
病院・施設お迎え　もしも・・・の時に

甲賀斎苑ご利用でのご葬儀

　　　　　　　自宅ご葬儀も承ります

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール

（株）水口福祉社 TEL62-3055

本社　甲賀市水口町高塚8-1　FAX 62-3127

あいこうか薬局

自分らしく 健康長寿

甲賀市水口町松尾830-2　☎0748-65-6636
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２０１８年版県民手帳  
予約受付中

お知らせ

　県民手帳の2018年版の予約を受け付

けています。使いやすい日記欄、最新の

滋賀県の統計資料、官公庁一覧、暮らし

の相談窓口など盛りだくさんの内容がポ

ケットに入るコンパクトな一冊です。

■価格： 600円（税込）

■申込方法： 総務課またはお近くの地域

市民センターに来所または

電話

■申込締切： ９月25日（月）

※ 販売取扱店で直接購入することもでき 

ます。

　　　 総務課 総務統計係  

　　　 TEL 69-2120　 FAX 63-4086

問合せ

申込み

９月１０日は
「下水道の日」

お知らせ

　下水道の全国的な普及を図るため、９月

10日は「下水道の日」と定められています。 

　生活環境の改善や公共用水域の水質保

全を図るため、公共下水道や農業集落排

水が使用できる区域で未接続の方は、速

やかに接続をお願いします。  

　また、排水設備工事は必ず市指定の「指

定工事店」で行ってください。  

　公共下水道や農業集落排水に接続する

場合、適切な排水設備かどうかの確認を

市が行います。工事をする前には、必ず

市に申請をしてください。

　　　 下水道課 計画普及係  

　　　 TEL 86-8012　 FAX 86-8390

問合せ

申込み

平成29年就業構造  
基本調査を実施

お知らせ

　10月１日を基準日として、就業構造基

本調査を実施します。  

　この調査は、国民の普段の就業・不就

業の状態を詳細に把握することで、雇用

政策をはじめ経済政策などに必要な基礎

資料を得ることを目的としています。  

　９月上旬から調査員が調査世帯に伺い

ますので、調査の趣旨をご理解いただき、

ご協力をお願いします。

　　　 総務課 総務統計係  

　　　 TEL 69-2120　 FAX 63-4086
問合せ

マイナンバーカードの  
申請はお済みですか

お知らせ

　平成27年10月に発送の通知カード等と

同封しているマイナンバーカードの申請用

封筒の差出有効期限は平成29年10月４日

までです。

　マイナンバーカードの申請がまだの方は

早めの申請をお願いします。

　　　 市民課 戸籍住民係  

　　　 TEL 69-2138　 FAX 65-6338
問合せ

「消費トラブルの防止」  
出前講座をしています

お知らせ

　悪質な訪問販売や勧誘、契約や取引に

関するトラブルなど、消費生活に関するさ

まざまな問題が発生しています。このよう

なことに巻き込まれないよう、積極的に市

の出前講座を活用いただき、地域、グルー

プのみんなでトラブルを防ぎましょう。  

　詳しくは下記までお問い合わせください。

　　　 生活環境課 消費生活センター  

　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ

優良運転者表彰の申請  
を受け付けています

お知らせ

■受付日時： 10月２日（月）までの８時30

分～ 16時30分（土・日・祝

日を除く）

■内容： ・ 甲賀湖南交通安全協会長表彰  

　自動車、バイクなどの運転

経験が10年以上で、その間、

無事故無違反で優良な運転者

　 　 　 ・  甲賀警察署長・甲賀湖南交通

安全協会長表彰  

　自動車、バイクなどの運転

経験が15年以上で、その間、

無事故無違反で優良な運転者

■対象： 自動車、バイクなどを常時運転

し（ペーパードライバーを除く）、

甲賀湖南交通安全協会の協会費

を納入している方で、過去に同

種の表彰を受けていない方

■持ち物： 運転免許証、印鑑、手数料630

円（無事故無違反証明書代）

　　　 甲賀湖南交通安全協会  

　　　 （甲賀警察署内）  

　　　 TEL 63-5671

問合せ

申込み

臨時福祉給付金  
（経済対策分）の  
申請はお済みですか

お知らせ

■申請期間：９月21日（木）まで

■支給額： 支給対象者１人につき  

15,000円（１回限りの支給）

■申請場所： 郵送または各地域市民セン

ター、社会福祉課

※ 申請書は受付開始時期（３月下旬）に支

給対象と思われる方へ市から送付してい

ます（詳細は下記まで）。

　　　 ｢臨時福祉給付金」窓口  

　　　 （社会福祉課内）  

