
報情 のまど
information 「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

相続登記は
おすみですか？

滋賀県司法書士会

県下各地で
無料相談会を
開催中！
お問合せは

☎０７７（５２７）５５４５まで
（大津会場、草津会場） 甲賀広域行政組合消防本部　予防課

TEL.６３-７９３２　FAX.６３-７９４０
組合ホームページ　http://www.koka-koiki.jp

甲賀市障がい者基本計画
（中間見直し）・甲賀市障がい
福祉計画（第５期）策定委員募集

募集

　市の障がい福祉を推進する基本方針
の計画策定に参画していただける方を
募集します。
■応募資格：市内在住の１８歳以上（４月

１日現在）の方で、平日昼間の会議に
出席できる方（国及び地方公共団体の
議会議員の方は除く）

■募集人数：３人程度
■任期：委嘱の日から平成３０年３月３１

日まで
■応募方法：応募の動機と障がい福祉

への思いを８００字程度（様式自由）に
まとめ、住所、氏名、年齢、性別、
職業、連絡先を記入のうえ、持参ま
たは郵送にてお申し込みください。

■応募締切：４月２１日（金）必着（持参の
場合は１７時まで）

■選考方法：書類審査により選考し、結

　・事前に研修会あり
■その他：交通費支給（上限あり）
■申込方法：電話にて下記まで
■申込締切：4月28日（金）

青少年自然活動支援センター
（社会教育課内）  

TEL 86-8022　FAX 86-8380

税理士による
税務相談

相談

■日時：4月5日（水）13時30分～ 16時
30分（受付16時まで）

■場所：水口納税協会　3階　会議室
■定員：予約制で先着6人（1人約30分）
相談無料　※要申込

水口納税協会
TEL 62-1151　FAX 63-0173

出張消費生活相談
相談

　インターネットの普及等により新しい
詐欺や悪徳商法、多重債務、架空請求
などの消費者問題の相談に応じます。
※申込不要
■対応者：消費生活相談員
■日時：4月18日（火）13時３０分～ 16時
■場所：信楽開発センター　相談室

生活環境課 消費生活センター
TEL 65-0686　FAX 63-4582

問合せ
申込み

問合せ
申込み

問合せ

果は本人あてに通知します。なお、
選考結果は公開しません。

■その他：会議の開催は４～５回程度で、
平日（月～金）の昼間を予定しています。

〒５２８-０００５　水口町水口５６０９
番地　水口社会福祉センター内
障がい福祉課　自立支援係
TEL ６５-０７０２　FAX ６３-４０８５

ニンニン忍者
キャンプ
青年リーダー募集

募集

　ニンニン忍者キャンプなどの自然体
験活動に参加する子どもたちの青年
リーダーを募集します。
■対象：市の事業に参加できる高校生

以上で概ね30歳までの方
■活動内容：・ニンニン忍者キャンプの

サポート（野外調理やクラフトなどの指
導支援やレクリエーションの企画と支援）

問合せ
提出先

甲賀消防
ニュース

みんなの
交通安全
（甲賀警察署）

火災 救急 救助 その他
甲賀市 3 631 13 38
前年比 ▲3 ＋4 ＋6 ▲1

甲賀消防管内における各種災害の発生件数 （平成2９年2月末現在）

林野火災の防止に努めましょう
　本格的なレジャーシーズンの到来で、ハイキングや山菜採りの
ために入山される方が増加します。この時季は空気が乾燥し、全
国的に林野火災の発生率が高くなっています。甲賀管内において
も、平成２８年中には７件の林野火災が発生しました。
　全国的な統計によると、林野火災の原因は、たき火やたばこ、
火入れによるものが半数を占め、人のちょっとした不注意から毎年
多くの森林が失われています。
かけがえのない貴重な森林を守るため、一人ひとりが森林の大切
さを認識し、防火意識を高めていくことが大切です。

林野火災の防止チェックポイント
・ 枯れ草などのある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない
・ 火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に火を消す
・ 風が強い時や空気が乾燥している時には、たき火や火入れをしない
・ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとと

