
相談は無料ですので、
お気軽にお越しください。

＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。相
そ う

談
だ ん

コーナー
2月１5日～
3月１4日

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談＊ 3月2日（月）

13時30分～
16時

土山地域市民センター

人権擁護委員が相談に応じます。
※申込不要 
�大津地方法務局　甲賀支局総務係

☎�62-1828／ �62-1748

3月3日（火） 甲南公民館（忍の里プララ）
3月4日（水） 甲賀大原地域市民センター
3月12日（木） 水口社会福祉センター
3月13日（金） 信楽開発センター

法律相談＊ �2月20日(木）

13時～16時 水口社会福祉センター定員/先着６人（１人30分）　※要予約（開催日の２週間前から9時〜17時受付)
相談員/滋賀弁護士会所属の弁護士
� �甲賀市社会福祉協議会　☎�62-8085／ �63-2021

�2月27日(木）

�3月5日(木）

結婚相談（婚活支援）
2月15日（土）

3月7日（土）
13時～16時 市役所　別館結婚相談員が相談に応じます。※申込不要

持ち物／顔・全身が写った写真１枚
�政策推進課�市民活動推進室��☎�69-2114／ �63-4554

就労相談＊ ２月18日・25日、
３月３日・10日(火） 9時30分～

11時30分
および

13時30分～
15時30分

市役所　商工労政課

就職・転職のための情報提供や公共職業安定所への取り次
ぎを行います。
※申込不要
�商工労政課　商工労政係　☎69-2188／ �63-4087

２月19日(水） 甲南公民館（忍の里プララ）
２月26日(水） 信楽開発センター
３月４日(水） 土山地域市民センター
３月11日(水） 甲賀大原地域市民センター

毎週木曜日（祝日は除く）
※要予約（2日前まで）

13時30分～
15時30分

市役所　商工労政課または
地域市民センター

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊
毎週月～金曜日
（祝日を除く）

8時30分～
17時15分

市役所
生活支援課 生活支援窓口

生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。　
※申込不要　対応者／相談支援員、就労支援員
�生活支援課�生活支援係　☎�69-2158／ �63-4085

行政相談 ２月19日(水）

13時30分～
15時30分

信楽図書館

医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見など
を受け付けます。※申込不要
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）
�滋賀行政監視行政相談センター　☎�077-523-1100

２月21日(金） 甲南公民館
３月２日(月) 水口社会福祉センター
３月５日(木) 土山地域市民センター
３月12日(木) かふか生涯学習館（甲賀）

消費生活相談
毎週月～金曜日
（祝日を除く） 9時～17時

市役所　１階
消費生活センター

消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。
対応者／消費生活相談員
�消費生活センター ☎69-2147／消費者ホットライン ☎局番なしの188

年金相談
3月12日(木） 10時～15時

水口社会福祉センター
2階　中会議室

相談員/草津年金事務所職員　※要予約
� �草津年金事務所　☎077-567-1383（予約専用）/
�077-562-9638（予約専用）

税務相談
３月４日(水）

13時30分～
16時30分������

（受付16時まで）

水口納税協会
3階　会議室

税理士が、税務相談に応じます。
定員/先着6人（1人30分）※要予約
� �公益社団法人水口納税協会　☎62-1151／ �63-0173

育ちと学びの相談＊

園や学校、市役所など
発達やこころの悩みなどの相談　※電話・FAXで相談の予約をしてください。
対象／おおむね4歳以上の幼児、小・中・高校生〜青年期の方（25歳ごろまで）
※おおむね4歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。
� �発達支援課　☎�69-2179／ �69-2298　（受付時間��9時〜17時）

青少年悩みごと相談＊

不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　※月曜日〜
金曜日（祝日、年末年始を除く）の９時〜16時、電話・Ｅメールでも相談に応じます。

�少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎�62-6010／ �63-3977
Eメール：k-syonen@city.koka.lg.jp

