
①HPからカンタン申告	 ②最高5,000円の税額控除
	 ③添付書類が提出不要	 ④還付金がスピーディー

ｅ-Taxを利用して所得税の申告をすると
ご自宅のパソコンから申告などの手続きが簡単にできます。
詳しくは		イータックス		で検索（www.e-tax.nta.go.jp）

ｅ-Taxをご利用ください

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内

　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられるかたで介護保険被保険者証に
書かれている有効期間が平成20年2
月29日までの方には、更新申請書を
1月初旬に送付させていただきました。
更新申請手続きはお済みでしょうか。
　今後も継続して介護保険サービスの
利用をご希望される方で、更新申請手
続きがお済みでない方は、平成20年
2月29日（金）までのなるべく早めに
最寄りの支所又は甲賀市民窓口セン
ター、水口社会福祉センター内介護福
祉課で手続きをしてください。

問…介護福祉課
　　 65-0699　 63-4085

法　律　相　談
日　時／ 3月5日（水）13：00〜16：00
場　所／かふか生涯学習館
※2月20日（水）8：30から予約受付
定　員／６名（1人30分）
申込方法／相談は予約制です

相談日の2週間前から電話・
来所により先着順です。

予約先／甲賀市社会福祉協議会
水口社会福祉センター２階

予約電話番号／ 62-8085
相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
※相談は無料で秘密は厳守します。

問…甲賀市社会福祉協議会
　　 62-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

要介護認定申請代行の
詐欺的行為にご注意を

　昨年12月に市内で「要介護認定の申
請を10万円で代行するけどどうだろ
うか。個人で役所の手続きは大変だか
ら。」と訪問した者がいたことが発覚し
ました。この事例では、介護者が断っ
たために被害には及びませんでした。
　介護認定の申請ができるのは、本人
又は家族、民生委員、介護相談員、成
年後見人等や地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所、介護老人福祉施
設、介護保険施設等で、関係のない他
人が行うことはできません。被害にあ
わないようご注意ください。

問…介護福祉課
　　 65-0699　 63-4085

第21回少年少女春スキー
期　日／ 3月27日（木）夜発〜
　　　　　　　　　3月30日（日）夜着
場　所／志賀高原スキー場
費　用／交通費・宿2泊8食・保険込

　　　　小学生　29,000円
　　　　（新3年生以下は保護者同伴）
　　　　中学生　32,000円
　　　　大　人　34,000円
募集定員／ 80名
締　切／ 3月10日（月）
主　催／滋賀県勤労者スキー協議会
後　援／滋賀県教育委員会

問…滋賀県勤労者スキー協議会（石山）
　　 077-563-5766

2008年度前期日本語教室受講生募集
　「日本語を勉強したい！」「日本語を話せるようになりたい！」そんなあなたのた
めに、日本語学習支援ボランティアが日本語を教えます。
　全く話せない人も、話せる人も、話せるけど読めない人も、字を書けるようにな
りたい人も、この教室に来ませんか。

水　　　口　　　教　　　室

場　所 ろくしんホール（水口中央公民館）

曜　日 金曜日 土曜日

開始日 3月21日（金） 3月22日（土）

時　間 19：30〜21：30

クラス 初級、中級、上級など受講者のレベルに合わせた小グループ制

料　金
各コース　前期15回分・6,000円

（必要な人のみ）テキスト代　2,625円・訳本代　2,100円

3　月 21・28日 22・29日

4　月  4 ・11・18・25日  5 ・12・19・26日

5　月  9 ・16・23・30日 10・17・24・31日

6　月  6 ・20・27日  7 ・21・28日

7　月  4 ・11日  5 ・12日

クラス分けのインタビューをしますので、受講を希望される方は下記日時にお越し
ください。インタビューの時に受講料をお支払いいただける方はご持参ください。

インタビュー日時／ 3月2日（日）13：00〜　ろくしんホール

問…甲賀市国際交流協会（KIS）　 / 63-8728（月〜金 10：00〜17：00）

地球温暖化防止活動推進
員募集

　地域での地球温暖化の防止に率先し
て取り組むリーダーとなり、出前講座
や普及啓発活動を実施していただける
方を募集します。

資　格／滋賀県内での活動に参加でき
る18歳以上の方

募集人数／ 100人程度
任　期／平成20年4月1日〜
　　　　　平成22年3月31日
締　切／ 3月6日（木） 消印有効
応募方法／所定の応募用紙で下記まで

申し込みください。
※詳しい募集要項はホームページ
（http://www.pref.shiga.jp/d/new-
energy/suisin5.html）を参照くださ
い。

問…滋賀県環境政策課地球環境・
新エネルギー室

　　〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
　　 077-528-3493
　　 077-528-4844

