
INFORMATION

情報のまど

■受験説明会の実施

納期限は
１１月３0日（水）です
◦国民健康保険税（６期）

◦利用者負担額

 （保育料、幼稚園・保育園給食費）

◦介護保険料（６期）

◦後期高齢者医療保険料

◦公共下水道使用料・農業集落

排水施設使用料

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

11月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）

1日、8日、15日、
22日、29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】

　以前、お店でクレジットカードを申し込んだが、利用しなくなったので、

解約しようとクレジットカード会社に連絡した。リボ払いの残金が５０万

円ほど残っているので、精算しないと解約できない、と言われ驚いた。確

認すると、申し込み時に「リボ払いを利用する」にチェックがされていたよ

うだ。また、クレジットカードの利用明細はWeb明細なので確認してい

なかった。

【こんなことに気を付けて】

　リボルビング払い（リボ払い）は、ひと月の利用金額や利用件数に関係

なく、設定した一定額を毎月支払う方法です。ひと月の支払額が一定の

ため支払管理がし易い反面、利用額が設定額を上回った場合、上回った

分が翌月に繰り越されるので、残金が高額になっているということがあり

ます。また、リボ払いは手数料がかかり、毎月の設定額と併せて支払って

います。

　申し込み時に、「リボ払いの利用をする」に設定されているカードや、リボ

払い専用カードというのもあるので、よく確認してから申し込みましょう。

　クレジットカードの利用明細は必ず確認して、不明や不審な点はすぐに

クレジットカード会社に問い合わせましょう。

　困った時は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！

リボ払いトラブル

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。）

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 採用後の処遇

自衛官候補生

（任期制）

18歳以上33歳未満（32歳

の者は、採用予定月の1日

から起算して３月に達する 

日 の 翌 月 の 末 日 現 在 、 

33歳に達していない者）

年間を通じて

行っております

受付時に

お知らせいたします

所要の教育を得て２等陸・

海・空士に任用

陸上は１年９か月、陸上の一

部技術系、海上、航空は２年

９か月を任期として勤務

２任期以降は各２年毎任期更新

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

（一般採用）

男子で中卒（見込含む）

17歳未満の者
令和５年１月６日まで

◯１次

　令和５年１月14日

　又は15日

◯２次

　令和５年１月26日から

　１月29日

※ いずれか１日を指定されます。

特別職国家公務員

修学年限３年

卒業後は陸士長

卒業後約１年で３等陸曹

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

（推薦採用）

男子で中卒（見込含む）17

歳未満の成績優秀かつ生徒

会活動等に顕著な実績を修

め、学校長が推薦できる者

12月２日まで
令和５年１月５日から７日

※ いずれか１日を指定されます。

特別職国家公務員

修学年限３年

卒業後は陸士長

卒業後約１年で３等陸曹

名　称 期　日 場　所 備　考

自衛隊個別説明会 毎日（土日祝は相談） 草津地域事務所（草津市西渋川1－3－25） 時間内個別説明（10時～18時）

自衛官の募集

問合せ 自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所　☎0７７‐５６３‐８２０５　https://www.mod.go.jp/pco/shiga/

募  集

◦日時　11月５日（土）　10時～15時

◦場所　クリーンセンター滋賀（甲

賀町神645）

◦内容（予定）
● モデルロケット制作と打ち上げ（当

日9時30分～11時受付 先着20名）

● 施設見学とエコクイズに挑戦

● 建設機械乗車体験

● 地元特製「炊き込みごはん」　ほか

※入場無料

※来場いただいた方には粗品をプレ

ゼント（数に限りがあります。）

※新型コロナウイルス感染症の状

況により、内容が変更となること

があります。詳しくは下記まで。

（公財）滋賀県環境事業公社
☎88-9191　Ｆax88-6322
 ccs-kousha@ac-koka.jp
http://www.shiga-kj.com/

