
相談コーナー 月3相談コーナー
「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考
人権なんでも相談＊   5日（月）

13時30分
～
16時

土山開発センター

人権擁護委員が、相談に応じます。
※申込不要 

 大津地方法務局　甲賀支局総務係
☎ 62-1828／  62-1748

  7日（水） かふか生涯学習館（甲賀）
  8日（木） 水口社会福祉センター
  9日（金） 信楽開発センター
20日（火） 甲南第一地域市民センター

男女の悩みごと相談
毎週月・水・金曜日 9時～16時 市役所  人権推進課  相談室

家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話または面接相談
（面接相談は事前予約が必要）。
相談窓口／☎69-2149　※祝日は休み

 人権推進課　人権政策係　☎ 69-2148／  63-4554

行政相談   5日（月）
13時30分
～

15時30分

水口社会福祉センター

医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見などを
受け付けます。※申込不要
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）

 生活環境課　☎ 69-2143／  63-4582

  5日（月） 土山開発センター
  8日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
16日（金） 市民福祉活動センター（甲南）
22日（木） 信楽開発センター

就労相談＊ 6・20日（火）

9時30分
～

11時30分

土山地域市民センター
就職・転職のための情報提供や公共職業安定所への
取り次ぎを行います。
※申込不要、祝日は休み

 商工労政課　労政係　☎ 69-2188／  63-4087

13・27日（火） 市役所 商工労政課
6・13・20・27日（火） かえで会館（甲南）
7・14・28日（水） 西教育集会所（信楽）
1・8・15・22日（木） 宇川会館（水口）
2・9・16・23・30日（金） 信楽開発センター

7日（水）
13時30分
~

15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）

14・28日（水） 甲南情報交流センター
（忍の里プララ）

1・8・15・22・29日（木） 清和会館（土山）
2・9・16・23・30日（金） 上野教育集会所（甲賀）

結婚相談（婚活支援）
3・17日（土） 13時～16時 市役所 別館結婚支援員が相談に応じます。※申込不要

持ち物／顔・全身が写った写真１枚
 地域コミュニティ推進課　☎ 69-2114／  63-4554

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊
毎週月曜日～金曜日 9時～17時 市役所 生活支援課 生活支援窓口生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。　

※申込不要、祝日は休み　対応者／相談支援員、就労支援員
 生活支援課　☎ 69-2158／  63-4085

こうか心配ごと相談＊
毎週月曜日

13時30分
～
16時

水口社会福祉センター開催日当日受付、先着順　 ※予約不要
相談員／民生委員・児童委員

 甲賀市社会福祉協議会　☎ 62-8085／  63-2021

法律相談＊
14日（水） 14時～17時 あいこうか市民ホール（水口）定員/先着6人（1人30分）※要予約

相談員/甲賀法律事務所　髙橋弁護士
  総務課　法務係　☎ 69-2121／  63-4086

定員/先着6人（1人30分）
※要予約（開催日の２週間前から受付）  8日（木）

13時～16時
水口社会福祉センター

相談員/滋賀弁護士会所属の弁護士
  甲賀市社会福祉協議会　☎ 62-8085／  63-2021 22日（木） 信楽地域市民センター

育ちと学びの相談＊
園や学校、市役所など

発達や教育、こころの悩みなどの相談　※電話・ＦＡＸで相談の予約をしてください。
対象／おおむね4歳以上の幼児、小・中・高校生～青年期の方（25歳ごろまで）
※おおむね4歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。

  発達支援課　☎ 69-2179／  69-2298　（受付時間  9時～17時）

青少年の悩みごと相談＊
不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　※月曜日～
金曜日（祝日、年末年始は休み）の９時～１６時、電話・Ｅメールでも相談に応じます。

 少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎ 62-6010／  63-3977
Eメール：k-syonen@city.koka.lg.jp