市有地を売却します
　入札により市有地を次のとおり売却
します。

売却する市有地／
水口町北泉1丁目40番
雑種地（現況宅地）　551㎡
JR草津線「三雲駅」まで約3㎞
市街化区域、工業地域、建ぺい
率60％、容積率200％

売却方法／条件付き一般競争入札
※複数の申込者が価格を競い合い、市
があらかじめ定めた予定価格（最低
売却価格）以上で最も高い価格をつ
けた方に購入していただく方法で
す。
※予定価格は不動産鑑評価を参考に市
が決定します。
予定価格
（最低売却価格）／ 22,300,000円
申込資格／
・本市に住所を有する方もしくは市内
で事業などを営んでいる方。

・市税を滞納していない方。
・契約時に代金の30％、契約日から30
日以内に残金の支払いが可能な方。
（契約予定日：３月中旬）
申込締切／ 2月29日（金）
受付時間／ 8：30 〜 17：15

　　（土、日を除く）
申込方法／直接申し込みください。
※詳細は、財政課に備え付けまたは市
ホームページからダウンロードした
入札要綱をご覧いただき、指定の用
紙でお申し込みください。（郵送によ
る申し込みはできません。）

問…財政課
　　 65-0677　 63-4561

自 衛 官 募 集

受験資格／
〈一般〉18歳以上34歳未満
〈技能〉18歳以上で保有する

技 能 に 応 じ て53 〜
55歳未満

受付期間／ 4月14日（月）まで
試験日／ 4月19日（土）〜 21日（月）の

いずれか１日を指定

受験資格／
20歳以上26歳未満〔22歳未
満は大卒者（見込含む）〕

受付期間／ 4月1日（火）〜 5月12日（月）
試験日／ 5月17日（土）・18日（日）

問…自衛隊滋賀地方協力本部草津
地域事務所

　　 / 077-563-8205

医療機関 実施日時 予約 電話番号
太 田 医 院 3/1（土）13：10～ 14：10 不要 63-3553

かりゆしクリニック 3/7（金）18：00～ 19：00 直接予約 67-0155

中 西 医 院 3/3（月）・4（火）・5（水）・
　7（金）19：00～ 19：30 直接予約 66-0712

速 水 医 院 3/1（土）13：00～ 14：00 直接予約 65-3211

たなか小児科医院 3/1（土）14：00～ 14：15 市へ予約
（65-0732） 65-0121

予備自衛官補

一般・技術幹部候補生
（飛行・音楽要員含む）

平成23年7月24日までにアナ
ログテレビ放送は終了します

　従来のアナログ方式と比べ、より高品質
な画像と音声を受信する地上デジタルテ
レビ放送（地デジ）は、平成23年7月24日
までに完全移行される予定です。以降は、
従来のアナログテレビのままでは、テレビ
放送が見られなくなります。地デジ放送を
ご覧いただく基本的な方法は、次のとおり
です。
①�地デジ放送対応テレビに買い換える。
②�地デジ放送用チューナーを購入し接続
する。

③�地デジ放送対応済みのケーブルテレビ
で視聴する。

　ご心配の点があれば、お気軽にご相談く
ださい。

問…情報政策課
　　 65-0674　 63-4559

滋賀県立成人病センター
第2回循環器市民講座
〜ペースメーカー・植込型除細動器
治療の実際と日常管理のポイント〜

　ペースメーカー・植込型除細動器・
両心室ペースメーカー治療に関する話
題を講演します。

日　時／ 3月15日（土） 10：00〜12：00
場　所／滋賀県立成人病センター
　　　　研究所講堂
講　師／滋賀県立成人病センター循環

器科スタッフ
対　象／どなたでも参加できます。
　　　　（当日先着150名）

問…滋賀県立成人病センター循環器科
　　 077-582-5031
　　 077-582-5426

3月1日（土）〜3月7日（金）です
　子どもに対する予防接種への関心を
高め、接種率の向上を図ることを目的
に（社）日本医師会、（社）日本小児科医
会および厚生労働省の主催により、子
ども予防接種週間が実施されます。
　予防接種週間では、平日、土曜日の
午後に右記の医療機関で予防接種がで
きます。入園・入学前のこの機会に予
防接種を済ませましょう。 問…健康推進課　 65-0704　 63-4591

農業委員会委員選挙人
名簿の縦覧について

縦覧期間／ 2月23日㈯〜3月8日㈯
　　　　　 8：30〜17：00
縦覧場所／甲賀市役所水口庁舎
　　　　　選挙管理委員会事務局
※選挙権があるのに登載されていない場
合には、期間中異議を申し立てること
ができます。

※縦覧希望の方は事前に選挙管理委員会
事務局までお問い合わせください

問…選挙管理委員会事務局
　 65-0667　 63-4554

子ども予防接種週間
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