
情 報 の ま ど 

　平成１９年度の家屋にかかる固定資
産の課税は、平成１９年１月１日現在
に存在するか否かで判断します。そ
こで平成１８年中に家屋を滅失された
場合（予定されている場合も含む）、
下記の日程までに「家屋滅失申請書」
を提出してください。１２月１８日から
２８日の間で現況を確認させていただ
きます。なお法務局で滅失登記をさ
れた場合は提出していただく必要は
ありません。 

12月13日（水）まで 
　家屋滅失申請書の様式は、各支所
総合窓口課または市役所税務課資産
税係までお申し出ください。また、
ホームページにも掲載していますの
でご利用ください。 

●問 　税務課 
　　� 65ー0680　� 63ー4574

家屋を取り壊された 
ときは報告を 

　年末は、慌ただしさや交通量の増加
に加え、飲酒の機会が増えることなど
から交通事故の多発が懸念されます。
このため、県民一人ひとりの交通安全
意識の高揚を図り、交通ルールの理解
と正しい交通行動の実践につなげるこ
とにより「交通死亡事故ゼロ滋賀」の
実現を目指します。 

実施期間■12月1日（金）～12月31日（日） 
重点事項■ 
●飲酒運転の根絶 
●高齢者の交通事故防止 
●シートベルト（後部座席を含む全
席）、チャイルドーシートの正し
い着用の徹底 

●問　滋賀県土木交通部交通政策課 
　　� 077ー528ー3682 
　　市民生活課 
　　� 65ー0686　� 63ー4582

年末の交通安全県民運動 

　血液を必要とされる患者さんが安
心して輸血が受けられるように、１
人でも多くの方のご協力をお願いし
ます。なお、成分献血は事前に予約
が必要ですので、ご協力いただける
場合は下記までご連絡ください。 
　なお、安全に献血していただくた
め、献血の間隔が定められています。
また、海外渡航歴のある方（英国）に
ついて、献血の制限が設けられてい
ます。詳しくは下記までお問い合わ
せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本人確認のため、当日に免許証等
の提示をお願いしております。献
血手帳とあわせてお持ちください。 

献血場所 
日　　時 

申込締切 

申　　込 
問い合わせ 

甲南保健センター 
12月20日（水） 

成分献血 
10：00、11：00、13：00 
14：00、15：00

12月13日（水） 

甲南保健センター 
� ８６-５９３４　� ８６-５９７４ 

成分献血のお願い 

　便利で快適な生活になる一方で、
私たちは大量のエネルギーを消費し、
大気中に二酸化炭素（CO2）を排出し
てきました。二酸化炭素の増加によ
る地球の温暖化は国際的な環境問題
となっています。特に冬期は、植物
の光合成はゼロであり、森林のCO2
吸収能力が低下します。 
　人々の生活に大きな影響をもたらす地
球の温暖化を防止するためには、私たち
一人ひとりの環境への配慮が不可欠です。 
生活を見直し、地球を温暖化から守るた
め私たちにできること、はじめませんか。 

　　～地球温暖化防止のための 
　　　エコライフ4つの心がけ～ 
「節電しよう」使わない電気製品のスイッチオフ 
→家族が同じ部屋で団らんし暖房と照
明を2割減らせばCO2約240kgカッ
ト／年。約11,000円／年の節約 
→待機電力を90%減らせばCO2約
87kgカット／年。約6,000円／年の
節約 

自動車駐停車時の 
　　「アイドリング・ストップをしよう」 
→1日5分間でCO2約39kgカット／年。
約2,000円／年の節約 

「マイバックを持参し省包装商品を選
ぼう」買物袋の持参など環境に優しい
お買物 
→トレーやラップ・レジ袋を減らせば
CO2約58kgカット／年 

「ごみ減量化・リサイクルを進めよう」
ものを大切に 

●問　環境課　エコライフ推進係 
　　� 65ー0691　� 63ー4582

12月は 
地球温暖化防止月間です 

　社会保険労務士による無料相談窓口
を開設します。 
　解雇、賃金、年金、保険など労働に関す
るあらゆる相談をお受けします。 

日　時■12月13日（水） 
14：00～16：00 

場　所■水口社会福祉センター2階 
　　　　（水口税務署北隣） 
受　付■電話予約（先着4名） 
※予約なしにお越しいただいても結
構ですが、予約のある方を優先し
ます。 

●問 ●申　商工観光課 
　　� 65ー0710　� 63ー4087

労働相談窓口の開設 

　９月にご予約いただきました県民
手帳をお渡しします。 
　申し込まれた方は、最寄の支所地
域振興課（水口地区は企画政策課）で
現金と引き換えに手帳をお受け取り
ください。 
　金額は１冊５００円です。 

●問 　企画政策課 
　　� 65ー0670　� 63ー4554

2007年版県民手帳を 
お渡しします 

車両の概要■ 
車　　名　トヨタ クラウン マジェスタ 
車両番号　滋賀33ま316 
初年度登録年月　平成9年11月 
色　　　　黒 
予定価格（最低売却価格）■ 
　300,000円（税抜） 
入札日■12月19日（火） 
受付日■12月1日（金）～12月14日（木） 
申込方法■申込資格等の詳細は、財

