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　本格的に冷え込むこの季節は、
暖房器具を使用される機会が増え
ることで火災が起こりやすくなりま
す。また、年末の慌しさから火気に
対する注意力が低下します。火災
を起こさないためにも次の「３つの
習慣・５つの対策」を行いましょう。

【３つの習慣】
○�寝たばこは、絶対やめる。
○��ストーブは、燃えやすいものか
ら離れた位置で使用する。

○��ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。

【５つの対策】
○��逃げ遅れを防ぐために、寝室に
住宅用火災警報器を設置する。

○��寝具、衣類およびカーテンは、
防炎品を使用する。

○��火を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する。

○��お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制
をつくる。

○��家の周りに燃えやすい物を置か
ないようにし、放火されない環
境をつくる。

　そのほか、住宅防火に関する情
報は、総務省消防庁のホームペー
ジまで
http://www.fdma.go.jp/�html/
life/juukei.html

甲賀広域行政組合
消防本部 予防課 
☎63-7932 Fax 63-7940

問合せ

年末の防火対策を
しましょう お知らせ

　特別徴収制度は、給与支払者
（事業者）が所得税の源泉徴収と
同様に、毎月従業員に支払う給与
から個人住民税を徴収（引き去り）
し、納入する制度です。
　地方税法により、給与を支払う事
業者は原則、個人住民税を特別徴
収していただくことになっています。
　なお、従業員が常時10人未満の
事業者は、申請により、通常12回
の納期を2回とすることができます。
特別徴収のメリット
■給与所得者（従業員）は･･･
　○�毎月、給与から徴収（引き去り）さ

れるため、納め忘れがありません。
　○�納期が、普通徴収（個人での納付

書、口座振替による納付）の4回に
比べ、特別徴収は12回で、1回当
たりの負担が少なくて済みます。
事務手続きに関すること  
税務課 市民税係 
☎69-2128 Fax 63-4574
特別徴収の推進の取り組みに
関すること
滋賀県 総務部 税政課 
☎077-528-3213

問合せ

市・県民税
（個人住民税）の
特別徴収制度について お知らせ

　農業用水路に粗大ゴミや一般の家
庭ゴミなどが多く捨てられ、水路が詰
まり、水があふれ市民の皆さんにご
迷惑をかける事態が起きています。
　また、刈草が水路に詰まり、水
があふれる事態も多く見られてい
ますので、水路周辺で草刈をする
際には、刈った草が水路に落ちな
いよう注意してください。
　なお冬季でも大きな水路では多
くの水が流れ大変危険ですので、
大きな水路や水量の多い水路には
近づかないでください。

農業振興課 農村整備室 
☎69-2195 Fax 63-4592
野洲川土地改良区 
☎62-1154 Fax 63-0674

問合せ

水路にゴミや刈草を
流さないで お知らせ

▲

内容　この制度は、高齢者の皆
さんが、ボランティア活動を通
して地域貢献や社会参加をする
ことで、ご自身の健康づくりと生
きがいづくりにつながり、より元
気になることを目的としています。
指定された市内の施設でボラン
ティア活動を行い、ポイントを
取得すれば、活動時間に応じて
地域の特産品と交換することが
できます。ぜひ得意なことを活
かして活動してみませんか。▲

対象� 次の①～③を全て満たす方
①�65歳以上で市内に住所を有していること
②�要介護認定および要支援認定
を受けていないこと
③�介護保険料の未納および滞納がないこと▲

申込方法　下記で申請してくだ
さい。ただし、登録には所定の
研修を受ける必要があります。

甲賀市社会福祉協議会 
☎76-3287 Fax 63-2021

問合せ
申込み

高齢者介護予防
ボランティア・ポイント
制度の登録について お知らせ

　JR草津線の油日駅、甲賀駅、
寺庄駅、甲南駅の４駅は、市が、
甲賀市民交流駅として条例で定め、
各駅の管理運営経費を負担しサー
ビスを行っています。
　この各駅で売り上げた切符や定
期券の購入、ICOCAのチャージの
代金の一部はJRから手数料として
市へ支払われ、各駅の管理運営経
費に活用しています。今後も市民
交流駅を持続発展させるためにも、
JR草津線をより一層ご利用いただ
くとともに、切符等は市民交流駅で
の購入にご協力をお願いします。
　なお、市民交流駅では、下記の
一部受けられないサービスもあり
ますのでご注意ください。
• ICOCAの払い戻し
• ICOCA定期の販売
• ジパング倶楽部割引　など

