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■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝IP電話

市政功労者表彰
■自治功労表彰状
豆田昇一郎（市辺町）、小林優（沖野一丁目）、𠮷澤克美（永
源寺高野町）、諏訪一男（宮荘町）、川嶋重剛（五個荘山
本町）、野村秀一郎（中戸町）、鈴村重史（鯰江町）、宮部
庄七（祗園町）、青山弘男（小八木町）、田中信弘（伊庭町）、
島村俊一（中一色町）、國領義昭（平柳町）、仲谷朋視（札
の辻一丁目）、上西潔（八日市東浜町）、山田隆弘（八日市
清水二丁目）、端和博（沖野一丁目）、川副庄悟（八日市東
浜町）、本多賢志（八日市東浜町）、髙木誠（建部下野町）、
深尾義治（三津屋町）、野神勝彦（近江八幡市）、村田敏幸
（杠葉尾町）、佃鉄朗（八日市緑町）、坪倉宏篤（中小路町）、
上林康高（五個荘北町屋町）、辻昭彦（五個荘北町屋町）、
三品政治（五個荘北町屋町）、中江滋希（五個荘金堂町）、
塚本武彦（五個荘金堂町）、中西安治（平尾町）、本持勝次
（佐野町）、北村辰也（神郷町）、中村一也（建部日吉町）、
上島和久（春日町）、玉水秀吉（三津屋町）、杉浦貞次（東
沖野五丁目）、谷口善彦（建部日吉町）、松本勘一郎（建部
北町）、中澤省三（八日市浜野町）、坂口潤子（八日市金屋
二丁目）、安田久美子（八日市本町）、西野一江（春日町）、
大野康夫（沖野三丁目）、松吉義彦（一式町）、小西伊三雄（新
出町）、平岩義藏（山上町）、馬野忠男（平松町）、上原勝
馬（大清水町）、嶋林幹夫（池庄町）、宮田和子（猪子町）、
大塚ふさ（大塚町）
■自治功労感謝状
林栄子（山上町）、吉田正子（上平木町）
■社会功労表彰状
村田 雄（伊庭町）、山本實（能登川町）、髙岡武志（宮川町）
■社会功労感謝状
小林昌子（中岸本町）、冨田正敏（中野町）、渡辺一郎（建
部下野町）、山田利治（尻無町）、 田ヱイ子（八日市東
本町）、中川治雄（八日市町）、重田稔（大阪府豊中市）、
澤井和好（石谷町）、山脇勝（五個荘金堂町）、岡村幸宏（五
個荘簗瀬町）、大澤洋子（宮川町）、久田元一郎（市原野
町）、井村裕夫（京都市）、小島修（八日市本町）、野村

枝（建部下野町）、小南ゆみ子（山路町）、中路融人（京都
市）、三輪晃久（京都市）、塚本喜左衛門（京都市）、滋賀
県立八日市南高等学校緑地デザイン科（春日町）、東近江
ロータリークラブ（八日市東浜町）、八日市南ロータリーク
ラブ（八日市東浜町）、匿名
教育委員会表彰
■功労賞
村林唯夫（能登川町）、池田修（小田苅町）、倉科昇三（永
源寺高野町）、中村稔（五個荘和田町）
■文化賞
（個人）金井潤一（長勝寺町）、森優（八日市金屋二丁目）
（団体）チーム「Window７」（横溝町）、聖徳中学校吹奏楽部
■スポーツ賞
（個人）小梶孝行（中野町）、山川夏輝（小川町）、澤村卓
也（南花沢町）、村田英俊（下二俣町）、川西寧 （々宮井町）、
吾郷遼太郎（宮川町）、奥田圭都（宮川町）、山田和輝（平
松町）、松江祐輔（八日市松尾町）、林祐真（猪子町）、朝
戸亜子（宮川町）、鷲見奈々江（八日市浜野町）、野原咲季
（八日市浜野町）、安井美紗貴（蒲生岡本町）、竹林保尋（八
日市東本町）、伏木久実（小脇町）、寺田彩香（小脇町）、
豊富麗子（蒲生堂町）、金井睦美（永源寺相谷町）、加藤
伊織（山路町）、清水麻衣（神郷町）、伊藤友希（北花沢町）、
安井綾香（桜川西町）、奥田果蓮（川合町）、小梶隆司（東
中野町）、井上幸子（妙法寺町）、樫原浩之（沖野二丁目）、
西堀正範（近江八幡市）、大井秀子（東沖野五丁目）、根
上律子（守山市）、辻祐喜（林町）、中園夢実（蒲生堂町）、
佐々木優衣（市子殿町）、増田伊知郎（平田町）、野田義弘
（宮川町）、村山弘晃（建部日吉町）、中島勝（木村町）、野
村祐希（八日市上之町）、青山紋叶（佐野町）、三浦真梨（山
路町）、武本優果（桜川西町）、朝比伽帆（川合町）、山路
正子（伊庭町）
（団体）レークユニオンズ（ソフトボール）、ＯＲＩＯＮＳ（軟
式野球）、村田製作所（ソフトテニス）、ジュニア愛東スポー
ツ少年団（軟式野球）、川合寺チーム（ゲートボール）、玉
園中学校ソフトボール部、朝桜中学校ソフトテニス部

