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「広報こうか」がホームページでもご覧いただけます 甲賀市をもっと好きになるアプリ

甲賀市ホームページ 甲賀市 検 索 無料アプリ「マチイロ」 甲賀市 検 索甲賀市facebook 甲賀市information

該当する者。
①起業を希望する個人、団体
②起業して概ね5年以内の若者経

営者
③新規事業を立ち上げようとして

いる経営者（二次創業含む）
募集内容 ● 形態や業種は問いませ

ん。荒削りでも、夢と意欲のある
内容を歓迎します。

必要書類 ●エントリーシート
申込方法 ●ウェブサイト、メール、

ファックスで下記まで
提出期限 ● 8月31日（金）
※詳しくは、下記ウェブサ  

イトをご覧ください。
（http://koka-soramame.jp/wakamono/）

● 主催／『甲賀湖南平成若者「郡
中惣」』【構成団体：（公社）水口
青年会議所、甲賀市商工会青年
部・湖南市商工会青年部、甲賀
市、湖南市】

問 申 甲賀湖南平成若者「郡中惣」
申込事務局（甲賀市 商工労政課）
☎ 69−2187　Ｆax63−4087
koka10351000@city.koka.lg.jp

日時 ●１０月７日（日）９時～１９時
場所 ● 甲賀中央公園周回コース
種目 ●１０時間の部、５時間の部
参加資格 ●１チーム１０人までの

チーム構成で、健康な方(小学

・建物　所在は土地と同じ
　居宅、木造瓦葺平家建、65.73

㎡・倉庫（未登記）木造瓦葺平家
建、14.9０㎡、

　見積価額　97万円
売却番号６
・土地（二筆）　信楽町黄瀬字石ア
　宅地314.04㎡、宅地158.69㎡
・建物　所在は土地と同じ
　本家、木造瓦葺平家建、41.32

㎡・居宅、木造草葺平家建
　ほか　168.58㎡
　見積価額　56万円
売却番号７
・土地　水口町山字吉平
　宅地、179.22㎡
・建物　所在は土地と同じ
　居宅、木造瓦葺2階建、
　延べ101.38㎡
　見積価額　108万円

　障がいのある方を対象にした
就職面接会に出展を希望される
企業・事業所を募集します。
対象 ● 市内に就業場所を有し、障

がい者雇用を予定の企業・事
業所

定員 ● 先着１０社
申込方法 ● 申込書を郵送またはＦ

ＡＸで下記まで
申込締切 ●８月１７日（金）

問 申 商工労政課　商工労政係
☎６９−２１８８　Ｆax６３−４０８７

　夢と意欲を持ち、新たな事業
にチャレンジする若者を掘り起
し、支援を行うことを目的にビ
ジネスコンテストを開催します。
甲賀市・湖南市でチャレンジし
たいという熱い想いのある方は、
ぜひご応募ください。
応募資格 ● 将来、甲賀市、湖南市

で起業や新規事業の立ち上げ
をめざす概ね16～45歳まで
の若者で、以下のいずれかに

障がい者就職面接会
日時 ●１０月４日（木）１３時～１５

時３０分（受付１２時３０分）
場所 ● 碧水ホール

※ 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（水）～３１日（金）
【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（金）～９月１１日（火）
提出場所 ● 子育て政策課（市役所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

問 子育て政策課　子育て政策係
☎６９−２１７６　Ｆax６９−２２９８

日時 ●８月２０日（月）１０時～
場所 ● 市役所３階会議室３０１Ｂ・Ｃ
内容 ● 物件
売却番号１
・土地　水口町春日字外輪
　山林（現況宅地）、197㎡
　見積価額　68万円　
売却番号２
・土地　水口町北脇字竹花
　宅地、175.20㎡
　見積価額　270万円
売却番号３
・土地　水口町春日字外輪
　宅地、358.95㎡
・建物　所在は土地と同じ
　居宅、木造スレート葺2階建、
　延べ126.00㎡
　見積価額　277万円
売却番号４
・土地（二筆）　甲賀町田堵野字

上ノ前垣外
　山林、92㎡・宅地456.00㎡
・建物　所在は土地と同じ
　居宅、木造瓦・スレート葺2階建、

延べ124.38㎡
　見積価額　274万円
売却番号５
・土地　甲南町希望ケ丘本町五丁目
　宅地、226.33㎡

生以下が出場の場合、保護者ま
たは指導者がチーム内に必要)

参加料 ●チーム参加料　1，000円
+ランナー登録料　1，500円／
人(中学生以下無料)

申込締切 ●８月３１日(金)
※申込方法等詳細は、下記までお

問い合わせください。
問 申 １０耐マラソン事務局(月曜・祝日休館)
☎88−2190　Ｆax88−3119
ＨＰhttp://koka-10tai.com/

　市役所と甲南第一地域市民セン
ターに臨時窓口を設置します。普
段は忙しくてハローワークに来る
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１日（水）／甲南第一地域市民
センター１階相談室

８月１４日（火）／市役所２階相談室
時間 ●９時～１２時※申込は不要
問 申 ハローワーク甲賀
☎６２−０６５１　Ｆax６３−１８２５

　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ので、忘れ
ずに提出してください。

【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。

売却番号８
・土地　甲南町葛木字宇田
　宅地、168.97㎡
　見積価額　286万円
売却番号９
・土地　水口町綾野
　宅地、197.00㎡
・建物　所在は土地と同じ
　居宅、木造瓦葺平家建、
　ほか　108.66㎡、
　見積価額　501万円
※建物の床面積は、公簿面積による。
売却決定・代金納付日／場所 ●

　８月２７日（月）１１時／
　税務課滞納債権対策室
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。公売日時までに中止す
る場合があります。

問 申 税務課　滞納債権対策室
☎69−2131　Ｆax63−4574
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URL　http://mikanlaw.jp/ E-mail mikan@mikanlaw.jp

くすりと忍者のまち甲賀
第３４回１０時間(５時間)
耐久リレーマラソン大会
出場チーム

募
集

甲賀市・湖南市合同　
障がい者就職面接会
出展企業・事業所

募
集

ここどり�KOKA×
KONAN�DREAM�
～あなたの夢�叶える
ビジネスコンテスト～

募
集

もっとゆたかに　～人権保障のとりくみ～

すべての人にやさしい
ユニバーサルデザイン※１の道路を

　市では、高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確
保するため、道路等に対するバリアフリー※２化に取り組んできました。
現在も、すべての人が安全で利用しやすく、新しい障壁（バリア）が生
じない道路等への整備を進めています。
ベビーカーや車いす利用者など誰もが通行しやすい道路への取り組み
・水たまりができにくい舗装にします。
・道路の傾斜を抑えます。
・隙間の狭いグレーチングを使用します。
・交差点の待つスペースや歩道の幅を広くします。
※１ ユニバーサルデザイン…性別、
年齢、国籍、障がいの有無などにか
かわらず、多くの人が使いやすいよ
うにあらかじめ配慮をしようという考
え方
※２ バリアフリー…高齢者や障がい
者などが利用しやすいよう、段差等
の障壁（バリア）を取り除く考え方

● 問い合わせ ● 　 建設事業課　☎６９‐２２１０　 Ｆax６３‐４６０１  
人権推進課　☎６９‐２１４８　 Ｆax６３‐４５５４
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