政課に備え付けまたは市
ホームページからダウン
ロードした入札要綱をご
覧いただき、指定の用紙
でお申込みください。（郵
送による申し込みはでき
ません。） 

●問 　財政課　財産管理係 
　　� 65ー0677　� 63ー4561

市公用車の売却 

飲酒運転は犯罪です！  

お知らせ 

日　時■12月21日（木）13：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター 
※１２月７日（木）８：３０から予約受付 
定　員■6名（1人30分） 
申込方法■相談は予約制です 
※相談日の２週間前から電話・来所
　により先着順です。 
予約先■甲賀市社会福祉協議会 
　　　　（水口社会福祉センター2階） 
予約電話■62ー8085 
相談員■滋賀県弁護士会所属の弁護士 
※相談は無料で秘密は厳守します。 

●問 　甲賀市社会福祉協議会 
　　� 62ー8085　� 63ー2021 
 　　社会福祉課 
　　� 65ー0700　� 63ー4085

法  律  相  談 

　近年、地震などの大規模災害が多発
しています。聴覚障がい者は情報の
入手が困難なため、自力での避難に
は限界があります。そのため、当事
者や近隣者、関係者などが災害発生
時の行動について理解・関心を持つ
ことが大切です。 
　そこでこの度、地域での災害時の
助け合いについて、ともに考えるこ
とを目的に防災学習会を開催します。
関心のある方はぜひご参加ください。 

日　時■12月16日（土） 
9：30～12：00　※雨天決行 

場　所■甲賀広域行政組合消防本部 
水口消防署 

内　容■ 
①防災訓練　起震体験や煙体験など 
②訓練体験後の講義・意見交換会 
・消防署からの講義 
（訓練の反省や今後の注意点など） 
・参加者同士の意見交換 
対象者■甲賀市・湖南市在住の聴覚

障がい者とその家族及び関
心をお持ちの方 

参加費■無料 
申込締切■12月7日（木） 
申込方法■電話もしくはファックス

により下記まで 

●問　甲賀県事務所健康福祉部 
　　� 63ー6148　� 63ー6142

聴覚障がい者防災学習会 
―みんなで学びあいましょうー 

　甲賀市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等、役務提供及び物品供
給等の入札参加資格審査申請の受付を下記のとおり行います。申請書書式、添付
書類等の詳細は、提出要項（甲賀市ホームページに掲載または財政課及び各支所
で配布中）をご覧ください。 

平成19年度　競争参加資格審査申請の受付 

●問　財政課　契約検査室　　� 65ー0678　� 63ー4561

※市外業者の受付については提出要項をご覧ください。 ※郵送不可です 

市内業者及び準市内業者（甲賀市内にある本店、支店又は営業所） 

受付期間 
（土・日曜日を除く） 

 

受付場所 

受付時間 

有効期間 

建設工事 測量・建設 
コンサルタント等 

役務提供 物品供給等 

平成19年2月6日（火） 
～ 

平成19年2月9日（金） 

平成19年2月2日（金） 
～ 

平成19年2月5日（月） 

平成19年1月25日（木） 
～ 

平成19年1月29日（月） 

平成19年1月22日（月） 
～ 

平成19年1月24日（水） 

水口庁舎3階　第1・2会議室 

午前9：00～11：30　　午後1：30～午後4：00

1年間 3年間 

　１日社会保険相談所の開設日は次の
とおりです。 

日　程■12月6日（水）・20日（水） 
（予約制になっていますので、
事前に草津社会保険事務所
へ申し込みをお願いします。） 

場　所■水口社会福祉センター2階　
中会議室 

持ち物■年金手帳・年金証書・雇用
保険証または受給者証・過
去に勤務した会社等の職歴
メモ・認印 

●問 　草津社会保険事務所 
　　� 077ー567ー1311 
　　� 077ー567ー1383（予約専用） 
　　� 077ー562ー9638 
　　 市役所保険年金課 
　　� 65ー0688 
　　（市役所では予約申込みできません） 

12月の1日社会保険相談所 

12月3日（日）　9：00～12：00 

　上記の期間、甲賀支所で電気設備
の点検のため停電となります。この
間、自動交付機や発券機が停止しま
すので、住民票、印鑑証明書、くみ
取り券などが発行できません。 
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。 

●問 　甲賀支所　総合窓口課 
　　� 88ー4103　� 88ー3104

甲賀支所自動交付機などの 
稼動停止のお知らせ 

　信楽運動公園では、競技施設等の機
能向上のため下記の期間工事を行いま
す。その間、公園への入場を禁止させ
て頂きます。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解、ご協力をお願いします。 

工事期間■12月18日（月）～28日（木） 

●問　都市計画課　公園緑地係 
　　� 65ー0720　� 63ー4601

信楽運動公園の 
工事に伴う入場規制 

対　象■ 
①平成8年法改正の第18回い号および
平成13年法改正の第20回い号の受給
権者で次の要件を満たす方 

（継続分）夫である戦傷病者が平成18
年10月1日現在ご健在であること 

（特例分）夫である戦傷病者が平成8年
10月1日から平成15年3月31日まで
の間に死亡されていること 

②平成13年4月2日以降、夫が新たに増
加恩給等の年金給付対象となる戦傷
病者に該当することになり、平成15
年4月1日において夫である戦傷病者
が当該年金の給付を受けていること 

請求受付先■各支所総合窓口課 
請求期限■平成21年9月30日 

●問 　社会福祉課  福祉政策係 
　　� 65ー0700　� 63ー4085 
 　　滋賀県健康福祉政策課 
　　� 077ー528ー3514 
　　� 077ー528ー4850

戦傷病者等の妻の方に 
特別給付金が支給されます 

せんしょうびょうしゃ 

あなたを狙う　振り込め詐欺「あわてず  あせらず  落ち着いて」 
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