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弁護士による無料法律相談
※事前予約が必要です。
※相談はどなたでも受けられます。

■水口町商工会
日　時／ 12月21日（金）13：00〜16：00
場　所／水口商工会館2階

問…水口町商工会
262-1676　563-1051

■甲南町商工会
日　時／ 12月20日（木）13：00〜16：00
場　所／甲南町商工会館2階

問…甲南町商工会
286-2016　586-5818

2008年版県民手帳を
お受け取りください

　9月にご予約いただきました県民手
帳が届きました。お申し込みいただい
た方は、最寄りの支所（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　企画政策担当
　265-0670　563−4554

工業統計調査にご協力
ください

　平成19年工業統計調査を12月31日
現在で実施します。この調査は、製造
業を営む事業所が対象となります。
　調査の実施に当たっては、12月か
ら来年1月にかけて調査員が事業所へ
お伺いしますので、ご協力をお願いし
ます。
　なお、調査票に記入していただいた
内容は、統計法に基づき秘密が厳守さ
れますので、正確な記入をお願いしま
す。調査員は「調査員証」を必ず携行
していますので、ご確認のうえ調査に
ご協力ください。

問…企画政策課　企画政策担当
　265-0670　563−4554

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

受付期間
（郵送不可）

平成20年
2月6日（水）〜
8日（金）

平成20年
2月4日（月）・
5日（火）

平成20年
1月28日（月）・
29日（火）

平成20年
1月28日（月）・
29日（火）

受付場所 水口庁舎3階　第1・2会議室 水口庁舎2階　契約検査課
受付時間 9：00〜11：30、13：30〜16：00
有効期間 1年間 2年間

※市外業者の受付については提出要項をご覧ください。

問…契約検査課　265-0678　563-4561

平成20年度　競争参加資格審査申請の受付
　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（市ホームページに掲載、又は契約検査課及び各支所で配布中）
をご覧ください。ただし役務提供及び物品供給等については、本年は中間年になり
ますので、平成19年度に登録されている方は、申請の必要はありません。

※市内業者及び準市内業者（市内にある本店、支店又は営業所）の受付は次のとおりです。

①HPからカンタン申告	 ②最高5,000円の税額控除
	 ③添付書類が提出不要	 ④還付金がスピーディー

ｅ-Taxを利用して所得税の申告をすると

甲南中央運動公園トレーニングハウス
初回使用者講習会
毎月第3火曜日19：00〜21：00
毎月第3土曜日 9 ：30〜11：30

　どちらか都合の良い日で受講くださ
い。

受講料／ 500円（事前申込必要です。）
日　時／ 12月15日（土） 9 ：30〜11：30
　　　　 12月18日（火）19：00〜21：00

問…甲南B&G海洋センター
286-6971　586-6984

年金セミナー
〜今だから知りたい、年金あれこれ〜

　年金の仕組み等、年金に関する基礎
的なお話や最新情報を通じて、年金に
対するさまざまな不安・疑問を解消し
ましょう。

日　時／平成20年1月19日（土）
　　　　13：30〜16：30
場　所／甲南町商工会館　2階
内　容／年金の基礎的な仕組みと自身

の年金納付記録の確認方法、
年金受給とライフスタイル別
年金シミュレーション、年金
の繰上げ、繰下げ受給、年金
手続の方法及びその他留意点

定　員／先着30名（定員になり次第締切）
申込方法／平日の8：30〜17：15に、下

記までお申し込みください。
電話・FAXでもお申し込みい
ただけます。

問…甲南町商工会
286-2016　586-5818

職業生活設計セミナー
●知っておきたい年金の知識（年金基礎編）
日　時／ 12月7日（金）13：30〜15：30

●定年後の税金と確定申告
日　時／ 12月14日（金）18：00〜20：00

●利口な社会保険受給のために
日　時／ 12月21日（金）13：30〜15：30

【共通事項】
場　所／滋賀高齢期雇用就業支援コー

ナー（JR大津駅前滋賀ビル8階）
定　員／各20名（予約制）
参加費／無料
申込方法／開催日の前日までに、下記

までお申し込みください。

問・申…
　滋賀高齢期雇用就業支援コーナー
　2077-527-2201
　5077-527-2230
　Eメール：koureiki@ex.biwa.ne.jp

滋賀県パスポートセンター
米原出張窓口休業日の
お知らせ

　下記の日は、県立文化産業交流会館が
休館日のため休業させていただきます。
　なお、大津の窓口（ピアザ淡海　大
津市におの浜一丁目1-20）は、土・日・
祝日を除き、通常どおり申請受付業務
を行っています。

