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INFORMATION

相
そ う だ ん

談コーナー 9 月１５日～
10 月14日 ＊印のある相談は市内在住の方の

みが対象です。

相談相談はは無料無料ですので、ですので、
お気軽にお越しください。お気軽にお越しください。

相 談 内 容 ／ 問 合 先 開 催 日 時 間 場 所

人権なんでも相談＊ 10月5日（月）

13時30分～
16時

土山地域市民センター

人権擁護委員が相談に応じます。
※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係
☎62-1828　Ｆax62-1748

10月6日（火） 甲南公民館（忍の里プララ）
10月7日（水） 甲賀大原地域市民センター
10月8日（木） 水口社会福祉センター
10月9日（金） 信楽開発センター

結婚相談（婚活支援）
①  9月19日（土）
②10月  3日（土） 13時～16時

①まちづくり活動センター
　「まるーむ」
②市役所別館２０２・２０３

結婚相談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
問 政策推進課　市民活動推進室
☎70-2595　Ｆax70-6046

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊

毎週月～金曜日
（祝日を除く）

8時30分～
17時15分

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
●対応者／相談支援員、就労支援員
問 生活支援課 　生活支援係
☎69-2158　Ｆax63-4085

行政相談   9月16日（水）

13時30分～
15時30分

信楽開発センター

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）
問 滋賀行政監視行政相談センター　☎077-523-1100

  9月18日（金）
10月  9日（金） 甲南公民館（忍の里プララ）

10月  5日（月） 水口社会福祉センター
10月  6日（火） 土山地域市民センター
10月  8日（木） かふか生涯学習館

消費生活相談
毎週月～金曜日

 （祝日除く） ９時～17時 市役所　１階
消費生活センター

消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。
●対応者／消費生活相談員
問 消費生活センター　  ☎69-2147
　 消費者ホットライン　局番なしの１８８（イヤヤ）

年金相談
11月12日（木）

令和3年1月14日（木）
※隔月開催

10時～15時 水口社会福祉センター
2階　中会議室

●相談員／草津年金事務所職員　※要予約・先着順
問 申 草津年金事務所　
☎077-567-1311（予約専用）　Ｆax077-562-9638（予約専用）

税務相談

10月14日（水）
13時30分～
16時30分      

（受付16時まで）
水口納税協会 ３階 会議室

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
問 申 公益社団法人水口納税協会　
☎62-1151　Ｆax63-0173

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。
問 申 発達支援課　☎69-2179　Ｆax69-2298（受付時間 9時～17時）

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。

問 少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎62-6010　Ｆax63-3977
 k-syonen@city.koka.lg.jp

8月20日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期されている場合があります。

掲載している催し等は、8月20日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止・延期している場合があります。

●売却する市有地　土山町北土山字芝原９５０番地１０、宅地、２８１．７１㎡、非
線引き都市計画地域、建ぺい率６０％、容積率２００％

●売却方法　一般競争入札
※ 複数の申込者が価格を競い合い、市があらかじめ定めた予定価格（最低売

却価格）以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。
●予定価格　３，２００，０００円（最低売却価格）
●申込資格　①税金を滞納していない方

　② 入札日時までに売却予定価格の１００分の５に相当する金額
を入札保証金として納付可能な方

　③ 契約時に代金の３０％、契約日から３０日以内に残金の支払い
が可能な方

●申込方法　管財課に備え付けまたは市ホームページに掲載の入札要綱をご覧
いただき、指定の用紙を下記まで持参（郵送・FAXによる申し込みはできません。）

●受付時間　８時３０分から１７時１５分まで（土日・祝日を除く）
●申込締切　９月25日（金）

管財課　財産管理係　☎６９‐２１２５　Ｆax６３‐４５６１

市有地を売却します
お知らせ

問合せ
申込み

　道路に面し、地震等で倒壊した場
合、通行に支障の出るおそれがある
ブロック塀等の撤去にかかる費用を
補助します。
●対象　撤去するブロック塀等の所

有者
●受付期間　令和３年１月２９日（金）

までの執務時間
申込書は、市ホームページに掲載し
ているほか、住宅建築課でお渡しし
ます。
●受付場所　住宅建築課
※その他詳細は下記まで

住宅建築課　建築係
☎６９‐２２１３　Ｆax６３-４６０１

ブロック塀等
撤去補助 お知らせ

問合せ
申込み

　甲賀地域での就職を希望される
方を対象に、オンラインでの合同企
業説明会を開催します。
　参加には、事前予約が必要です。
●日時　９月１１日（金）１０時～１８時

　ＬＩＶＥ・オンデマンド配信
●対象　甲賀市・湖南市内で就職を

希望する、令和３年（２０２１年）３月
に大学（院）、短期大学、高等専門
学校等を卒業予定の学生（卒業後
３年以内を含む）および若年求職者

（概ね４０歳代前半まで）。
　新型コロナウイルスの感染拡大に

より離職を余儀なくされた方。
●予約方法

商工労政課　商工労政係
☎６９-２１８８　Ｆax６３-４０８７

ＷＥＢで
甲賀市・湖南市合同
ＪＯＢフェア お知らせ

問合せ

新型コロナウイルス感染症に伴う
各種支援金の申請手続きはお済みですか？

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内商工事業者向けの支援金
の申請期限が迫っています。申請がお済みでない場合は、お急ぎください。

事業者の
皆さまへ

支援 申請期限 問合せ
家賃等の固定費を支援

（市内中小事業者固定費臨時支援金） ９月３０日(水)
消印有効

甲賀市新型コロナ
ウイルス感染症くらし・
経済コールセンター
☎６９-２１３３
Ｆax６３-４５５４

収入減でお困りの個人事業主を支援
（個人事業主臨時支援金）
「新しい生活様式」に対応した活動を支援
（地域経済活性化支援金）

１１月３０日(月)
消印有効

新しいスタイルを応援（飲食業を営む事業
主に対するテイクアウト・デリバリー支援）

１０月３０日(金)
消印有効

甲賀市商工会
☎６２-１６７６

　くすりの知識を身につけて戦乱
の世に活躍した忍者たち。甲賀の薬
草、忍者の食べ物、そして火薬など
甲賀忍者の知恵と技を探ります。
●日時　９月19日（土）～令和３年３

月31日（水）
　９時30分～17時
　※月曜休館（祝日の場合は翌日）
●場所　くすり学習館企画展示室
　※入館無料

くすり学習館
☎８８-８１１０　Ｆax７０-３６９４

くすり学習館開館10周年企画展
「くすりと甲賀忍者
� ～その知恵と技」展 お知らせ

問合せ

　中本医師が担当している毎週木
曜日の糖尿病内科は、９月24日（木）
をもって終了します。
　今後の糖尿病内科の診療は以下
のとおり行います。

みなくち診療所
☎62-3346　Ｆax63-1728

みなくち診療所
木曜日の
糖尿病内科終了 お知らせ

問合せ

糖尿病
内科

（予約制）

金曜日 ： 佐
さ と う

藤 大
だいすけ

介 医師
● 受付  ８時３０分～１２時
● 診療開始  ９時～
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