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市職員や税務署職員を名乗る不審な電話による振り込め詐欺が
多発しています。皆さんご注意を。

水口歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　12月16日（火）は、展示替えのため
休館します。申し訳ありませんが、ご
了承ください。

問…水口歴史民俗資料館
　　262-7141　563-4737

自動交付機停止のお知らせ
　電算機器の移転に伴い、（市民窓口セ
ンター及び各支所の自動交付機、住民
票、印鑑証明書発行）を停止させてい
ただきます。ご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解ご協力をよろしくお願い
します。
停止日／12月20日（土）、21日（日）

12月27日（土）〜平成21年1月
4日（日）

問…市民課
　　265-0683　 65-6338

国民年金保険料控除証明
書が送付されます

　確定申告に必要となるため、11月
上旬と翌年2月上旬に社会保険庁より、
「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が送付されます。
送付対象／

【11月送付分】
　平成20年1月1日から9月30日ま
でに国民年金保険料を納付された分

【翌年2月送付分】
　平成20年1月1日から12月31日ま
でに国民年金保険料を納付された分
※お手元に通知書が届きましたら、

内容をご確認の上、年末調整及び
確定申告まで大切に保管していた
だきますようお願いいたします。
なお、控除証明についてのお問い
合 わ せ は0570-070-117（専用）
へお願いします。

問…保険年金課
　　265-0688　563-4618

調理師業務従事者届の提
出について

　調理師免許を所持し、現に飲食店や
給食施設等で働いている方は、調理師
法により、調理師業務従事者届を提出
することになっています。
　届出を必要とする調理師の方は、調
理師業務従事者届に平成20年12月31
日現在の状況を書き込んで提出してく
ださい。
提出期間／平成21年1月5日（月）〜

15日（木）（土・日曜、祝日除く）
提出先／社団法人滋賀県調理師会（郵

送可）
※届出用紙は、各保健所、滋賀県健康
推進課、（社）滋賀県調理師会で配布
しています。また、滋賀県ホームペー
ジからもダウンロードできます。）

問…県健康福祉部健康推進課
　　2077-528-3615
　　5077-528-4857
　　（社）滋賀県調理師会

〒520-0043
大津市中央二丁目4番28号　錦ビル301号

　　 / 077-524-0129

平成21年度児童クラブ
（水口地域）利用申込受付

児童クラブ名／
水口児童クラブ（水口町八坂）
綾野児童クラブ（水口町八坂）
貴生川児童クラブ（水口町三大寺）
伴谷児童クラブ（水口町伴中山）
伴谷東児童クラブ（水口町山）
柏木児童クラブ（水口町北脇）

受付日時／平成21年1月8日（木）・9日（金）
　　　　  9：30 〜 18：30
10日（土）9：30 〜 12：30

　申込受付にあたり募集説明会を開
催します。
日　時／ 12月4日（木）20：00〜
場　所／水口社会福祉センターホール
※申込用紙等は当日会場でお渡しします。

問・申…NPO法人わくわくキッズ
　　　　事務局
　　（月～金９：30 ～ 17：30）
　　 / 63-4655

12月は地球温暖化防止
月間です

　便利で快適な生活が実現する一方

平成21年度競争参加資格審査申請の受付

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21年
2月4日㈬～6日㈮

平成21年
2月2日㈪～3日㈫

平成21年
1月26日㈪～27日㈫

平成21年
1月26日㈪～27日㈫

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 午前9：00～11：30　　午後1：30～午後4：00
有 効 期 間 １年間 １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　 63-4561

　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、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・20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（甲賀市内に
ある本店、支店又は営業所）の受付は
次のとおりです。

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21年度の家屋にかかる固定資
産の課税は、平成21年1月1日現在に
存在するか否かで判断いたします。そ
こで平成20年中に家屋を取り壊され
た場合（予定されている場合も含む）、
平成20年12月10日（水）までに「家屋
滅失申請書」を提出してください。12
月15日から26日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。またホームページでも掲
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

舗装施工管理技術者
２級講習会

日　時／平成21年２月７日（土）開講式
14日・21日（土）
３月14日・28日（土）・30日（月）
４月中旬〜６月上旬の土曜日
８回　全14回
月曜日▶19：30〜22：00
土曜日▶19：00〜21：30