相談は無料ですので、お気軽にお越しください。
＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。

第十回特別弔慰金の
請求期限が
近づいています

お知らせ

【請求期限】４月２日（月）
　請求期限を過ぎると第十回特別弔慰金
を受ける権利がなくなりますので、お早め
にご請求ください。詳しくは請求窓口か下
記まで。
■請求窓�口：社会福祉課および旧支所で

ある土山、甲賀大原、甲南第一、
信楽地域市民センター

　　　�社会福祉課 福祉総務係  
　　　 TEL 69-2157　 FAX 63-4085
問合せ

お済みですか 
高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種

お知らせ

■接種期間：３月31日（土）まで
■接種場�所：市内の予防接種実施医療機

関（市ホームページまたは健診カ
レンダー 12ページを参照）

■対象：� �
　��・�平成30年３月31日時点で、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳の方

　・�過去に一度も肺炎球菌ワクチンを接
種していない方

■接種費用：2,500円
※�今年度の接種対象者には、平成29年４
月に個別通知しています。
　詳しくは、下記まで。
　　　�すこやか支援課 母子保健係  
　　　 TEL 69-2169　 FAX 63-4085
問合せ

～血液が不足しています～
献血にご協力ください

お知らせ

■日時：�２月21日（水）９時30分～ 12時
30分、13時30分～ 15時30分

■場所：�甲賀市役所 別館横 東側駐車場
■内容：�400ml献血
■持ち物�：免許証や保険証など、本人確

認できるもの
※申込不要
　　　�健康医療政策課 健康医療政策係  

TEL 69-2171　 FAX 63-4085
　　　�滋賀県赤十字血液センター  

TEL 077-564-6311

問合せ

住民票等のコンビニ・
多機能端末機での
交付サービスの停止

お知らせ

　戸籍システム更新のため、次の日程で
すべてのコンビニ・多機能端末機の証明
書交付サービスを停止します。� �
　大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご
協力をお願いします。
※�証明書が必要な方は早めの取得をお願
いします。
■日時：�３月３日（土）終日� �

３月４日（日）６時30分～正午
　　　�市民課 戸籍住民係  

TEL 69-2138　 FAX 65-6338
問合せ

補聴支援用具を窓口に設置しています
　市民課・長寿福祉課・障がい福祉課
の窓口に２月から補聴支援用具を設置し
ています。� �
　補聴支援用具は聴覚に障がいのある
方や高齢で会話が聞き取りにくい方が窓
口に来庁されたときに、周囲の雑音など
を少なくし、明瞭な音声のみを聞けるよ
うにする用具です。� �
　補聴器を使用されている方はもちろ
ん、補聴器をお持ちでない方にも、補
聴支援用具付属の丸型受話器を利用し
て音声を聞くことが可能です。� �
　窓口に来庁される際には、ぜひご活用
ください。

▲�設置した補聴支援用具

　　　�障がい福祉課 自立支援係  
　　　 TEL 69-2161　 FAX 63-4085
問合せ

P I C K U PP I C K U P
お知らせ

３月１日～７日は、子ども予防接種週間 お知らせ

　日本医師会・日本小児科医会・厚生労
働省は、通常の診療時間内に接種が受け
られない方に対して、相談に応じて予防接
種を行う「子ども予防接種週間」を実施し
ます。� �
　予防接種は、子どもを病気から守るた
めに大切なものです。受け忘れている予防

接種がないか母子手帳を確認しましょう。
■対象者�：市が行う定期予防接種の対象

年齢内の方
■予防接�種の種類：ヒブ感染症、小児用

肺炎球菌、Ｂ型肝炎、４種混合、
ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、日
本脳炎、ジフテリア破傷風

■�実施医療機関、実施日時、予約方法など

実施医療機関 実施日時 予約方法など
浅田クリニック
TEL 69-7755

３月３日（土）13時～13時30分 診療時間内に予約

たなか小児科医院
TEL 65-0121

３月３日（土）13時30分～13時45分
２月24日（土）まで
の診療時間内に
予約

※�予診票がない方は、下記までご連絡ください。

　　　�すこやか支援課 母子保健係　TEL 69-2169　 FAX 63-4085問合せ
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