
問合せ・申込み  政策推進課　 69-2116　 63-4554

　粗大ごみや家庭用一般ごみ、近年ではマスクなどが農業用水路に多く捨てられていま

す。それらは流水の妨げになるだけではなく、詰まりの原因となり、水路から水があふれ、

ご迷惑をおかけする事態が発生しています。

　また、水路周辺で草刈りをされる場合は、水路に刈草が落ちないよう注意してください。

ごみと同様に、水路の詰まりの原因となります。

　なお、水が多く流れる時期は、水路付近は大変危険が伴います。特に台風時や急な

大雨が降った時には増水の危険もありますので、水路には近づかないようにしましょう。

掲載している催し等は、7月20日時点の情報であり、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、中止・延期している場合があります。

地域資源を活用した観光まちづくりを支援
～歴史文化都市構築事業補助～

水路にごみを捨てないで！ 

市場出荷向けの花き（小ぎく・中輪ぎく・

リンドウ・ユーカリ）栽培研修会

令和3年度下水道排水設備
工事責任技術者試験 お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

対象事業  

・ 市内の観光資源を活用したイベント開催にかかる新規の

事業。ただし、国指定の史跡または国宝を活用する場

合は、継続事業も可能。

・ 市内の観光資源の磨き上げ（ハード整備）に係る新規の

事業

※いずれの事業も、令和3年10月1日～令和4年3月31日

の間に行う事業）

応募資格  （いずれかに該当する方・団体）

・ イベント業務管理士２級の資格を持つ技術者を配置でき

る方

・ 商業登記簿に記載のある方

・ 市内に本店または本社を有し、商工会法に規定する商

工会に加入している方

・ 市内に住所を有する5人以上の会員で構成される団体

で、適切な運営、会計処理を行っている団体

補助金額・申請方法等  

詳細は、市ホームページをご覧ください。

申込締切  令和3年8月31日（火）

試 験 日  令和3年11月17日（水）

受付：13時から　試験：14時～16時

※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期や中止とな

る場合があります。

試験会場  ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター）

大会議室（大津市におの浜1-1-20）

受付期間  令和3年8月17日（火）～令和3年8月31日（火）

9時～17時（土・日・祝日を除く）

（申込書の配布は8月2日（月）から）

申込書配布及び受付場所  市役所

下水道課（甲賀市水口町水口6053番地）

※郵送による受付不可

受験手数料  3,500円

日 時  ①9月15日（水）13時30分～（小ぎく・リンドウ）、

②10月13日（水）13時30分～（中輪ぎく・ユーカリ）

内 容  ①小ぎく・リンドウ露地栽培の特徴についての

説明とほ場見学、②中輪ぎくの施設栽培およびユーカリ

の露地栽培についての説明とほ場見学

集合場所  ①JAこうか本所3階　第2研修室（受付13時～）

　　　  　②JAこうか本所3階　第3研修室（受付13時～）

申込締切  ①9月10日（金）、②10月8日（金）

対 象  直売所での販売と市場出荷を目指す方

参 加 費  無料　 申込方法  電話で下記まで

※マスク着用をお願いします。

問合せ・申込み  

観光企画推進課　地域資源振興係

69-2191　 63‐4087

問合せ・申込み  あいこうか市民ホール（月曜休館）

62-2626　 62-2625　  aikoka-hall＠city.koka.lg.Jp

問合せ  

公益財団法人滋賀県建設技術センター　

077-565-0216　 HP  http://www.sct.or.jp/

下水道課　計画普及係　 69-2228

問合せ・申込み  農業振興課　農業振興係　
69-2193　 63-4592

問合せ  農村整備課　 69-2195　 63-4592　野洲川土地改良区　 62-1154　 63-0674

水路に投棄されて管水路に

詰まった布団やテレビ

催  し

2021文化庁
「JAPAN LIVE YELL project」海援隊

トーク＆ライブBIWAKOツアー 2021 
～地域とともに・贈る言葉～　共演合唱グループ募集

～誰もが活躍できるまちへ～
 男女共同参画審議会委員公募

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）

公募人数  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、市の男女共同参画の

推進に関する事項について調査・審議していただきます。

公募期間  8月2日（月）～8月18日（水）

応募方法  商工労政課または旧支所の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、メールのいずれかの

