月１８日（金） 午前９時３０分  

～１１時３０分 

 １月２１日（月） 

 １月２２日（火） 

午後１時３０分 

～ ４時 

 

 

南丹市役所 八木支所 

  １階 市民ルーム 

 

●持持持持ちちちち物物物物    収入収入収入収入・・・・支出支出支出支出のわかるのわかるのわかるのわかる書類書類書類書類・・・・計算機計算機計算機計算機・・・・筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具・・・・印鑑印鑑印鑑印鑑などなどなどなど 

●申告をしなくても差し支えない方 

①収支計算の結果、所得金額が赤字になる場合。 

  ②家事消費、親戚等への販売しない米（縁故米）のみなど、事業として農業を行

っていない場合。 

◆農業所得が赤字の場合、他の所得と損益通算を行って申告できる場合もあります。 

◆国保税の軽減など、収入や所得により判定される制度の対象となる方は、住民税の 

 申告が別途必要です。 

[農業所得申告関係書類の持参についてお願い] 

◇南丹市に平成１８年産農業所得の申告をしていただいた方を対象に農業所得申告

関係書類を郵送させていただいています。郵送した方で相談会に参加いただく方は

関係書類のご持参をお願いします。 

（郵送していない方については、上記持ち物をご持参ください） 

◇問合せ先  税 務 課  市民税係       ＴＥＬ）０７７１－６８－０００４ 

八木支所   地域総務課総務係 ＴＥＬ）４２－２３００    

 

八木老人八木老人八木老人八木老人クラブクラブクラブクラブ連合会会員募集連合会会員募集連合会会員募集連合会会員募集についてについてについてについて    

  

現在八木町の高齢者比率は２９．９％となっています。しかし、老人クラブに加入さ

れている方は少なく、今後この地域を支えていくためには、老人方の力が必要と考えら

れます。 

６０歳以上の方であればどなたでも入会できます。地域の老人クラブ活動に、センタ

ーのサークル活動にあなたの力を発揮してみませんか。未加入の方のご入会をお待ちし

ております。 

 

◇問合せ先 八木老人福祉センター ＴＥＬ ４２－４６８０ 

 

 

八木支所版八木支所版八木支所版八木支所版おおおお知知知知らせらせらせらせ    

    

    

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの水道水道水道水道のののの故障故障故障故障などなどなどなどについてについてについてについて    

 

 凍結などにより、宅内の給水装置が破損または故障しやすい時期となりましたので、

あらかじめ凍結防止の対策をお願いします。また、故障などが生じた場合は、給水装置

または量水器の止水栓により止水し、下記の給水装置工事事業者一覧表から、最寄りの

業者に連絡の上、修理してください。お住まいの地域以外の南丹市内業者については、

下記問合せ先までお問い合わせください。 

万一、年末年始の営業休止などにより、業者への連絡方法が不明の場合は、南丹市上

水道課または各支所までお問い合わせください。 

なお、道路下の水道管の破損による出水、留守にされている近隣のご家庭での水道破

損などにつきましても、同様に連絡を頂きますようお願いします。 

●南丹市指定給水装置工事事業者一覧表（南丹市八木町内業者分） 

事業所名 所在地 電話番号 事業所名 所在地 電話番号 

㈱エミネント京栄 北屋賀 42-2000 共伸建築協同組合 八木 42-3184 

久次米電気店 南広瀬 42-2130 廣野電気商会 八木 42-3217 

㈲片谷電器商会 八木 42-2131 共同建設㈱ 北屋賀 42-5478 

辰己工業 八木 42-2153 ㈱大建 観音寺 42-3652 

㈱ながつかアームズ 八木 42-2161 ㈱大勝 北屋賀 42-3687 

八木建設 八木 42-2209 国光建設㈱ 北屋賀 42-3790 

㈲福田電気商会 八木 42-2267 丹波建設㈱ 八木 42-3850 

中川頼建設㈱ 屋賀 42-2330 ㈱八光建設 北屋賀 42-3945 

松浦建設㈱ 北屋賀 42-2355 ㈱国府組 北屋賀 42-3952 

南丹建設㈱ 北屋賀 42-2436 ㈱船井建設 北屋賀 42-4088 

共和建設㈱ 北屋賀 42-2503 川見設備 氷所 42-4149 

㈱国府土建 北屋賀 42-2635 ㈱西河工業 八木 42-4536 

永和産業㈱ 青戸 42-2647 ㈱大内組 八木 42-4549 

共栄工業㈱ 北屋賀 42-2648 日建工業㈱ 北屋賀 42-4614 

星山設備 西田 42-2653 ㈱創建 八木 42-4749 

共立建設㈱ 北屋賀 42-2655 ㈲ｱｯﾌﾟｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 屋賀 42-4844 

