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水口歴史民俗資料館
・水口城資料館
臨時開館

お知らせ

　水口曳山祭の開催にあわせ、臨時開
館します。水口歴史民俗資料館につい
ては、無料開放します。
■日時：4月20日（木）10時～ 17時

水口歴史民俗資料館  
TEL 62-7141　FAX 63-4737

市街化調整区域の
土地利用規制を緩和

お知らせ

　市街化調整区域の土地建物を有効活
用し、ＵＩＪターンの受け皿とすることを
目的に、土地利用規制の緩和を行いま
した。
　水口地域、甲賀地域、甲南地域の市
街化調整区域において、自己居住用住
宅の建築を都市計画法第34条第12号
区域の指定により可能としたものです。
詳細については、下記までお問い合わ
せください。

都市計画課  
都市計画係　 TEL 65-0719  
開発指導係　 TEL 65-0606  
　　　　　　FAX 63-4601

介護保険料・後期
高齢医療保険料が
特別徴収である方への
仮徴収額通知を廃止

お知らせ

　これまで特別徴収（年金からの徴収）で
介護保険料・後期高齢医療保険料を納め
ている方へは仮徴収額の金額を記載した
通知書を発送していましたが、4月・6月・
8月の保険料については前年度2月の金額
と同額となるため、特別徴収継続（引き続
き年金からの徴収）の方に対しては、平成
29年度から通知書の発送を廃止します。

問合せ

問合せ

■申請場所：保険年金課、旧支所であ
る土山、甲賀大原、甲南第一、信楽
地域市民センター、草津年金事務所

■申請に必要なもの：
・在学期間が確認できる書類（学生証

または在学証明書）
・年金手帳（お持ちの方）　・認印
・雇用保険被保険者離職票または雇

用保険受給資格者証〔退職されて
学生になられた方のみ〕

■その他：「学生納付特例制度申請」の
様式は、日本年金機構のホームページ
からダウンロードすることも可能です。

　平成29年度の国民年金保険料額は、
16，490円（月額）となります。

草津年金事務所国民年金課  
TEL 077-567-2220  
保険年金課  
TEL 65-0688　FAX 63-4618

かふか21
子ども未来会議
「子ども議員」募集

募集

■任期：平成29年4月～ 30年2月
■対象：平成29年4月1日現在で市内在

住、在学の小学5年生～中学2年生
■定員：24人
■活動内容：任命式（5月）および1泊2

日の地域会議3回、議会直前ワーク3
回、子ども議会1回

■応募方法：申込書を右記まで郵送して
ください。（募集チラシは各学校を通
じて配布予定）

■申込締切：4月20日（木）
■主催：かふか21子ども未来会議実行

委員会
甲南青少年研修センター  
〒520-3321　甲南町葛木875番地  
TEL 86-8151　FAX 70-3366

問合せ
申込み

問合せ
申込み

長寿福祉課
TEL 65-0698　FAX 63-4085  
保険年金課
TEL 65-0689　FAX 63-4618

寡婦（夫）控除の
みなし適用の実施が
始まります

お知らせ

　市では、ひとり親家庭の支援施策の
一環として、未婚で20歳未満の児童
を養育するひとり親家庭を対象に、寡婦

（夫）控除のみなし適用を実施します。  
　この制度は、保育料や市営住宅の使
用料など市が指定した対象事業を利用
する場合に、寡婦（夫）控除のみなし適
用の申請に基づき、寡婦（夫）控除があ
るものとして所得を計算し、利用料等の
減額を行うものです。  
　詳細や対象事業については、市ホー
ムページでご確認ください。
■申請方法：みなし適用を受けようとする

対象事業の窓口に申請してください。
■受付期間：6月1日から  

※ 9月29日までに申請された場合は、平成
29年4月1日からみなし適用されます。

■注意事項：みなし適用を継続して受け
る場合は、毎年6月に申請が必要です。

子育て政策課  
TEL ６９-２１７６　FAX ６９-２２９８

平成29年度
国民年金保険料の
学生納付特例申請の受付開始

お知らせ

　日本国内に住むすべての人は、20歳
になった時から国民年金の被保険者とな
り、保険料の納付が義務づけられてい
ます。ただし、学生については、在学
中の保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。納付特例を受
けるためには申請が必要です。

