
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

平成29年8月1日 平成29年8月1日21 20No.291 No.291

　し尿くみとり収集業者のお

盆休みは、右記のとおりです。

お盆までにくみとりを希望さ

れる方は、右記申込期限まで

に各収集業者まで連絡をお願

いします。  

　また、粗大ごみの回収につ

いても、収集業者が休みとな

りますので、ご注意ください。

　　　 生活環境課   

　　　 廃棄物対策係  

　　　 TEL 69-2145　  

　　　 FAX 63-4582

問合せ

業者
お盆までの臨時

申込期限日
お盆休み くみとり作業地域

粗大ごみ

回収地域

水口テクノス

（ TEL 62-1959）
8/4（金）

8/11
（金・祝） 

～ 
8/15（火）

水口町 全域

水口町

信楽町信楽町
長野

北新町 北出町 問屋町 陶生町 広芝町 東二本丸町

上二本丸町 新二本丸町 みのりが丘町 大窯町 福島町 辻町

中町 馬場町 本町 中出町 元町 末広町

焼屋町 旭町 ハイランド町 つくしが丘町

江田　神山　田代　畑

日映日野

（ TEL 0748-

53-3941）

8/7（月）

8/11
（金・祝）

～
8/15（火）

土山町 大野学区
甲南町

甲賀町
甲賀町 大原学区（相模、大原市場を除く）　油日学区　佐山学区

甲南町 全域

ヒロセ

（ TEL 0748-

52-0943）

8/4（金）

8/11
（金・祝）

～
8/15（火）

土山町 鮎河学区　山内学区　土山学区

土山町

甲賀町 相模　大原市場

信楽町
長野

愛宕町 材木町 大正町 新町 松尾町 南松尾町

栄町

小原地区　多羅尾地区　雲井地区　朝宮地区

お盆休みのし尿くみとり お知らせ

　　　 すこやか支援課　TEL 69-2167　 FAX 63-4085問合せ

　高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地
域包括支援センターが行う総合相談が26の介護保険事業所で
も受けられます。

　高齢者の介護や日頃の生活でお困りのことなど、お気軽にご
相談ください。

事業所名 事業所住所 事業所電話番号

水口

ＮＰＯみなくちデイサービスセンター 水口町京町7番5号
TEL 62-2880

ＮＰＯ水口ケアプランセンター 水口町京町7番5号

ＮＰＯみなくちデイサービスセンター・サテライトなごみ 水口町高塚2番36号 TEL 63-5194

がんばるステーション 水口町南林口17番地 TEL 62-0263

甲賀ケアプランセンター 水口町宇川25番地
TEL 63-6080

甲賀市デイサービスセンター 水口町宇川25番地

特別養護老人ホーム　レーベンはとがひら 水口町水口6837番地5 TEL 65-0066

特別養護老人ホーム　樹の郷 水口町山3309番地 TEL 63-2900

花いちご 水口町北泉二丁目71番地 TEL 63-1161

ＪＡゆうハート　つない手 水口町新城520番地 TEL 63-4425

特別養護老人ホーム兆生園 水口町今郷1032番地25 TEL 63-1784

介護用品のみわ 水口町八坂7－2 TEL 62-0300

介護老人保健施設　スキナヴィラ水口 水口町本町二丁目2－43 TEL 62-1281

介護老人保健施設　スキナビィラ甲賀 水口町新町一丁目1－13 TEL 62-1411

土山 リハプライド　甲賀 土山町南土山甲283番地 TEL 66-0247

甲賀

デイサービスセンターささえ愛 甲賀町田堵野516番地1 TEL 88-5115

かふかの里デイサービスセンター 甲賀町大原中1161
TEL 88-8177

高齢者グループホームかふかの里 甲賀町大原中1161

甲南

ひなたぼっこ居宅介護支援事業所 甲南町葛木397番地 TEL 76-2836

懐かし処　いろり家 甲南町野尻434番地 TEL 86-4165

小規模多機能型居宅介護　むすん手 甲南町杉谷108番地2 TEL 86-7004

特別養護老人ホーム　せせらぎ苑 甲南町葛木855番地 TEL 86-1021

竹内整形外科ケアプランセンター心地 甲南町野尻77－1 TEL 86-1330

信楽

ＮＰＯしがらきデイセンター 信楽町江田66－4 TEL 64-1021

特別養護老人ホーム　信楽荘 信楽町牧1159番地 TEL 83-1313

有限会社　デイサービスひまわりの家事業所 信楽町長野1437番地70 TEL 83-1124

介護保険事業所でも高齢者に関する相談が受けられます 相談

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポート
キャンペーン

お知らせ

　市役所水口庁舎・甲南庁舎に臨時窓口
を設置しますので、普段は忙しくてハロー
ワークに行くことができないお父さん、お
母さん、児童扶養手当現況届の提出の際
に、ぜひお越しください。

■開催日／場所：  

　８月４日（金）／水口庁舎２階相談室  
　８月21日（月）／甲南庁舎１階相談室

■時間：９時～ 12時　※申込不要

　　　 ハローワーク甲賀  

　　　 TEL 62-0651　 FAX 63-1825
問合せ

出張消費生活相談 相談

　インターネットの普及により新しい詐欺
や悪徳商法、多重債務、架空請求などの
消費者問題の相談に応じます。

■日時：８月18日（金）13時30分～ 16時

■場所：信楽開発センター　

■対応者：消費生活相談員

※申込不要

　　　 生活環境課 消費生活センター  

　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当
所得状況届の提出をお忘れなく

お知らせ

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受

給している方（所得制限により支給停止の

方も含みます）は、毎年８月に現況届の提

出が必要です。提出されないと、８月分以

降の手当が受けられません。忘れずにご提

出ください。

【児童扶養手当現況届】

　この届は受給資格の有無、前年の所得状

況や児童の監護状態を確認するものです。

※ 聞き取りをするため、必ず受給者本人

が提出に来てください。

■提出期間： ８月１日（火）～ 31日（木）

【特別児童扶養手当所得状況届】

　この届は前年の所得状況や児童の監護

状態を確認するものです。

■提出期間： ８月10日（木）～９月11日（月）

■ 提出場所：子育て政策課（水口庁舎２

階）・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

　　　 子育て政策課 子育て政策係  

　　　 TEL 69-2176　 FAX 69-2298
問合せ

野外焼却は禁止されています！ お知らせ

　家庭から出る可燃ごみは自分で燃やさず、燃えるごみの日に集
積所に出すか、甲賀広域行政組合衛生センターへ直接持ち込ん
で処理してください。  
　野外焼却は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により禁
止されており、違反者に対しては罰則（５年以下の懲役もしくは
１千万以下の罰金、またはこの併科）が設けられています。  
　生活環境の保全のためにも、野外焼却を行わないようにお願いします。

　　　 
生活環境課 廃棄物対策係   TEL 69-2145   FAX 63-4582問合せ

法定相続証明制度を開始 お知らせ

　相続登記を促進するため、本年５月29日から、金融機関等などの各種相続手続に利
用することができる法定相続情報証明制度（発行手数料無料）が始まりました。
　詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/index.html

　また、「未来につなぐ相続登記」推進プロジェクトにおいては県下各地で無料相談会を
開催しています。

大津地方法務局＆滋賀県司法書士会（ TEL 077-525-1093）

　　　 
大津地方法務局 甲賀支局　TEL 62-0259問合せ


