そ

う

だ

相談は無料ですので、
5月１５日～
お気軽にお越しください。
6月１4日 ＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。

ん

相談コーナー
5月15日全国瞬時警報
システム（Jアラート）の全国
一斉情報伝達試験を実施

お知らせ

▲▲▲

試験実施にあたり、ご理解とご
協力をお願いします。
日時 5月15日
（水）11時
対象地域 市内全域
内容
・放送
音声放送端末機と屋外拡声器
から
「これはJアラートのテストで
す」などの放送が最大音量で流
れます。
※放送前後にチャイムがなります。
・メール
あいこうか緊急メール「災害情
報」の配信を希望している方に、
試験内容のメールが届きます。

④登録完了メールを受信
「メール配信登録完了」のメール
が送信されてくると、登録完了
危機管理課 防災危機管理係
問合せ
☎69-2103 Fax 63-4619

２０１９年
工業統計調査の実施

問合せ

すこやか支援課 

全世代包括支援係
☎69-2167 Fax 63-4085

赤十字活動資金への
ご協力をお願いします

お知らせ

▲

日本赤十字社では、人道を基本
お知らせ
理念に地域に根ざした活動を行っ
ています。
6月1日を調査期日とし、2019 主な活動
年工業統計調査を実施します。
●国内災害救護
この調査は、製造業を営む全て
災 害時における救護班の派遣、
の事業所が対象となり、調査の結
被災者のこころのケアなど
果は中小企業施策や地域振興な ●献血事業
ど、国および地域行政施策のため
安 全な血液製剤の供給、 献血
の基礎資料として利用されます。
思想の普及や理解などの啓発
調査票に記入いただいた内容 ●国際活動
は、統計作成の目的以外（税の資
紛争や災害、病気で苦しむ人々
料など）に使用することはありませ
を救うための人道的支援活動
「あいこうか緊急メール」
に登録を ん。調査の趣旨をご理解いただき、 ●社会福祉・ボランティア
市では、市民の皆さんの安全・ ご回答をお願いいたします。
こうした活動は、皆さんからご協
総務課 総務統計係
安心を守るため
「あいこうか緊急メー
問合せ
力いただく活動資金により支えられ
☎69-2120 Fax 63-4086
ル」
で以下の情報を配信しています。
ています。皆さんの温かいご支援、
●災害情報
ご協力をよろしくお願いします。
甚大な被害が予想される気象情

問合せ 日本赤十字社滋賀県支部
甲賀市国際交流協会
申込み
甲賀市地区事務局
報、地震情報、土砂災害情報など
事務局が移転します
お知らせ
福祉医療政策課 福祉総務係
●目撃情報
☎69-2157 Fax 63-4085
犯罪情報、ひき逃げ情報など警
6月1日
（土）から、甲賀市国際
交流協会の事務局は下記へ移転し
察からの依頼情報
〜静かで安らぎのある暮らし〜
ます。事務局の連絡先および業務
●注意報等情報
油日ニュータウン
食中毒情報、交通事故多発注 時間等に変更はありません。
（甲賀町鹿深台）分譲中！ お知らせ
移転場所 甲賀市役所 別館 2階
意報、大気汚染情報など
★残り５区画／全139区画中
甲賀市国際交流協会
【登録方法】
問合せ
■売主／甲賀市
Fax 63-8728
☎
・
登 録 にあたっては、 市ホーム
■地目／宅地
ページにある
「利用上の注意事
■用途地域／市街化調整区域
2019年度
項」
をお読みください。
■建ぺい率／60％
健診（検診）
カレンダー
①空メールを送信
お知らせ
■容積率／100％
指定医療機関の追加
空メール送信アドレス
地番
面積（㎡） 分譲価格（円）
touroku@koka-city.jp
3月15日に配布した健診（検診） 180-85 314.17
6,440,000
6,460,000
カレンダーの指定医療機関一覧に、 180-87 315.13
※右のQRコード® 
180-88
316.73
6,430,000
下記の医療機関を追加しました。
からも
180-129
299.45
6,140,000
医療機関
アクセス可
180-120 351.59
6,720,000
田代クリニック
（水口町新城696）
【周辺施設】
☎63-0530
●JR草津線油日駅まで１㎞（徒歩13分）
12ページ「高齢者の肺炎球菌感染
②URL付メールを受信
●新名神高速道路甲賀土山ICまで
「access@koka-city.jp」から、 症予防接種」医療機関に予約
８㎞（車で20分）
配信希望を登録するためのURL 23ページ「おとなの検診」医療機 ●油日小学校まで１㎞（徒歩13分）
関へ問い合わせ
が届く
●甲賀中学校まで1.7㎞（徒歩22分）
③希望する配信情報を登録
詳細は市ホームページまで
「予防接種
（子宮頸がん以外実施）
」
受信したメールのURLにアクセス 市へ予約
政策推進課 政策推進係
（健診
（検診）
カレンダー9
問合せ
し、希望する配信情報を登録する ページ参照）
☎69-2105 Fax 63-4554
▲
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相談内容／問合先