　市政功労者表彰ならびに教育委員会表彰の表彰式が11月３日、て
んびんの里文化学習センターであり、市政伸展や教育、文化、スポー
ツの向上に功績のあった人や団体に表彰状や感謝状が贈られまし
た。表彰を受けられたのは、下記のみなさんです。（敬称略、順不同）

市政功労者表彰
教育委員会表彰
125人・12団体が受賞
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◆ごみ搬入
■八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区

※ごみの搬入には、許可書が必要です。申請は12月
28日㈫までに廃棄物対策課、もしくは、永源寺・五個
荘・能登川・蒲生各支所の市民生活グループまでお願
いします。
■愛東・湖東地区

※不燃ごみ（愛知郡清掃センター）の搬入は、確認書が
必要です。申請は12月28日㈫までに愛東・湖東支所の
市民生活グループまでお願いします。
　年末年始の搬入は大変混み合います
ので、お早めにお願いします。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

◆し尿収集業務　13ページをご覧ください。

◆戸籍などの届出
　市役所は12月29日㈬から１月３日㈪まで閉庁となり
ます。それにともない、窓口業務はお休みとさせてい
ただきます。自動交付機につきましても同様にご利用
いただけません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
　なお、戸籍届出につきましては、休日・祝日と同様
の取り扱いとなり、本庁および各支所の宿日直で下表
のとおり受け付けをいたします。

　また、布引斎苑組合および愛知郡広域斎場とも、
１月１日㈷は休苑のため火葬業務は休みとなります。
ただし、予約受付は行われますので、お間違いのない
ようお願いします。詳しいことにつきましては、それぞ
れの管轄の組合までお尋ねください。
市民課　☎0748-24-5630　 0505-801-5630

　布引斎苑組合　☎0748-23-4922
　愛知郡広域斎場
　　　　☎0749-45-1416（平日）
　　　　☎0749-45-4119（土・日・祝日・年末年始）

◆医療機関
　能登川・蒲生両病院の外来診療は、12月29日㈬か
ら１月３日㈪まで休診となります。急病などの
場合は、休日急患診療所などをご利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
能登川病院　☎0748-42-1333

