
INFORMATION

情報のまど

納期限は
１０月３１日（月）です
◦市県民税（３期）

◦国民健康保険税（５期）

◦利用者負担額

 （保育料、幼稚園・保育園給食費）

◦介護保険料（５期）

◦後期高齢者医療保険料

◦水道料金

納付には、便利な「口座振替」

をご利用ください。

今月の納税

子育て世代の皆さん

の知りたい情報を

各媒体で発信中。

ここまあちねっと

ホームページ
http://kokakosodate.jp

ここまあちねっと

ＬＩＮＥ

メルマガ

「甲賀子育て応援

メール」

子育て

支援センター

だより

ここまあち

インスタ

10月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）

4日、11日、18日、25日
です。

毎週火曜日は、市役所市民課で
戸籍・住民票・税証明などの証
明書発行、印鑑登録を19時まで
行っています。
※マイナンバーカードに関する手続

きおよび住民異動（転入・転居・転

出等）はお取り扱いできませんの

でご了承ください。

市民課 
☎69-2138 Ｆax65-6338

問合せ

子育て政策課 子育て政策係　☎69-2176　Ｆax69-2298問合せ

子育て情報はこちらから

甲賀流！子育て応援サイト

ここまあちねっと

【こんな事例があります】
　クレジットカードの明細に、身に覚えのない請求が何件も計上されていた

のでカード会社に問い合わせた。中学生の息子がスマートフォンのオンライン

ゲームで、35万円もの高額課金をしていたことがわかった。返金してほしい。

【こんなことに気を付けて】
　民法では、未成年者が保護者の承諾なく契約をした場合、原則として、

「未成年者取消権」により契約を取り消すことができると定めています。

「未成年者取消」を申し出る場合は、プラットフォーム事業者やゲーム運

営会社に問い合わせてください。但し、インターネット取引では顔が見え

ないので、判断が難しいです。未成年者が成人と偽った場合や、保護者が

承諾していると見なされた場合などは返金を断られることがあります。

オンラインゲームの課金トラブル防止のための注意点
① アカウントからクレジットカード情報を削除しておくとともに、カードの保

管場所に気を付ける。

②決済時のパスワードを設定しておき、適切に管理する。

③課金時に決済通知メールが届くようにしておく。

④ オンラインゲームの遊び方やアイテムの購入について家族で話し合う。

　困った時、トラブルが生じた時は、すぐに消費生活センターに

相談してください。

消費生活のご相談は

甲賀市消費生活センター ☎６９-２１４７ ☎局番なしの１８８（いやや） Ｆax６３-４５８２

消費者トラブルにご用心！

オンラインゲームのトラブル

マイナちゃんからの
お知らせ
マイナンバーカードで各種証明書がコ

ンビニで取得できます。（取得できる

証明書は下記までご確認ください。）

　土山図書館・歴史民俗資料館、あ

いの土山文化ホール、森林文化ホー

ルは、あいの土山マラソン開催のた

め、休館となります。図書の返却、貸

出期間の延長、リクエストは市内の

他の図書館をご利用ください。

社会教育スポーツ課  文化係
☎６２‐２６２６　Ｆax６２‐２６２５

あいの丘文化公園

施設臨時休館

［１１月６日］

お知らせ

問合せ

申込み

◦募集人数　２名以内

◦応募資格　市内在住、在勤または

在学する方で、１８歳以上（令和４年

４月１日現在）の方

◦職務内容　甲賀市都市計画審議会

条例第２条の規定に基づく調査審議

◦任期　１２月１日～令和６年１１月

３０日の２年間（予定）

◦応募方法
① 「応募申込フォーム」へ必要事項

を入力

 応募申込フォーム➡

② 専用の応募申込書を

都市計画課へ持参提

出（郵送、ＦＡＸ、メールでの提出

も可）

◦応募締切　１０月１７日（月）１７時必着

建設部　都市計画課
〒５２８-８５０２（郵便番号のみ
で、住所の記載は不要です。）
☎69-2203　Ｆax63-4601

 koka10401000@city.koka.lg.jp

問合せ

申込み

甲賀市都市計画

審議会委員募集
募  集

　市役所の業務・手続きなどの行政

情報や、観光スポットなどの地域情

報を掲載した「甲賀市暮らしの便利

帳２０２３」を来年４月に発行する予定

です。

　この冊子は、広告収入をもとにし

て、市が情報を提供し、協働事業者

である「株式会社サイネックス」が印

刷・製本・配布と広告募集を行い、市

内各戸に配布します。

　１０月初旬から、㈱サイネックスが