　　　 TEL 62-6311/62-6314  

　　　 FAX 63-4085

問合せ

申込み

手話通訳者を
２人体制にしています

お知らせ

　市では、聴覚に障がいのある方などのコ

ミュニケーション支援を行うために８時45

分から17時15分まで手話通訳者を２人体

制にしています。

　各種手続きや相談などお気軽にお問い

合わせください。

　　　 障がい福祉課 自立支援係  

　　　 TEL 69-2161　 FAX 63-4085
問合せ

９月は同和問題啓発  
強調月間です

お知らせ

　昨年12月には「部落差別の解消の推進

に関する法律」が施行されました。一人ひと

りが、同和問題についての正しい理解と認

識を深め、部落差別をはじめとするあらゆ

る差別のないまちをつくっていきましょう。

　　　 人権推進課 人権教育室  

　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ

　高齢であること・障がいがあることを理

由とした差別や嫌がらせ、高齢者・障が

い者に対する暴行や虐待などのさまざまな

人権問題について、相談に応じます。

全国共通人権相談ダイヤル

０５７０‒ ０
ゼロゼロみんなの

０３‒ １
ひゃくとおばん

１０

■日時： ９月４日（月）～ 10日（日）８時30分

～ 19時（土・日は10時～ 17時）

平日９時30分 ～ 16時30分は、

面談による相談可。

■対応者： 人権擁護委員・法務局職員  

※秘密厳守

■費用： 無料

※この期間以外にも、平日８時30分から

17時15分まで相談に応じています。

　　　 大津地方法務局 人権擁護課  

　　　 TEL 077-522-4673
問合せ

全国一斉「高齢者・  
障がい者の人権  
あんしん相談」強化週間

相談

■日時： ９月１３日（水）・10月３日（火）  

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）

※無料・要申込

　　　 水口納税協会  

　　　 TEL 62-1151　 FAX 63-0173
問合せ

申込み

税理士による税務相談 相談
障害者福祉車両運賃
助成の更新手続き

お知らせ

　助成を希望される方は、障がい福祉課

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し

てください。

■ 対象：市内に住所を有し、身体障害者

手帳（１～３級）もしくは療育手帳・精

神障害者保健福祉手帳をお持ちで所得

税が非課税の方（ただし障害者自動車燃

料費補助・介護認定者福祉車両運賃

■日時： [法律・心理相談会]９月14日（木） 

10時～ 16時（要申込）  

[パネル展示会]９月12日（火）～

14日（木）10時～ 16時

■場所： 湖南市役所 １階ロビー

■内容： 犯罪被害者のための法律・心理

相談

■申込方法： 電話で下記まで（受付は月曜

～金曜日の10時～ 16時）

　　　 認定NPO法人  

　　　 おうみ犯罪被害者支援センター  

　　　 TEL 077-525-8103

問合せ

申込み

犯罪被害者のための  
法律・心理相談会  

（パネル展示会同時開催）

相談

　インターネットの普及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

■日時： ９月19日（火）  

13時30分～ 16時

■場所：かふか生涯学習館

■対応者：消費生活相談員

　　　 生活環境課 消費生活センター  

　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ

出張消費生活相談 相談

■開設日： 10月11日（水）、11月９日（木）、

12月14日（木）、１月11日（木）、

２月８日（木）、３月８日（木）

■場所： 水口社会福祉センター　  

２階 中会議室

■申込方法： 電話で草津年金事務所まで。

申し込み後、受付票（ハガキ）

が送付されますので、日時・

持ち物等ご確認ください。

　　　 草津年金事務所  

　　　 TEL 077-567-1383（予約専用）  

　　　 FAX 077-562-9638（予約専用FAX）

　　　 保険年金課 国保年金係  

　　　 TEL 69-2140　 FAX 63-4618  

　　　 （市役所での申し込みは行っていません）

問合せ

申込み

問合せ

１日年金相談所 相談

助成・移送サービスを受けている方は

除きます）。

■ 使用できる交通機関：市内循環コミュ

ニティバス、信楽高原鐵道、指定のタ

クシー事業所

■助成額：18,000円（100円×180枚）

■持ち物：障害者手帳、印鑑

　　　 障がい福祉課 自立支援係  

　　　 TEL 69-2161　 FAX 63-4085
問合せ

▲ 申請用封筒

有効期限