もに、投げ捨てない

子どもと高齢者の交通事故防止
　いつもの通りなれた道、その油断が、一番危険
です。あまり車が来ない道でも安全確認をおろそ
かにせず、しっかり周囲の安全を確認しましょう。
　子どもには、大人が見本となり、正しい交通ルー
ルを教えましょう。高齢者は、無理な横断はせずに、
車が来ていたら止まるようにしましょう。
　運転者は、子どもや高齢者を見かけたら、その
行動に十分注意し、徐行や一時停止するなど安全
運転を心がけましょう。

問合せ 問合せ 生活環境課　防犯交通対策係
TEL.65-0686　FAX.63-4582

市内における交通（人身）事故発生状況

本年 前年 増減数 ２月中

発生件数 42 件 51 件 －9 件 25 件

死者数 1 人 0 人 1 人 1 人

負傷者数 51 人 57 人 －6 人 27 人

（平成29年2月末現在）

■対象：１８歳以上の通学可能な方
■定員：３０人
　（応募多数の場合は抽選、市民優先）
■受講料：
　５,０００円（計１５回分、開講式時に徴収）
　※別途、教材費・入館料等が必要

■申込方法：
　電話・FAX・Eメール・はがきのいずれ
かの方法で下記まで　※いずれも、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・信楽高校の
テーマ選択必要
■申込締切：４月２８日（金）１７時必着

回 期日 会場 テーマ（仮題）
【地域発見講座】　  ※時間はいずれも１０時～１２時（予定）

①  6/  3（土） 土山森林文化ホール 開講式・おはなし会
記念講演「白洲正子と歩く甲賀路」

②   6/10（土） 十楽寺 摩耶夫人の十楽寺　- 阿弥陀如来坐像拝観 -
③   6/24（土） みなくち子どもの森 甲賀のあけぼの　- 甲賀の地形・地質 -
⑫ 11/11（土） るシオール（水口） 生産から販売まで

【体験的学習講座】 
④   7/22（土） 佐川美術館 絵画鑑賞とお話・交流会　　　
⑤   8/19（土） 甲賀健康医療専門学校 アスリートを育てる - 医療の現場から -

⑥   8/26（土） 県立信楽高校 オリジナル陶板づくり（選択講座）
県立信楽高校 レザークラフト（選択講座）

⑭ 12/  9（土） 県立甲南高等養護学校 秋・冬の草花の寄植え
【理論学習講座】　
⑦   9/  9（土）

　立命館大学
　びわこ・くさつ
　キャンパス

家計管理と財産形成
⑧   9/16（土） 今、源氏物語がおもしろい
⑨   9/30（土） 健康づくりⅠ　- 運動機能の評価 -　
⑩ 10/28（土） 健康づくりⅡ　- 健康バンド運動 -　
⑪ 11/  4（土） 土砂災害を考える
⑬ 11/25（土） 農と地域の未来を開く
⑮ 12/16（土） まちづくりを考える・閉講式

問合せ 甲賀市教育委員会事務局　社会教育課
〒５２０-３３９３　甲南町野田８１０ 

TEL.86‐8021　FAX.86‐8380
koka30104500@city.koka.lg.jp

P I C K U P
募集平成２９年度あいこうか生涯カレッジ受講生募集

　地域にある文化財や受け継がれてきた熟練の技を題材とした連続講座です。

もっとゆたかに　〜豊かな人権文化の創造に向けて〜

大切なあなたへ
すべての人が、

「互いに人権を尊重すること」
「共に生きること」の大切さを、

知り、感じています。
そして、そのことを

当たり前の習慣として実践しています。
自分の人権と同様に

他人の人権も尊重する態度や行動様式が、
社会の隅々までいきわたっています。

こんな社会を、あなたとともに、
創りたいのです。

　いじめや差別があるこの現状の中で、どうしたら詩「大
切なあなたへ」のような社会が実現できるでしょうか。
そこで一つ提案があります。あなたの身近な人との関係
を見直してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
　社会にある問題は、私たち個人が抱えている問題と
密接に関連しあっています。いじめや差別がある社会
で、私たちは日々、生活をしています。その原因や背
景には、私たち自身が関わっているのかもしれません。
　何気ない日々の暮らしの中で、互いの大切さを認め
合う対等な関係を、まず自分から創ることで社会は変わ
るのです。
　
問合せ 人権推進課　人権教育室

TEL.７０‐００２２　FAX. ７０‐３０１６

19 18No.283 No.283平成 29年４月１日平成 29年４月１日