クリーンセンター滋賀
感謝祭イベント

問合せ

催  し

　シンガポール出身の方をゲストに

お迎えしお話いただきます。

◦日時　11月19日（土）

　10時～11時30分

◦場所　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」多目的室2

◦定員　15名

◦参加費　甲賀市国際交流協会

　会員　無料／非会員　500円

◦申込締切　11月16日（水）

　※定員になり次第締切

◦その他　※コロナ感染状況により

実施方法が変更になる場合があ

ります。

甲賀市国際交流協会
☎６３‐８７２８　Ｆax７０‐６４６８
 mifa@mx.biwa.ne.jp

シンガポールって
どんな国？
〜シンガポールから学ぶ
harmony（ハーモニー）〜

催  し

問合せ

申込み

　事例紹介を中心にCB（コミュニ

ティビジネス）・SB（ソーシャルビジネ

ス）について学びませんか。

◦日時　１１月２３日（水・祝）

　１０時～１２時

◦場所　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」多目的室

◦定員　２０名

甲賀市まちづくり活動センター
「まるーむ」
☎７０‐２５９５

問合せ

申込み

市民活動の基礎
〜実践者の声を聞く〜 催  し

　忍者になり知・徳・体のミッションを

クリアして賞品をゲットしよう！

◦日時　（集客）１１月１２日（土）

　１０時～１６時　※雨天中止

（市内周遊）１１月１９日（土）～１２月

４日（日）

◦場所　（集客）水口スポーツの森

　（市内周遊）甲賀市内

◦内容　（集客）クイズや簡単な体力

測定を実施。忍者トレイン等アトラク

ション、キッチンカー等もあります。

（市内周遊）市内各所に設置され

たクイズを解いて回る（集客イベ

ントに参加できない方向け）

◦対象　主に市内在住の小学生

◦参加費　無料（一部有料あり）

◦申込方法　事前に市内各小学校で

配布される忍者大祭の冊子を持参

しご参加ください。

詳しくは、ホームページを

ご覧ください。

甲賀市商工会青年部　忍者大祭
実行委員会　（甲賀市商工会内）
☎０７４８‐６２‐１６７６

問合せ

申込み

甲賀流忍者大祭２０２２忍検定
〜忍びを極める秋の陣〜

　信楽高原鐵道に乗って、甲賀市の

景色と歌で心のデトックスをしてみ

ませんか？地元の特産品等のおもて

なしも用意しています。

◦日時　１１月１３日（日）

第１便　１０時 （貴生川１０時２４分発～往復）

第２便　１２時　（貴生川１２時２４分発～往復）

◦集合場所　JR貴生川駅改札前

◦内容

•  信楽高原鐵道車内にて、生バンド

演奏で「歌」を楽しみます。

•  貴生川駅前の「ふれあいマーケット」と信

楽駅前で特産物等の販売があります。

◦対象　どなたでもご参加いただけます。

◦定員　各便５０名（１車両貸切、ベンチシート）

◦参加費　１，５００円（運賃５００円＋

お土産１，０００円）

◦申込方法　貴生川自治振興会事

務局に電話・FAXもしくはメール

◦申込締切　１１月１１日（金）

貴 生 川 地 域 自 治 振 興 会・ 

まるっと甲賀歌声列車実行委員会

☎７０‐２０５９　Ｆax７０‐２０５９
 info@kibukawa.jp

問合せ

申込み

まるっと甲賀
歌声列車 催  し催  し

　平日の小児科受診をしやすくする

ため、選定療養費（※）が不要となる時

間帯を下記のとおり拡充しています。

注） ②の時間帯は、救急外来の場を利用

した休日診療であり、急を要さない

受診は平日の来院をお願いします。

（※）選定療養費  
　紹介状なしで２００床以上の病院を

外来受診する場合に負担いただく療

養費。公立甲賀病院では通常初診の

場合、医科７,７００円。（税込み）

公立甲賀病院医療サービス課
☎6２-０２３４（代）

問合せ

公立甲賀病院 小児科

選定療養費の変更について
お知らせ

時間帯
10月3日以降負担額
（従前の負担額）

①月～金
　（平日一般診療時間内）
　8時～11時30分

不要

（7,700円）

②土・日・祝日
　9時～18時

不要

（不要）

①・②以外の時間帯
7,700円

（7,700円）
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