開催日

時間

人権なんでも相談＊

場所／備考
水口社会福祉センター

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

６月３日（月）

土山地域市民センター
10時～16時 甲賀大原地域市民センター
甲南第一地域市民センター
信楽地域市民センター

男女の悩みごと相談
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
人権推進課 人権政策係 ☎ 69-2148／ 63-4554

毎週月・水・金曜日
（祝日を除く）

法律相談＊

５月23日（木）

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）
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

結婚相談（婚活支援）
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
政策推進課 市民活動推進室  ☎ 69-2113／

9時～16時

５月30日（木）

水口社会福祉センター
13時～16時 かふか生涯学習館（甲賀）

６月６日（木）
５月18日（土）
６月１日（土）

水口社会福祉センター

13時～16時 市役所別館

63-4554

就労相談＊

５月21日・28日
9時30分～
６月４日・11日（火） 11時30分
9時30分～
５月15日（水）
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
11時30分
５月22日（水）
ぎを行います。
および
６月５日（水） 13時30分～
※申込不要
商工労政課 商工労政係 ☎69-2188／ 63-4087
６月12日（水）
15時30分
※祝日の場合はお休みとさせていただいております。
毎週木曜日（祝日を除く） 13時30分～
15時30分
※要予約

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊

毎週月曜日～金曜日
（祝日を除く）

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 対応者／相談支援員、就労支援員
生活支援課 生活支援係 ☎ 69-2158／ 63-4085

行政相談

9時～17時

５月17日（金）
６月３日（月）
６月５日（水）
６月13日（木）

13時30分
～
15時30分

６月13日（木）

10時～15時

年金相談

相談員/草津年金事務所職員 ※要予約
草津年金事務所 ☎077-567-1383（予約専用）/
077-562-9638（予約専用）

税務相談

市役所

商工労政課

忍の里プララ（甲南公民館）
信楽地域市民センター
土山地域市民センター
甲賀大原地域市民センター
市役所商工労政課または
各地域市民センター
市役所
生活支援課

生活支援窓口

信楽図書館

５月15日（水）

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）
滋賀行政監視行政相談センター ☎ 077-523-1100

税理士が、税務相談に応じます。
定員/先着6人（1人30分）※要予約
公益社団法人水口納税協会 
☎62-1151／ 63-0173

市役所 ３階
人権推進課 相談室

甲南情報交流センター
水口社会福祉センター
土山地域市民センター
かふか生涯学習館（甲賀）
水口社会福祉センター
2 階 中会議室

13時30分～
水口納税協会
16時30分
3 階 会議室
６月12日（水）
（受付16時まで）
５月15日（水）



発達や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）

園や学校、市役所など

青少年悩みごと相談＊
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、年末年始を除く）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
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