　蒲生病院　　☎0748-55-1175

搬　入
場　所

日野清掃センター
（蒲生郡日野町）

☎ 0748-53-0155

能登川清掃センター
（種町）

☎ 0748-42-2294

年　末 12月30日㈭まで
８:30～12:00、13:00～15:00

年　始 １月４日㈫から
８:30～12:00、13:00～16:30

搬　入
場　所

リバースセンター
（平柳町）

☎0749-45-0366

愛知郡清掃センター
（小八木町）

☎ 0749-45-1123

年　末 12月29日㈬まで
９:00～12:00

12月29日㈬まで
９:00～11:30

年　始 １月４日㈫から
９:00～16:30

１月５日㈬から
９:00～11:30

年末年始の業務について

届の種類 受付場所 受付時間
死亡届 本庁・各支所 ８:30～17:00

死亡届以外
の戸籍届出

本庁 24時間受付
各支所 ８:30～22:00

歯

科

12月５日㈰ 12月12日㈰ 12月19日㈰ 12月23日㈷ 12月26日㈰ 12月29日㈬
有田歯科医院
（八日市町）

☎0748-22-2522

小川歯科医院
（垣見町）

☎0748-42-2130

ふじせき第二歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-33-2824

おおまえ矯正歯科
（近江八幡市）
☎0748-32-0233

竜王町国民健康保険歯科
診療所（蒲生郡竜王町）
☎0748-57-1133

北村歯科医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-37-2378

12月30日㈭ 12月31日㈮ １月１日㈷ １月２日㈰ １月３日㈪

　
医療法人社団竜歯科
医院（市子殿町）
☎0748-55-4100

市田歯科医院
（五個荘石塚町）
☎0748-48-6480

マナベ歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-46-6480

みなみ歯科医院
（八日市金屋二丁目）
☎0748-22-0225

住井歯科医院
（東沖野三丁目）
☎0748-22-1290

診療時間は、すべて10：00～16：30　 滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

せら知おの療診の始年末年

医

科

12月29日㈬ 12月30日㈭ 12月31日㈮ １月１日㈷ １月２日㈰ １月３日㈪
10:00～20:00 10:00～20:00 10:00～18:00 13:00～20:00 10:00～20:00 10:00～20:00

八日市休日急患診療所（八日市緑町）☎0748-23-5020／近江八幡休日急患診療所（近江八幡市中村町）☎０748-33-9311
※いずれも診療科目は内科・小児科・外科。受付は、診察開始時間の30分前から終了時間の20分前までです。

北村医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-37-2008

こすぎクリニック
（大萩町）

☎0749-46-8000

湖東記念病院
（平松町）

☎0749-45-5000

北村医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-37-2008

池田医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-37-3025

診療時間は、すべて9:00～17:00（受付は16:30まで）
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■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝問い合わせ　 ＝IP電話

12/19㈰ 家族ふれあいサンデー

　高校生以下の子どもを含む家族は、「ふ
れあいカード」持参で、下記利用が無料です。
●八日市大凧会館●探検の殿堂（※南極体
験ゾーンは休止）●近江商人博物館●野口
謙蔵記念館●ふれあい運動公園パターゴルフ
場●蒲生緑のひろばパターゴルフ場●ひばり公園パー
クゴルフ場●湖東プール●おくのの運動公園軽運動
室●能登川スポーツセンター武道館●ちょこっとバス
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

　市税・保険料の口座振替推進キャンペーン
を12月10日㈮まで実施しています。期間中に申
し込みされた場合、粗品をプレゼントします。
　市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税）・
保険料（国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者
医療保険料）の納付には、便利で納め忘れのない口
座振替をぜひご利用ください。
納税課　　　☎0748-24-5606　 0505-801-5606

　保険年金課　☎0748-24-5632　 0505-801-5632

　　市税・保険料の口座振替
　　推進キャンペーン実施中

　平成22年分所得にかかる確定申告の時期が近づいて
きました。正しい申告をしていただけるよう、給与所得
や年金所得などにかかる確定申告書の作成方法を体験
していただく説明会を開催します。ぜひ、この機会をご
利用いただき、自分で申告書を作成してみませんか。
　 12月14日㈫13：30～15：30（受付13：00から）
　 ショッピングプラザアピア
　　４階アピアホール
　 ●年金所得の申告が必要な人
　　　●退職などにより今年度から申告が必要な人
　　　●所得や控除の内容に質問がある人
　 市民税課　☎0748-24-5604　 0505-801-5604

確定申告書の作成説明会を開催します

確定申告はe-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）をご利用ください
　確定申告は、自宅からインターネットで申告や納
税ができるe-Tax（国税電子申告・納税システム）を
ご利用ください。国税庁ホームページ（http://www.
nta.go.jp）では個人で確定申告書の作成ができる
「確定申告書等作成コーナー」を開設しています。
　同コーナーで作成したデータを直接e-Taxで送信
することもできます（事前準備が必要です）。

