
　子育て世代の皆さんの知りたい
情報を発信しています。おでかけ
情報やイベント情報は年齢別に検
索できます。LINE＠やメルマガも
配信中。

　登録していただいたメールアドレスに子育
て支援情報を週に１回程度配信しています。

kokaksdt@star7.jpに空メー
ルを送信。または、上記二次
元コードから。

子育て情報はこちらから
甲賀流！こうか子育て応援サイト
ここまあちねっと

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

配信
登録

「甲賀子育て
応援メール」配信中!

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

　毎週火曜日は市役所市民課
で、戸籍・住民票・税証明な
どの証明書発行、印鑑登録等を
19時まで行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けでき
ない業務がありますので、対応でき
る内容については下記までお問い合
わせください。

　マイナンバーカードで各種証
明書がコンビニで取得できま
す。（取得できる証明書は下記
までご確認ください。）

10月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)
1日、8日、15日、29日です。

マイナちゃんからの
お知らせ

市民課�
☎69-2138�Fax 65-6338

問合せ

●市県民税（３期）
●国民健康保険税（７期）
●利用者負担額（保育料）
●利用者負担額（幼稚園使用料）
●介護保険料（７期）
●後期高齢者医療保険料 ●水道料金

納期限は10月31日（木）です。

納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の
納税 

子育て政策課�子育て政策係�
☎69-2176� Fax�69-2298

問合せ

「広報こうか」が、ホームページ・フェイスブックでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

個人情報が守られるように

もっとゆたかに　〜人権保障のとりくみ〜

�市民課�市民窓口係　　　☎69-2137　Fax�65-6338
�人権推進課�人権教育室　☎69-2148　Fax�63-4554

問合せ

市では、平成25年１月１日から、本人通知制度を実施しています。

本人通知制度とは、戸籍や住民票の写しなどを本人以外（本人の

代理人や第三者）に交付した事実を、事前に申し込みのあった本人

に対して郵送でお知らせするものです。

この制度により、不正請求および不正取得による個人の権利の侵

害に対し抑制力を持たせる効果が期待できます。

このように市では、一人ひとりの人権が守られ、安心して暮らすこ

とができるように努めています。

▲

日時　10月27日（日）、11月4日
（月・振）、10日（日）、17日（日）、
24日（日）13時30分～15時▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」▲

対象　中国語を初めて学ぶ方▲

定員　15人▲

参加費　甲賀市国際交流協会
　会　員　2,000円
　非会員　5,000円▲

申込締切　10月18日（金）
甲賀市国際交流協会�
☎63-8728� Fax�70-6468

問合せ
申込み

中国語講座 受講生
募  集

　遺跡発掘に必要な知識と技能を
学びます。（実際の発掘体験あり）▲

日時　11月6日（水）、7日（木）、
8日（金）、19日（火）、20日（水）、
21日（木）13時～16時（全6日間）▲

場所　滋賀県埋蔵文化財セン
ター（大津市）他▲

対象　58歳以上の県内在住者

滋賀県シルバー人材センター
連合会 シニア対象「講習会」
遺跡発掘技能講習 募  集

　市民の皆さんに広く活用いただ
いている「健診（検診）カレンダー」
に広告を掲載しませんか。▲

掲載場所　令和2年度健診（検
診）カレンダーで市の指定する位
置（位置指定不可）▲

発行時期　令和2年3月発行予定▲

発行部数　31,000部▲

募集枠数　最大12枠▲

広告規格料金　� �
①�縦50㎜×横55㎜� �
22,000円（税込）

　②�縦50㎜×横120㎜� �
44,000円（税込）▲

申込期間　10月15日（火）～11
月15日（金）の執務時間内� �
※土日・祝日を除く▲

申込方法　申込書・原稿・納税
証明書（市外の申込者に限る）・
誓約書・役員調書の5点を下記
まで
※詳細は市ホームページまで

すこやか支援課� �
全世代包括支援係�
☎69-2167� Fax�63-4085

問合せ
申込み

「健診（検診）カレンダー」
広告 募  集

　記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説
明会」「決算説明会」ならびに10月からの消費税の軽減税率制度につい
ての「消費税軽減税率制度説明会」を実施します。