場　所／サンヒルズ甲西市民学習交流
センター（湖南市西峰町1-1）

内　容／２級舗装施工管理技術者をめ
ざすための舗装工事に関する
専門的な知識の習得

受講料／ 15,000円(教材費含む)
定　員／ 10名
申込締切／平成21年１月９日（金）

申し込み多数の場合は抽選と
します。

問・申…
甲賀広域小規模事業振興対策連
絡協議会事務局

（湖南市産業振興課労政担当）
　　271-2332　572-7964

　e-Tax（国税電子申告・納税システム）は、自宅やオフィ
ス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、
申請・届出等ができる便利なシステムです。

問い合わせ
e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）
水口税務署　☎62-0314
※自動音声によりご案内しています。アナウンスに従い操作してください。
税務課　市民税係　☎65-0679　FAX63-4574

申告も納税もe-Taxで

イータ君

自宅やオフィス、税理士事務所から

申　告 申請・届出

インターネット

e-Taxで送信

所得税、法人税
消費税、酒税、印紙税

　源泉所得税の毎月納付分、消費税の中間申告・納付な
ど、ご利用機会の多い手続きは特に便利！
※e-Taxを利用するには、事前に開始届出書
　の提出、電子証明書の取得などが必要です。

「情報のまど」に掲載している内容の詳細については、
各担当へお問い合わせください。

法　律　相　談
日　時／ 12月18日（木）13：00〜16：00
場　所／水口社会福祉センター
※12月４日（木）8：30から予約受付
定　員／ 6名（1人30分）予約制、先着順
予約先／甲賀市社会福祉協議会

262-8085
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
　　262-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

　この制度は、税源移譲により所得税が減ったため受けられ
なくなった住宅ローン控除額を住民税から控除するものです。
平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている方で、税源移譲により所得税から控除しき
れなかった額がある場合は、翌年度の住民税（所得割）から
控除できます。税源移譲後の所得税率で計算して住宅ローン
控除が引ききれる場合は、この制度の適用はありません。
■手続き方法
　平成20年分の所得税から税源移譲により控除しきれない額
が発生した場合、平成21年3月16日までに、平成21年1月1日
現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税　住宅借
入金等特別税額控除申告書」を提出してください。なお、こ
の申告書の提出は、毎年必要となります。（所得税の住宅ロー
ン控除は従来どおり手続きが必要です。）
●所得税の確定申告をする方の場合
　所得税の確定申告書とともに、税務署へ提出してください。
●年末調整をする方（所得税の確定申告をしない方）の場合
　平成20年分給与所得の源泉徴収票原本を添付し市区町村の
　税務担当課へ提出してください。
いずれも申告期限は平成21年3月16日までです。

住宅借入金等特別税額控除
（住民税の住宅ローン控除）

税源移譲により所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方へ

問い合わせ
税務課　市民税係　☎65-0679　FAX63-4574

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。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
→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…生活環境課　環境政策担当
　　265-0692　563-4582
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陶人形展
期　間／ 12月13日（土）〜平成21年1

月12日（月･祝）
場　所／信楽伝統産業会館１階総合資

料室（入館無料・木曜日休館）
主　催／信楽陶人形の会

問…信楽伝統産業会館
　　282-2345　582-2551

みなくち子どもの森を歩こう
「落ち葉のいろいろ」

日　時／ 12月7日（日）14：00〜
（１時間程度）

集合場所／みなくち子どもの森自然館前
※事前申込不要。野外を歩ける服装で。

問…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

しめ縄づくり教室
日　時／ 12月6日（土）9：30 〜 12：00
場　所／たけのこ児童館
持ち物／よこづち（お持ちの方）、ペンチ
※汚れても良い服装で参加ください。

問…たけのこ児童館
　　（信楽西教育集会所）
　　282-2361　582-3616

甲賀市ホームページ　バナー広告を募集しています。
▶詳しくはこちらから　http://www.city.koka.shiga.jp/

市営住宅入居者募集
募集期間／ 12月1日（月）〜12月12日（金）
※募集の内容や申込書等については、
12月1日から管理課及び各支所で配
布します。また、市ホームページで
もご覧いただけます。