市議会の新しい議長・
副議長が決まりました

　10月29日の市議会臨時会で役員改選があ
り、議長・副議長が選ばれました。

議
長

　

中
村　

肇
さ
ん

　
（
71
歳
・
尻
無
町
）

副
議
長

　

大
澤　

貢
さ
ん

　
（
68
歳
・
宮
川
町
）

　平成22年度蒲生野短歌会の入賞者が決まりました。これは、
額
ぬかたのおおきみ

田王と大
お お あ ま の

海人皇
み こ

子の相
そう

聞
もん

歌
か

の舞台となった蒲生野にちなん
で、市教育委員会と市観光協会が募集したものです。全国から
1,284首の応募があり、その中から43首の入賞作品が選ばれま
した。上位入賞者は次のとおりです。（敬称略）

蒲生野大賞　奥村ちゑ（今堀町）
　うたた寝のわれに声かけ亡き夫が秋の夜長を通る気配す
東近江市民賞　大野恵子（大森町）
　病
やまい

癒えし夫
つま

と歩みぬ蒲生野の風緩やかに萩ゆらしいる
紫
むらさきの

野賞　荒井英恵（京都市）　標
しめ

野
の

賞　塚田沙玲（茨城県）
優秀賞（小学生の部）　寺本陽菜（岡山小６年）
　おかあさんほらみてあそこいちばん星なつのおもいでひとつふえたね
優秀賞（中学生の部）　辻村美里（伊吹山中２年）
　雨の日に空が奏でる音を聞くそれがただただここちよかった
優秀賞（高校生の部）　北井こころ（大阪府）
　茜空見上げて詠んだおおきみの想いを乗せて秋風よ吹け

蒲生野短歌会

入賞者が決まる

お急ぎ

ください！
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　～12月は滞納整理強化月間です～

市税や県税の納め忘れはありませんか？
今一度、納め忘れがないかお確かめください

納税通知書（納付書）の送付（納期限までに納付してください）
口座振替の実施（納期限の日に登録口座から振替えます）
　納税課では、市県民税・固定資産税・軽自動車税を取り扱っています。

督促状の送付
　納期限の約25日後に発送します。
　督促手数料(100円)と延滞金が加算されます。

催告書の送付
　延滞金が増加します。

完　

納
滞
納
処
分
に
い
た
る
ま
で

納付

納付

納付

納付いただけないと

税金を滞納すると
　定められた納期限までに納付しないと、本税のほかに延滞金（納期限の翌日から１ヶ月は年7.3％以内、１ヶ
月をこえる場合は年14.6％）も合わせて納付していただくことになります。
　また、税金を滞納したままにしておくと、滞納処分を行うことになります。この処分は法律に基づき執行する
ものです。

納付いただけないと

納付いただけないと

納付相談

滞納している人の財産を調査します
　勤務先・金融機関・官公署・取引先などの調査（ご自宅などの捜索を行う場合もあります）

財産が発見された場合は、滞納処分することがあります
　調査で把握した財産（給与、預貯金、売掛金、不動産、動産、生命保険、有価証券など）を差押え、
その財産を換価（金銭に換えること）し、滞納している市税や県税へ充当します。

給与 預貯金

不動産
動産

※銀行に借入がある場合、差し
押えを受けると一括返済を求めら
れることがあります。

差押えた物件を公売します。
公売を実施する場合は、市役所
ホームページなどでお知らせして
いきます。

Yahoo! オークション・インターネッ
ト公売システムを利用して公売しま
す。公売情報は随時更新します。
※市のホームページのトップページ
からご覧になれます。

　どうしても納付が困難
な場合は、そのまま放置
せずご相談ください。

【市の税金】
　納税課
　　☎ 0748-24-5606
　　 0505-801-5606
　滞納整理対策室
　　☎ 0748-24-5649
　　 0505-802-8343

【県の税金】
　滋賀県中部県税事務所
　　☎ 0748-22-7707