広告募集のため、市内事業所を訪

問しますので、ご理解とご協力をお

願いします。広告掲載の申し込み

やお問い合わせは、㈱サイネックス 

（☎０７５‐３１５‐００８５）まで

秘書広報課　広報広聴係
☎6９‐２１０１　Ｆax6３‐４６１９

問合せ

「甲賀市暮らしの便利帳」

広告スポンサー募集
募  集

◦内容　転職や再就職を目指す方

を対象に、ものづくり（製造業）に

関する知識及び技能・技術を習得

し就職につなげる訓練です。

◦コース　１２月1日（木）開講６か月

コース

①溶接施工科　１２名
②ＩＣＴ生産サポート科　１５名

◦申込期限　１０月２７日（木）

◦場所　ポリテクセンター滋賀

（大津市光が丘町3-13）

◦申込先　ハローワーク甲賀

（☎６２-０６５１）

◦費用　受講料無料（テキスト代等

は実費）

ポリテクセンター滋賀
訓練課受講者係
☎０７７-５３７-１１７９

再就職のための

「公共職業訓練」

受講生募集

問合せ

募  集

　水口町牛飼地先の田んぼに、信楽

高原鐵道の車窓から眺望できる田ん

ぼアートの稲刈り体験を実施します。

◦日時　１０月１６日（日）９時受付開始

（小雨決行）※予備日なし

◦場所　国道３０７号「庚申口」交差

点から約１５０ｍ甲南方面へ進ん

だ水田

◦参加費　１人６００円（おにぎり・お

茶付き）

◦対象　どなたでもご参加いただけ

ます。当日現地に集合してください。

※汚れてもよい服装でお越しください。

◦主催　うしかい田んぼアート実行

委員会

貴生川地域自治振興会
☎７０‐２０５９　Ｆax７０‐２０５９
 info@kibukawa.jp

問合せ

うしかい田んぼアートの

稲刈り体験参加者募集
募  集

　近年に甲賀市へ転入された方向

けのプログラムです。甲賀市をます

ます好きになってもらえるように、市

内のええとこを観光ボランティアガ

イドが案内します。

◦日時　１２月１７日（土）

　８時３０分～１２時

◦場所　８時３０分にあいこうか市民

ホール前集合

◦内容　水口大池寺、土山家本陣

跡、東海道伝馬館を見学

◦対象　近年に甲賀市へ転入された方

◦定員　３０名

◦参加費　大人５００円（高校生以

上）、中学生４００円、小学生３００円

◦ 申 込 方 法 　 甲 賀 市 ひと・まち 

街道交流館に電話（☎０７４８-７０-

３１６６）

◦申込締切　１２月１５日（木）

甲賀市ひと・まち街道交流館
☎０７４８-７０-３１６６

問合せ

申込み

第1回

甲賀ええとこガイド
催  し

　素敵なヴォーリズ建築とともに、

個性あふれる7人の写真家の写真を

ご堪能ください。

◦期日　10月15日（土）、16日（日）、

22日（土）、23日（日）、29日（土）、

30日（日）

◦時間　10時～16時（29日のみ

21時まで開館）

◦場所　旧水口図書館（水口小学校

入口すぐ）

◦観覧料　無料

稚
わ か ぎ

木の会（森
も り た

田）
☎080-3111-7219

問合せ

旧水口図書館写真展

リュミエール・光
催  し

　第７４回関西茶

業振興大会滋賀

県大会式典開催

に伴い、「尾木マ

マ」の愛称で親し

まれている教育

評論家の尾木直

樹さんの講演会を開催します。

◦日時　１1月５日（土） １３時３０分～

１４時４０分（受付 １３時～）

◦場所　あいこうか市民ホール

◦応募方法　市ＨＰの申込書に必

要事項を記入し、ＦＡＸまたはメー

ルをお送りいただくか、申込み

フォームにてご応募ください。

◦応募期限　１０月２１日（金）

◦定員　300人（上限に到達次第 

募集を終了します。）

◦参加費　無料

※新型コロナウイルスの

影響により中止になる

ことがあります。

 市ホームページ ➡

農業振興課
☎６９‐２１９２　Ｆax６３‐４５９２

 koka10355000@city.koka.lg.jp

問合せ

コロナ時代を
生き抜くチカラ
～みなさんと一緒に考える～

あいこうか市民ホールに

尾木ママが来ます

催  し

　紙コップに毛糸を規則的に巻い

て、小物入れを作ります。

◦日時　１1月12日（土）10時～11時

◦場所　かえで会館

◦対象　市内の小学生

◦定員　先着8人

◦持ち物　ハンドタオル・飲み物

◦申込方法　電話

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

わくわく☆チャレンジクラブ

紙コップで

ミニバスケット作り

催  し

問合せ

申込み
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