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　これまで運転免許証を自主返納された
方のみを対象として交付していたコミュニ
ティバスの環境回数乗車券の対象を拡大
し、認知症などの病気等により免許証が
取消しとなった方へも交付します。

■対象者：①運転免許証を自主返納した
方　②病気等により免許の取消しを受
けた方（なお、満80歳以上の方等につ
いては、市コミュニティバス無料乗車券
交付事業で、無料乗車券の交付を受け
ることができます。）

■支援の内容：コミュニティバス環境回
数乗車券30枚（ただし、交付は1回限
り）

■申請方法：次の①、②の書類を添付し
て生活環境課または旧支所である土山、
甲賀大原、甲南第一、信楽地域市民セ
ンターで申請ください。

　①「申請による運転免許の取消し通知　
書」の写しもしくは「免許の取消し処　
分書」の写し

　②「取消し処分を受けた運転免許証」　
の写し

■持ち物：印鑑

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

運転免許証
返納者の対象拡大

お知らせ

問合せ

　ヘルプマークは、障がいの
ある方や妊娠初期の方などが
周囲の方に援助や配慮を必要
としていることを知らせること
で、援助が得やすくなるように、
考案されたマークです。
　市民の皆さんへ啓発すると
ともに希望する方へマークの
配布をしています。
■配布対象者：義足や人工関節を使用し

ている方、内部障害や難病の方、妊娠
初期の方など援助や配慮を必要としてい
る方
■配布方法：希望者に無料配布※原則１

人１個の配布（複数の配布を希望する場
合は要相談）

■配布場所：障がい福祉課、市民窓口セ
ンター、旧支所である土山、甲賀大原、
甲南第一、信楽地域市民センター、県
内の各保健所

　　　 障がい福祉課　自立支援係  
　　　 TEL 65-0702　 FAX 63-4085

ヘルプマークで
助け合い
ー 配布中 ー

お知らせ

問合せ

■講座期間：5月27日（土）〜翌年2月
※第1回講座
　5月27日（土）13時30分〜 15時30分
　場所：サントピア水口
　講師：大

おおにし

西英
ひ で お

雄さん（おとなの学び研究会）
■場所：第1回はサントピア水口、2回目

以降は主に市内会場
■回数：必須講座4回（内1回はフィール

ドワーク）
■内容：人権に関する正しい知識を身に

つけながら、さらに深い学びや気づきが
得られる講座です。

■定員：30人
■参加費：無料
■申込締切：5月10日（水）
　　　 人権推進課　人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016

「人権学習サポーター
養成講座」

募集

問合せ
申込み

■講座期間：5月27日（土）〜翌年1月
※第1回講座
　5月27日（土）13時30分〜 15時30分
　場所：サントピア水口
　講師：大

おおにし

西英
ひ で お

雄さん（おとなの学び研究会）
■場所：第1回はサントピア水口、2回目

以降は人権教育室（予定）
■回数：6回
■内容：市の人権啓発講師となっていた

だくための、必要な知識や技術を習得し
ます。
■定員：15人
■参加費：無料
■申込締切：5月10日（水）
　　　 人権推進課　人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016

■応募資格：市内在住の満18歳以上の方
（ただし、議員や常勤の公務員は応募
不可）

■募集人数：2人
■委員の任期：委嘱した日から2年間
■主な仕事内容：年3回程度の会議に出

席して、市の男女共同参画の推進に関
する事項について調査・審議いただきま
す。

■募集期間：4月17日（月）〜 5月1日（月）
■応募方法：商工労政課または各地域市

民センターに備え付けの応募用紙（市
ホームページからもダウンロード可）に
必要事項をご記入のうえ、郵送、持参、
FAXで下記まで提出ください。（持参の
場合、受付は土・日・祝日を除く執務
時間内。郵送の場合は、5月1日到着分
まで有効。）