●記帳説明会（全２回）
日　時 場�　所 講　師

10月15日（火）
10時～12時

水口納税協会３階会議室（税務署の隣）
税理士

10月17日（木） 湖南市商工会（サンライフ甲西）

●決算説明会（全１回）
日　時 場�　所 講　師

12月10日（火） 10時～12時 水口納税協会３階会議室（税務署の隣） 税理士

●消費税軽減税率制度説明会（全７回）
日　時 場�　所 講　師

10月15日（火） 12時～13時 水口納税協会３階会議室（税務署の隣）

署職員

10月16日（水）
15時10分～
16時10分

甲賀市碧水ホール

10月17日（木） 12時～13時 湖南市商工会（サンライフ甲西）

11月21日（木） 15時30分～
16時30分

あいこうか市民ホール

11月22日（金） 湖南市甲西文化ホール

12月３日（火）
12時～13時 水口納税協会３階会議室（税務署の隣）

12月10日（火）

※�全ての事業者の方に関係のある制度であり、一人でも多くの方の参加
をお願いします。

水口税務署�個人課税部門� ☎62-0314� ※自動音声によるご案内問合せ

水口税務署　記帳説明会等のご案内
お知らせ

　ジェネリック医薬品（後発医薬
品）とは、先発医薬品（新薬）の特
許が切れた後に他の医薬品メー
カーが製造し、先発医薬品と同じ
有効成分、効能・効果があると厚
生労働省が認めた価格の安い医
薬品です。
　ジェネリック医薬品への変更に
不安がある場合、期間を設けて使
用することもできますので、かかり
つけの医師・薬剤師にご相談くだ
さい。
　また、保険証発送時に同封して
いる「希望シール」や「お願いカー
ド」を活用し、ジェネリック医薬品
を希望する時に提示してください。

保険年金課�
国保年金係�
☎69-2140� Fax�63-4618
後期高齢者医療係�
☎69-2142� Fax�63-4618

問合せ

ジェネリック医薬品を
使ってみませんか お知らせ

　結婚や出産等で離職し、市内で
再就職を希望する女性を対象とし
たセミナーと市内企業・事業所と
の合同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、
参加求職者を採用予定の企業で
あって、ハローワークに求人申
込みをしている市内の企業・事
業所▲

募集期間　10月8日（火）～24日（木）��
出展企業数16社� �
《先着10社、イクボス宣言企業、
女性活躍認定および推進企業先
着6社》

※応募方法等詳細は、市ホーム
ページまで

※出展決定企業・事業所は、12
月4日（水）開催予定の事前説明
会に出席していただきます。フェ
ア当日の詳細は、事前説明会で
お知らせします。

女性のためのお仕事フェア� �
（お仕事セミナー＆合同就職� �
面接会）出展企業・事業所 募  集

▲

定員　20人▲

申込締切　10月25日（金）
※参加費無料

滋賀県シルバー人材センター
連合会�
☎077-525-4128

問合せ
申込み

女性のためのお仕事フェア▲

日時　令和2年1月16日（木）� �
10時～13時30分▲

場所　碧水ホール
商工労政課�女性活躍推進室�
☎69-2189� Fax�63-4087

問合せ
申込み

　プロのミュージシャンと一緒に
歌ってみませんか。▲

募集期間� 10月5日（土）～26日（土）▲

応募資格　4人以上のグループ� �
（年齢、合唱の経験年数は問い
ません。）▲

募集人数　50人（応募多数の場
合は、グループ単位で抽選）▲

本番日時　令和2年2月1日（土）��
午後リハーサル　夜本番▲

共演曲目数　2曲　� �
※曲名は共演者に発表します。▲

申込方法　電話・メールでグ
ループの代表者氏名、連絡先、
人数を下記まで
あいこうか市民ホール� �
（月曜休館）�
☎62-2626� Fax�62-2625�
�aikoka-hall＠city.koka.

lg.jp

問合せ
申込み

宝くじまちの音楽会～岩
いわ

崎
さき

宏
ひろ

美
み

with宗
そう

次
じ

郎
ろう

～心のふるさとを� �
求めて～ 共演合唱グループ 募  集
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