公共交通推進課 公共交通推進係 
☎69-2215 Fax 63-4601

問合せ

乗車切符・定期券の
購入、ICOCAチャージ
は市民交流駅で お知らせ

　市では、市税や使用料などのお
支払いに、口座振替への切り替え
を勧めています。

【便利】�納期ごとに市役所や金融
機関へ行って支払う必要が
なくなります。一度、口座
振替の手続きをすると翌年
以降も自動継続されます。

【安全】�現金を持ち歩く必要があり
ません。

【確実】�納め忘れがなく、通帳の記
載内容から支払履歴が確
認できます。▲

申込方法　市内各金融機関に
備え付けの口座振替申込書に必
要事項を記入し、通帳のお届印
を押印後、振替を希望される金
融機関の窓口へ直接お申し込み
ください。通常、翌月以降から
振替開始となります。▲

取扱金融機関　滋賀銀行、関
西みらい銀行、甲賀農業協同組
合、湖東信用金庫、滋賀県信
用組合、京都銀行、近畿労働
金庫、グリーン近江農業協同組
合、滋賀県民信用組合、ゆうちょ
銀行、郵便局

税務課 収納推進係 
☎69-2130 Fax 63-4574問合せ

口座振替の登録は
お済みですか お知らせ

　ふるさと納税の返礼品に出して
みたいけど、制度がよくわからな
い。そんな疑問に担当職員がお答
えします。▲

日時　12月13日（金）、18日（水）
10時～16時（1事業者30分程度）▲

会場　信楽地域市民センター　
会議室B▲

申込方法　電話で下記まで
政策推進課 政策推進係 
☎69-2105  Fax 63-4554

問合せ
申込み

ふるさと納税返礼品
出展者相談窓口 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　12月4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に登録
し、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。
危機管理課 防災危機管理係 
☎69-2103 Fax 63-4619問合せ

12月4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

　民間の賃貸住宅入居者で市営住宅
入居基準等を満たす方を対象とします。▲

募集期間　12月２日（月）～16日（月）▲

申込方法　募集案内や申込書等
は、12月2日から住宅建築課お
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
ンターで配付します。（市ホーム
ページでもダウンロード可）▲

募集件数　５件程度
※応募者多数の場合は抽選

住宅建築課 公営住宅係 
☎69-2212 Fax 63-4601

問合せ
申込み

家賃を最大2万円
補助します お知らせ

　首都圏で学ぶ滋賀県出身者の学
生生活を支援する湖国協会では、
令和２年度の入寮生を募集してい
ます。
　首都圏の大学等に進学を予定さ
れている方は、下記までお問い合
わせください。▲

場所　東京都武蔵野市西久保
２丁目15番30号（湖国寮）� �
JR中央線三鷹駅から徒歩約10分▲

対象　18歳以上の大学、専門
学校等へ進学の学生▲

寮費　（2人部屋の場合）1日2
食付（朝食・夕食）6.5万円／月

※（その他）電気代・水道代は実
費負担、年次途中の入寮可▲

申込方法　電話・FAX（受付時
間：平日９時～17時）またはホー
ムページで下記まで

公益財団法人 湖国協会 湖国寮 
☎・Fax   
0422-55-1135  
ホームページ
http://www.kokokuryo.com

問合せ
申込み

首都圏で学ぶ
学生の皆さんへ
令和２年度 湖国寮入寮生 募  集

　市では、現在、公設19箇所と民
設２箇所の児童クラブを開設して
います。児童クラブの充実を図るた
め、新たに民設での児童クラブの
開設を検討されている、意欲のあ
る事業者を募集します。
※�児童クラブとは、仕事等により昼
間家庭に保護者がいない小学生
に対し、放課後等に遊びや生活
の場を提供し、健全な育成を図
るための施設です。

子育て政策課 子育て政策係 
☎69-2176 Fax 69-2298

問合せ

民設民営児童クラブの
開設事業者 募  集
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