問…管理課
265-0609　563-4601

“冬”きてみてこうか
写真コンクール作品募集

実施期間／写真撮影期間
12月1日（月）〜
　　平成21年2月28日（土）

応募資格／どなたでも応募可
応募作品／甲賀町の良さを再発見でき

る作品（A4サイズ以内）
応募点数／ 1人3点まで（受賞は1人1点）
作品提出期間／平成21年3月2日（月）

〜 13日（金）
提出方法／郵送または直接持参

問・申…甲賀町観光協会事務局
　　　　（甲賀支所地域窓口課）
　　〒520-3492 甲賀町相模173番地1

288-4102　588-3104

都市公園広告掲載主募集
掲載場所／水口スポーツの森

多目的グラウンド防球ネット
（南側と北側の防球ネットグ
ラウンド内向きに設置）

掲載期間／平成21年2月1日（日）〜
平成22年3月31日（水）

（1か月単位で申し込み可能）
広告の規格／横幅6.0ｍ×縦幅1.5ｍの

横断幕（素材は横断幕用メッ
シュターポリン0.5mm厚以上）

募集枠数／ 20枠
広告料金／１枠　20,000円／月

（税込み、占用料含む）
申込期間／ 12月1日（月）〜 15日（月）

（空きがあれば随時募集しま
す。）

申込方法／申込書・広告イメージ図・納
税証明書等を提出してくださ
い。その後掲載について審査し、
審査結果をお知らせします。

※広告については、広告主により作成、
設置をしていただきます。詳しい募
集要項等は、市のホームページでご
確認ください。

問・申…都市計画課
265-0720　563-4601

臨時職員（保育士・幼稚
園教諭）募集

資　格／保育士又は幼稚園教諭免許を
有する人

年　齢／不問
雇用期間／平成21年4月1日〜

9月30日（6か月の更新あり）
募集人員／各園数名程度
給　与／月額163,800円〜

但し、3歳以上児のクラス担
任については、月額170,100
円〜（社会保険加入）

勤務地／市内保育園・幼稚園、子育て
支援センター

勤務時間／ 8：30 〜 17：15（実働8時間）
※月～金の週40時間、ただし、週休日
勤務の場合は平日と振替

申込受付期間／ 12月1日（月）〜26日（金）
面　接／平成21年1月中旬頃

（面接日時は受付時に指定）

問・申…職員課
265-0668　563-4554

　　甲賀公共職業安定所
262-0651　563-1825

第12回あいの土山斎王
群行出演者募集

期　日／平成21年3月29日（日）
場　所／大野小学校〜垂水斎王頓宮跡
参加条件／満16歳以上で「道中舞」「お

着き舞」の練習や着付け、化粧
の講習会に参加できる方。未
婚・既婚は問いません。

募集人数／
《女人列》斎

さ い お う

王：1名／女
おんなべっとう

別当：1名／内
ない

侍
し

：1名／命
み ょ う ぶ

婦：3名 ／ 采
う ね め

女：
1名／女

にょじゅ

嬬：5名
《男子列》陪

べいじゅう

従：6名
※男子列においては、女性の出演者も
募集します。

応募締切／平成21年1月11日（日）必着
応募方法／あいの土山文化ホール備え

付けの申込書に必要事項をご
記入の上、下記まで郵送して
ください。

※実行委員会による厳正な審査を実施
し、郵送で審査結果をご報告します。
※市ホームページに募集要項・申込書
を掲載しています。

問・申…あいの土山斎王群行実行
委員会事務局

（あいの土山文化ホール）
　　土山町北土山2222-2

266-1602　566-1603

市営駐車場の利用者募集
受付期間／ 12月1日（月）〜 15日（月）

（土・日・祝を除く9：00〜17：00）
使用開始日／平成21年1月1日（木）
■甲賀駅南駐車場　　　 　  5区画
■甲南駅前自動車駐車場　　2区画

1か月　3,000円
※申し込みの際は事前にお問い合わせ
ください。（申込者多数の場合は抽選
となります。）

問…生活環境課 生活交通担当
265-0686　563-4582

■油日駅前駐車場
1か月　3,000円

問…油日駅を守る会  288-5879
■甲南駅前駐輪場

自転車　1,500円/月
原　付　1,800円/月

問…甲南駅前駐輪場  286-0590
受付時間／ 6：15 〜 9：15、13：00 〜

　14：00、18：30 〜 20：30

自　衛　官　募　集

※詳しくは下記までお問い合わせください。

問…自衛隊滋賀地方協力本部  草津地域事務所　 / 077-563-8205

募集種目 受験資格 受付期間 試験日
２等陸海空士（男子）
（任期制自衛官） 18歳以上27歳未満 現在受付中

締切は試験日の前日 12月6日（土）

夜空旅人（天体観望会）
「輝く７人の姉妹たち　　　