■委員選考：応募用紙記載内容により選
考します（必要に応じて面接あり）。選
考結果は本人宛に通知します。

　　　商工労政課 女性活躍推進室
　　　〒528-8502
 　　   甲賀市水口町水口6053番地  
 　　   TEL 65-0710　 FAX 63-4087

「人権啓発講師団講師
養成講座」

男女ともに
活躍できるまちへ
〜男女共同参画審議会委員〜

募集

募集

■応募資格：市内在住の満18歳以上の方
（ただし、議員や常勤の公務員は応募
不可）

■募集人数：2人
■委員の任期：委嘱した日から2年間
■主な仕事内容：年6回程度の会議に出

席して、市の商工業振興計画の策定お
よびその推進について調査・審議いた
だきます。
■募集期間：4月17日（月）〜 5月1日（月）
■応募方法：商工労政課または各地域市

民センターに備え付けの応募用紙（市
ホームページからもダウンロード可）に
必要事項をご記入のうえ、郵送、持参、
FAXで下記まで提出ください。（持参の
場合、受付は土・日・祝日を除く執務
時間内。郵送の場合は、5月1日到着分
まで有効。）
■委員選考：応募用紙記載内容により選

考します（必要に応じて面接あり）。選
考結果は本人宛に通知します。

　　　 商工労政課 商工業振興係
　　　 〒528-8502
　　　 甲賀市水口町水口6053番地
　　　 TEL 65-0709　 FAX 63-4087

商工業の未来を
考えてみませんか
〜商工業振興計画審議会委員〜

募集

問合せ
申込み

受 講 者 募 集

問合せ
申込み

　水口庁舎移転のため、下記の日程です
べての多機能端末機・コンビニの証明書
交付サービスを停止します。　
■停止日：5月3日（水・祝）〜 7日（日）　 
　　　 市民課  
　　　 TEL 62-4272　 FAX 65-6338

ご迷惑をおかけします
住民票等のコンビニ
交付等が停止

お知らせ

問合せ優先席

BabyBabyBabyBabyBabyBabyBabyBaby

お知らせ新名神高速道路甲南ICへのアクセス強化
葛
か づ ら き

木竜
り ゅ う ぼ う し

法師線
せ ん

が開通

　甲南町葛木地先から竜法師地先にかけて、延長760mの都市計画道路 
葛木竜法師線（橋長258.5mの結

ゆ い さ ち

幸高
こ う か き ょ う

架橋含む）が3月30日（木）に開通しま
した。
　この「結幸高架橋」という名前は、甲南中学校生徒会が名づけたもので、
新しい橋が人々の幸せを結んでいってほしいなどの思いが込められています。
　葛木竜法師線の開通により、安全な交通が確保されるだけでなく、新名
神高速道路甲南ICへのアクセスも強化されます。

P I C K U P

　　　 建設事業課 事業調整係  
　　　 TEL 65-0723　 FAX 63-4601
問合せ

▲開通式のテープカット　８月から、年金を受け取るために必要
な年金受給資格期間（保険料納付済等期
間）が、25年から10年に短縮されます。
このことにより、新たに年金を受け取るこ
とができる方には、日本年金機構から年
金請求書が送付されます。請求書が届い
た方は、お近くの年金事務所等で手続き
をしてください。

　　　 ねんきんダイヤル  
　　　 TEL 0570-05-1165

年金受給資格期間が
10年に短縮

お知らせ

問合せ

「あいこうか生涯
カレッジ」の日程変更

お知らせ

　広報こうか4月1日号19ページ掲載の
「平成29年度あいこうか生涯カレッジ受
講生募集」について、講座の一部日程が下
記のとおり変更となりました。

■会場：県立甲南高等養護学校

■テーマ：秋・冬の草花の寄植え

12/9（土）⇒12/2（土）

　　　 社会教育課　生涯学習係  
　　　 TEL 86-8021　 FAX 86-8380
問合せ

■日時：5月20日（土）13時30分〜
　　　　15時15分（受付13時10分〜）
■場所：土山開発センター
■内容：講演「日本社会を生きる世界人
　〜苦しみの中にもきっと幸せがある〜」
　講師　具

ぐ し

志 アンデルソン 飛
ひ ゅ う ま

雄馬さん
　（多文化共生NPO世界人理事長）
■参加費：無料（※申込不要）
■その他：手話通訳・要約筆記あり
　託児あり（要申込・先着15人）
　　　 人権推進課　人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016

第1回人権教育
連続セミナー

催し

問合せ

問合せ
申込み