㈱今西住設 室河原 42-2667 ㈱第一土木 青戸 42-5111 

ダイトハウス 諸畑 42-2789 中川建設㈱ 北屋賀 42-5268 

竹井工務店 諸畑 42-2804 太平建設㈱ 北屋賀 42-5505 

小杉電気商会 八木 42-2847 ㈱京都産業 西田 42-3827 

㈱大伸建設 北屋賀 42-3038 ㈱大堰建設 北屋賀 42-5774 

㈱平和建設 北屋賀 42-3122 秀久工務店 神吉 44-0109 

㈱三大 西田 42-4536  

※この一覧表は、平成１８年１１月３０日現在で南丹市に登録されている内容で作成し

ています。 

ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけサロンサロンサロンサロンのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 思春期のお子さんをお持ちの方で、子育てについてお悩みのある方もない方も「ぶっ

ちゃけておしゃべりを楽しんで、すっきりしましょう」という会です。秘密はしっかり

守ります。参加は無料ですので、お気軽に一度のぞいてみてください。ご参加お待ちし

ております。 

  ●日 時  平成２０年１月１０日（木）午前１０時～正午 

 ●場 所  南丹市役所八木支所 ３階和室（菖蒲） 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会八木支所 ＴＥＬ ４２－５４８０ 

    

サイレンサイレンサイレンサイレンののののテストテストテストテスト吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴をををを行行行行いますいますいますいます 
 

 サイレン設備の点検のため、下記のとおりテスト吹鳴を行います。 

 火災等とお間違えのないようお願いします。 

     ●場  所   南丹市八木町野条 

     ●日  時  平成１９年１２月３０日（日）午後９時から３０秒程度 

 

◇問合せ先 八木支所地域総務課 ＴＥＬ ４２-２３００ 

 

障害者障害者障害者障害者のののの自立自立自立自立をををを助助助助けるけるけるける会第会第会第会第３３３３３３３３回定例会回定例会回定例会回定例会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

南丹市八木町で障害のある人達と支援する人達が手を取り合い一緒になって、「障害

者が自立して生活ができる環境をつくろう」をスローガンに立ち上がった会です。障害

者の自立に向けてグループホームづくりに頑張っています。 

 例会を毎月第４土曜日に開いています。是非、お気軽にご参加下さい。 

  ●日 時  平成２０年１月２６日（土）午前１０時～正午 

●場 所  あじさい園喫茶室 

◇問合せ先 障害者の自立を助ける会 代表 井上 寿代 ＴＥＬ ４２－５０８５ 

    

アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回収回収回収回収はあじさいはあじさいはあじさいはあじさい園園園園へへへへ    

 

あじさい園では、アルミ缶とスチール缶の回収をしています。 缶は、そのままでも、

潰してあっても結構です。お電話いただければ、自宅までお伺い致します。お気軽にお

問い合わせ下さい。 

 

◇問合せ先 南丹市立小規模通所授産施設 あじさい園 ＴＥＬ ４２－５５７６ 

 

精神障害者家族精神障害者家族精神障害者家族精神障害者家族のののの会会会会おおぞらのおおぞらのおおぞらのおおぞらの会会会会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

心の病について、家族だけで悩んでいませんか？また、家族自身が疲れてしまってい 

ませんか？ひとりで抱え込まないで、仲間（家族の会）同士語り合い、元気をつけまし

ょう！毎月１回定例会を開催しています。参加を希望される方は、南丹市福祉部健康課

（ＴＥＬ０７７１－６８－００１６）までお問い合わせください。 

 