休業日／ 12月25日（火）、平成20年
1月15日（火）

問…滋賀県パスポートセンター
　2077-527-3323
　5077-527-3329

12月の1日社会保険
相談所の開設

　12月の1日社会保険相談所の開設日
は次のとおりです。

日　時／ 12月13日（木）
　　　　（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

労働相談窓口の開設
　社会保険労務士による無料相談窓口
を開設します。
　「突然の解雇」、「賃金カット」、「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12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／電話で予約を受け付けます。
※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…商工観光課　労政担当
　　265-0710　563-4087

ご自宅のパソコンから申告などの手続きが簡単にできます。
詳しくは		イータックス		で検索（www.e-tax.nta.go.jp）

ｅ-Taxをご利用ください

夜空旅人（天体観望会）
12月8日（土）

「クリスマスが近づく頃、
火星が地球に接近☆」

　火星はギリシャ語で「アレス」と呼ば
れ、その赤い色から「戦の神」といわれ
ています。
　約2年2か月周期で接近する地球と
火星は、今年12月19日（水）に再び接
近します。接近したとき火星はとても
明るくなり、望遠鏡を使えばその模様
まで見えるかもしれません。

場　所／かふか生涯学習館
時　間／ 19：30〜21：30
受　付／下記までお電話ください
　　　　（先着40名）

問・申…かふか生涯学習館
288-4100　588-5055

『忍の里プララ』12月の催し
　今年も、パワーアップした灯火でプ
ララを飾ります。

●音と光のプロムナード　2007　
日　時／ 12月15日（土）
　　　　 10：00〜18：00予定
内　容／ライブ演奏、模擬店、遊び体

験コーナー、イルミネーショ
ン点灯（時間17：00）、ゲスト
コーナー（ジャズ）

●ロビーコンサート　
日　時／ 12月23日（日）14：00〜14：45
内　容／フルート・ヴァイオリン・ピ

アノの演奏
主な曲目／○見上げてごらん夜の星を
　　　　○浜辺の歌
　　　　○日本の四季メドレー
　　　　○クリスマスメドレーほか

問…忍の里プララ
　　（甲南情報交流センター）

286-1046　586-8119

あいの土山文化ホール
クリスマスロビーコンサート
「ジングルベルの甘い調べ」

　クラシックのアンサンブルでお届
けする一足早いクリスマス…。ティー
タイムブレイクしながら、いっしょに
クリスマスソングを口ずさんでみま
せんか！

出　演／○ピアノ　岸
きしもと

本佳
よ し み

美
　　　　○チェロ　辻

つじ

　寛
ひ ろ こ

子
　　　　○ソプラノ　山

やまもと

本哲
て つ こ

子
プログラム／
　　　　○アメージンググレイス
　　　　○アヴェマリア
　　　　○クリスマスメドレー ほか
日　時／ 12月15日（土）
　　　　 14：00開演（13：30開場）
場　所／あいの土山文化ホール
入場料／ 500円（コーヒー＆スウィーツ付き）
※全席自由

問…あいの土山文化ホール
266-1602　566-1603

年末の交通安全県民運動
　県民一人ひとりの交通安全意識の高
揚を図り、交通ルールの遵守と正しい
交通マナーを習慣づけることにより、
交通事故の防止を図るため、次のとお
り運動を実施します。

実施期間／ 12月1日（土）〜31日（月）
運動の重点／

■飲酒運転の根絶
■高齢者の交通事故防止
■全席シートベルト、チャイルド

シートの正しい着用の徹底
■夕暮れ時、夜間の交通事故防止

問…滋賀県土木交通部交通政策課
　　2077-528-4582
　　生活環境課
　　265-0686　563-4582

問・申…
　草津社会保険事務所
　2077-567-1311
　2077-567-1383（予約専用）
　保険年金課
　265-0688　563-4618
　（市役所へは予約申し込みできません）

家屋を取り壊された
ときは家屋滅失申請書の
提出を

　平成20年度の家屋にかかる固定資
産の課税は、平成20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19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）、12月
12日（水）までに「家屋滅失申請書」を
提出してください。12月17日（月）か
ら28日（金）の間で現況を確認させて
いただきます。なお法務局にて滅失登
記をされた場合は提出していただく必
要はありません。
　家屋滅失申請書の様式の必要な方
は、各支所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、市ホー
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　資産税係
　265-0680　563-4574

  12月は
 「地球温暖化防止月間」です
<心がけよう省エネライフ>

　○使わない電気製品をスイッチオフ
　○アイドリング・ストップをしよう
　○ごみ減量化・リサイクルを進めよう
　○買い物にはマイバッグを持参しよう
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