方法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、8月18日到着分まで有効

※FAX、メールの場合は、送信後、送信した旨お電話ください。

委員選考  応募用紙の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。

募集期間  8月7日（土）～8月28日（土）

応募資格  4名以上のグループ（代表者は甲賀市在住者）でお

申込ください。年齢、合唱の経験年数は問いません。

募集人数  30名（応募多数の場合は、グループ単位で抽選）

本番日時  11月21日（日）

午前リハーサル　15時開演　

共演曲数  2曲　※曲名は共演者に発表します。

申込方法  電話かメールでグループの代表者氏名、連絡先、

人数を下記までご連絡ください。※FAX不可

募 集

●①②共通事項

　甲賀市男女共同参画審議会委員を公募します。

　11月21日に「海援隊トーク＆ライブ」を開催します。

海援隊と一緒に歌ってみませんか？

問合せ・申込み  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

69-2189　 63-4087　  koka10351000@city.koka.lg.jp

募 集

　甲賀市では、障がい者が社会活動に参加しやすくする

ため、『障害者福祉車両運賃助成事業』を実施しています。

甲賀市障害者福祉車両運賃助成のご案内
お知らせ

対象者  （次のすべての要件を満たす方）

・市内に住所を有すること。

・身体障害者手帳（1級～3級）、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳もしくは戦傷病者手帳（特別項症～第3項

症）のいずれかの手帳の交付を受けていること。

・世帯全員が市民税非課税であること。

助成額  年間18,000円

※なお、透析通院の方は令和3年8月から年間36,000

円に変更となります（ただし、今年度は8月～3月分として

24,000円）詳しくはお問い合わせください。

問合せ  障がい福祉課　自立支援係
69-2161　 63-4085

　日本語を使って外国人市民と交流、支援しませんか？

新規日本語ボランティア募集講座

日 時  9月16日（木）19時～20時30分

場 所  ご自宅よりZOOMで参加　※市役所（別館1階101）で

受講していただくことも可能です。

内 容  日本語ボランティアとは、やさしい日本語　他

対 象  外国人市民と交流がしたい方、日本語ボランティアに 

興味がある方

申込方法  二次元コードを読み取り、必要事項をご記入の上、

送信してください。または電話・FAXにて下記ま

で、氏名、電話番号、メールアドレス、参加場所（ご

自宅あるいは市役所）をお知らせください。

申込締切  9月10日（金）　※参加無料

募 集

催  し
第2回滋賀県警察官採用試験

問合せ・申込み  滋賀県警察本部　採用係　

フリーダイヤル 0120-204-314

HP  https://www.pref.shiga.lg.jp/police/osirase/saiyou/

試験会場  立命館大学びわこ・くさつキャンパス

受付期間  8月1日(日)～ 8月31日(火)まで

試験区分及び採用予定人員  

・男性A（大卒程度）　5人程度 ・女性A（大卒程度）　2人程度

・男性B（高卒程度）  12人程度 ・女性B（高卒程度）　4人程度

【A区分】昭和61年4月2日以降に生まれた人で、四年制大学

を卒業又は令和4年3月31日までに卒業見込みの人

【B区分】昭和61年4月2日から平成16年4月1日までに生ま

れた人で、上記A区分の学歴に該当しない人

※詳しくは、下記まで

募 集

●第1次試験　9月19日（日）

問合せ・申込み  滋賀県立視覚障害者センター

0749-22-7901　 0749-22-7890

　視覚障がいにより移動が困難な方に対して、外出時

に同行し、移動に必要な情報提供や援護、排せつ及び

食事等の介護、その他援助に関する一般的な知識及び

技術を習得する研修です。

令和3年度　
同行援護従業者養成研修（一般課程）

日 程  全4日間

［Aコース］9月15日（水）、16日（木）、10月11日（月）、12日（火）

［Bコース］9月15日（水）、16日（木）、10月19日（火）、20日（水）

場 所  （1・2日目）滋賀県立障害者福祉センター、（3日目）

滋賀県立視覚障害者センター、（4日目）JR長浜駅周辺

要 件  次のいずれにも該当する方

①滋賀県内に在住または在勤している方

②同行援護業務への従事を強く希望する方

③同行援護への従事が心身ともに可能な方

④実習を受ける体力のある方

定 員  30人（応募多数の場合は抽選）

受 講 料  5,000円　 申込締切  8月18日（水）必着

申込方法  受講申込書、返信用封筒を郵送または持参。

開催要項、受講申込書は滋賀県立視覚障害者センターのホー

ムページからダウンロードできます。

募 集
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