　試験実施にあたり、ご理解とご
協力をお願いします。▲

実施日時　2月19日（水）11時▲

対象地域　市内全域▲

内容
　・�放送　音声放送端末機と屋外

拡声器から「これはJアラート
のテストです」などの放送が最
大音量で流れます。

　　※�放送前後にチャイムがなり
ます。

　・�メール　あいこうか緊急メー
ルに登録された方で、災害情
報の配信を希望している方に、
試験内容のメールが届きます。
危機管理課�防災危機管理係�
☎69-2103� Fax�63-4619

問合せ

2月19日全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）の全国
一斉情報伝達試験を実施 お知らせ

▲

接種期間　3月31日（火）まで

▲

接種場所　市内の予防接種実施

医療機関（市ホームページまたは

健診カレンダー12ページを参照）

▲

対象　令和2年3月31日時点で、

65歳、70歳、75歳、80歳、

85歳、90歳、95歳、100歳以

上の方で、過去に一度も肺炎球

菌ワクチンを接種していない方

▲

費用　2,500円

※�対象者には、平成31年4月に個

別通知をしています。詳しくは、

通知内容をご確認いただくか、

下記まで連絡ください。

費用の免除申請
　生活保護世帯、市民税非課税

世帯、市民税免除世帯の方は、

予防接種料が免除になります。

接種日の2週間前までに、すこや

か支援課、保健センター、また

は最寄りの地域市民センターに

申請書を提出してください。

申請締切　2月28日（金）

すこやか支援課�母子保健係�

☎69-2169� Fax�63-4085
問合せ
申込み

高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種 お知らせ

広報の紙面づくりに参加しませんか
令和２年度 こうかまちかど特派員募集

　広報記者として、市内の素敵
なスポットやイベント、人と出会
えるチャンスです。▲

応募要件　市内在住の20歳以
上で、広報紙や地域情報など
に興味のある方、その他市の広
報活動に協力していただける方▲

募集人数　５人▲

任期　５月１日から１年間▲

活動内容　広報紙「まちかど特
派員のページ」の作成（年２回
程度）、特派員会議への出席（月

１回）など▲

応募締切　２月28日（金）▲

応募方法　住所、氏名、年齢、
電話番号を記入し、持参、郵
送、FAX、メールで下記まで

※詳細は市ホームページまで
秘書広報課�広報広聴係
〒528-8502
水口町水口6053番地�
☎69-2101� Fax�63-4619
�koka10040200@city.
koka.lg.jp

問合せ
申込み

募  集

　成人を対象とした心肺蘇生法、
AEDの使用方法などを学ぶ普通救
命講習Ⅰを開催します。▲

日時　３月７日（土）� �
９時～12時（受付８時30分～）▲

場所　甲賀広域行政組合水口消防署▲

定員　先着20人

普通救命講習Ⅰ 受講者募集
募  集

▲

対象　市内在住または在勤の方▲

申込方法　電話・直接下記まで▲

申込締切　２月28日（金）� �
（定員になり次第締切）
※参加費無料

甲賀広域行政組合水口消防署�救急係�
☎63-1119� Fax�63-7941

問合せ
申込み

　市では常時介護が必要な在宅
の重度障がいのある人に、その
障がいのために生じる負担を削減
し、福祉の増進を図るため、次の
手当を支給しています。
　いずれの手当も診断書などによる
認定が必要で、所得制限があります。
詳しくは下記まで
障害児福祉手当▲

対象　精神または身体に重度の
障害を有するため、日常生活に
おいて常時の介護を必要とする
状態にある在宅の20歳未満の人▲

支給額　14,790円（月額）
特別障害者手当▲

対象　精神または身体に著しく重
度の障害を有するため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とす
る状態にある在宅の20歳以上の人▲

支給額　27,200円（月額）
障がい福祉課�自立支援係�
☎69-2161� Fax�63-4085

問合せ

障害児福祉手当・
特別障害者手当制度 お知らせ

　令和２年度ごみカレンダーは、

区・自治会を通じて、２月中旬以

降に配布する予定です。

　また、下記や各地域市民セン

ター窓口でもお渡しするほか、市

ホームページにも掲載します。

　収集日程が変わる地域もあります

ので、日程の確認をお願いします。

生活環境課�廃棄物対策係�

☎69-2145� Fax�63-4582
問合せ

令和２年度
ごみカレンダー配布 お知らせ
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