問合せ

問合せ

第１２回
ぶらり窯元めぐり

催し

　22の窯元がさまざまな企画でおもて
なしします。
■日時：４月７日（金）～９日（日）
■場所：信楽町窯元散策路各所(信楽一円)

信楽窯元散策路のＷＡ  
TEL 82-0528

第５８回
信楽中央病院
健康塾

催し

■日時：４月１９日（水）１４時～１６時
■場所：信楽保健センター　１階
■内容：講座「健診のすすめ」あの検査

も、こんなところまで診ている
■定員：約２０人
■参加費：無料
■申込方法：電話・ＦＡＸ・直接申込
■申込締切：４月１２日（水）
■講師：病院スタッフ

信楽中央病院  
TEL 82-0249　FAX 82-3060

春のコンサート
in伝馬館

催し

■日時：4月22日（土） 14時 ～ 15時
■場所：東海道伝馬館
■内容：石

いし
田
だ
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み
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世・森
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郎
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のユニッ
ト「ワッフル・アコルデ」によるフルー
ト＆アコーディオン演奏

■定員：先着50人
■参加費：500円（呈茶付）
※チケットは東海道伝馬館にて発売  

電話予約も可

問合せ

問合せ
申込み

税者本人か、委任状により委任を受け
た方に限ります。
■日時：4月1日（土）～ 5月31日（水）  

8時30分～ 17時15分  
（ただし土・日曜日、祝日は除く）

■場所：市役所水口庁舎　税務課
※縦覧の際には本人確認ができるもの
〔運転免許証や固定資産税納税通知
書（5月中旬発送予定）など〕と印鑑を
ご持参ください。

税務課　資産税係  
TEL 65-0680　FAX 63-4574

4月から5月に
狂犬病予防
集合注射を実施

お知らせ

■持ち物：
■登録されている場合  

・犬の登録カード（愛犬カード）  
・｢予防注射のお知らせ｣ハガキ  
・予防注射手数料（3，400円）

※事前に問診票を記入してください。  
※ 妊娠中または出産後間もない犬は接

種できません。
■新規登録の場合
・犬の登録手数料（3，000円）
・予防注射手数料（3，400円）
※生後91日以上の犬には「年1回の狂犬

病予防注射と生涯1回の登録」が義務
づけられています。

　日程・会場および実施獣医師等詳細
については、市ホームページまたは飼
主宛てに送付する案内ハガキに記載し
ていますのでご確認ください。  
　市では、（社）滋賀県獣医師会に狂犬
病予防注射済票の交付及び犬の鑑札の
交付を委託しています。

生活環境課　環境政策係  
TEL 65-0691　FAX 63-4582

問合せ

問合せ

東海道伝馬館（月・火休館）  
TEL FAX 66-2770

保育士再就職
支援研修会

催し

　保育士資格をお持ちの方に保育職場
への復帰を支援します。
■日時：5月18日（木）9時45分～ 12時

15分、13時30分～ 16時30分・5月
25日（木）9時30分～ 11時30分、14
時～ 16時30分

※5月25日午前は、保育施設見学（施設
未定）

■場所：滋賀マザーズジョブステーショ
ン草津駅前（エルティ932　3階）

■対象：保育士資格をお持ちで、滋賀
県内の保育施設への就職・再就職を
希望される方

■定員：先着15人
■参加費：無料
■申込方法：電話、ＦＡＸで下記まで
■申込締切：5月11日（木）
※基本的には各日午前･午後の４回連続

講座ですが、いずれかの講座のみの
受講も可能です。託児をご希望の方
は下記までご相談ください。

滋賀県保育士・保育所支援セン
ター（一社）滋賀県保育協議会  
TEL 077-516-9090  
FAX 077-521-2117

平成29年度
固定資産税
評価額の縦覧

お知らせ

　ご自分の土地や家屋の評価額が適正
であるかを判断するため、縦覧帳簿で
他の土地・家屋の価格と比較すること
ができます。縦覧できる方は、市内に
土地・家屋を所有される固定資産税納

問合せ

問合せ
申込み

病院・施設お迎え　もしも・・・の時に
甲賀斎苑ご利用でのご葬儀
　　　　　　　自宅ご葬儀も承ります

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール
（株）水口福祉社 TEL62-3055
本社　甲賀市水口町高塚8-1　FAX 62-3127

あいこうか薬局

自分らしく 健康長寿

甲賀市水口町松尾830-2　☎0748-65-6636
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