　　　～プレアデス星団～」

日　時／ 12月13日（土）19：30〜21：30
場　所／かふか生涯学習館
※天侯により中止する場合があります。

問・申…かふか生涯学習館
288-4100　588-5055

市民ギャラリ－書画作品展
期　間／ 12月２日（火）〜26日（金）

平日の８：30〜17：15
（26日は13：00まで）

場　所／土山支所１階ロビー
内　容／筒

つ つ き

木喜
き ざ ん

山（水口町）作品展
書道約20点、水墨画約10点

問…土山支所
266-1101　566-1564

弁護士による無料法律相談
日　時／ 12月11日（木）13：00 〜 16：00
会　場／甲南町商工会館（甲南庁舎別

館2階）
※要事前予約

問・申…甲南町商工会
　　286-2016　 86-5818

特定健診追加申込について
　甲賀市国民健康保険にご加入の40歳
以上64歳以下（昭和19年4月1日～ 44
年3月31日生まれ）で、特定健診を受け
ておられない方は、下記日程で申込受
付をします。健診をご希望の方は保険
年金課まで電話連絡をお願いします。
申込期間／ 12月1日（月）〜 12日（金）

（平日8時30分〜 17時15分）
※申し込みをされた方に受診券を発送
します。下記の医療機関で、平成21
年1月5日（月）から2月27日（金）まで
に受診してください。申込時に受診
される医療機関を確認します。

医療機関／信楽中央病院、水口医療セ
ンター、公立甲賀病院

※健診時間等詳しいことは、受診券に
同封する文書でご確認ください。

問・申…保険年金課　国保年金係
　　265-0688　 63-4618

法テラス 巡回法律相談会
日　時／ 12月19日（金）13：00 〜 16：00
場　所／日野町勤労福祉会館
予約申込締切／ 12月18日（木）

（受付時間9：00 〜 17：00）
※収入等の要件でご相談をお受けできな
い場合がありますのでご了承ください。

問・申…法テラス滋賀
　　2050-3383-5454

水口スポーツの森へ行こう
多目的グラウンド

※時間は変更される場合があるため掲載していません。

日 曜日 大　会　名

13 土 鹿深中学一年生大会
（中学生サッカー）

14 日 水口ロータリークラブ杯
（小学生サッカー）

26〜28 金〜日 ウインターフェスタ
（中学生サッカー）

●12月の催し

年末の交通安全県民運動
12月１日（月）～31日（水）

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、夜間における交通事

故防止（前照灯早め点灯の実施）

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

甲賀市美術展覧会
第4回 期間  2009．2．28（土）～3．8（日）

会場  あいこうか市民ホール、碧水ホール

再就職支援シニアの方
の技能講習会

「ホテル・旅館スタッフ技能講習」
期　 間 ／平成21年1月19日（月）〜30

日（金）全10日間（土日除く）
13：00〜17：00

（1月30日は、ハローワークと共
同で就職面接会を開催します。）

会　場／びわ湖花街道（大津市）、琵琶
湖グランドホテル（大津市）、
クサツエストピアホテル（草
津市）

対象者／ 60歳台前半層の滋賀県在住者
（全日程出席できる人）

定　員／ 60名（超過の時は抽選）
費　用／無料
申込方法／電話、FAX、ハガキのいず

れかで、講習名、住所、氏名
（ふりがな）、年齢（生年月日）、
電話番号を記入して、申込締
切日までにお申し込みくださ
い。

申込締切／平成21年1月8日（木）必着

問・申…（社）滋賀県シルバー
　　人材センター連合会
　　〒520-0051 大津市梅林1-3-10

2077-525-4128
5077-527-9490

社会保険労務士による労
働（雇用、賃金等）相談

日　時／ 12月10日（水）14：00〜16：00
場　所／水口社会福祉センター２階
申　込／電話で予約受付
※労働に関するあらゆる相談を受け付けます。

問…商工観光課
　　265-0710　563-4087

弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）相談会

日　時／ 12月10日（水）13：30〜16：30
場　所／水口町商工会
問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 12月24日（水）13：30〜16：30
場　所／信楽窯業技術試験場

問・申…信楽窯業技術試験場
　　282-1155　582-1156
※どちらも原則予約制


