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01 固定資産税評価額の縦覧

　自己の所有する土地・家屋の評価額
が適正であるかどうかを確認するため、
市内の自己所有以外の土地・家屋の評
価額をご覧いただける制度です。

【縦覧できる事項】
土地：所在、地番、地目、地積、市街
化区分、評価額
家屋：所在、家屋番号、種類（用途）、
構造、床面積、市街化区分、評価額

４月３日㈪～５月31日㈬
　土・日曜日、祝日を除く８:30～17:15

市役所資産税課および各支所
①～③のいずれかに該当する人

①免税点以上の固定資産税の納税義務者
②納税義務者と同一世帯の人
③納税管理人　

本人であることを確認できるもの
※代理人の場合は委任状と代理人本人
であることを確認できるもの
※制度の趣旨から外れる場合は、縦覧
をお断りすることがあります。

資産税課（土地）   ☎0748-24-5605
   050-5801-5605　  0748-24-5577

資産税課（家屋）   ☎0748-24-5637
   050-5801-5637　  0748-24-5577

介護用品購入助成券の申請

　平成29年度の介護用品購入助成券
（おむつ券、月額3,000円）の申請受付

は、４月３日㈪からです。対象と思われ
る人には通知しますが、通知がない場
合でも次の人は対象となります。

介護保険の要介護認定区分が「要介
護１～５」で、在宅でおむつなどを使用
されている人。※入院、介護保険施設
に入所、グループホームなどに入居され
ている人は対象外

介護保険証、介護用品購入助成券交
付申請書（要介護１・２の方は、担当の
ケアマネジャーの証明が必要。担当が
おられない場合は、介護用品購入のレ
シートまたは領収書をお持ちください。）

長寿福祉課　☎ 0748-24-5645
　 050-5801-5645　  0748-24-1052
　または各支所

軽自動車税の減免手続き

　身体または精神に障害のある人のた
めに使用される軽自動車は、申請によ
り軽自動車税が減免される場合があり
ます。減免を受けるためには、毎年 4
月 1 日時点で、一定の要件に該当して
いることが必要です。詳しくは、お問い
合わせください。

４月３日㈪～５月31日㈬
市民税課　☎ 0748-24-5604

　 050-5801-5604　  0748-24-5577

手話講座（基礎編）受講生

　手話の基本文法を学び、聴覚障害者と
日常的な会話ができる人を養成します。

５月16日～10月31日の毎週火曜日
（全26回）　いずれも19：00～21：00

市役所本庁舎新館314会議室
市内在住・在勤・在学の高校生以上

で手話講座入門編の修了者または活動
経験が２年以上で手話による簡単な日
常会話が可能な人。

若干名（申込み先着順）
3,240円（DVD付きテキスト代）ほか
申込書を４月５日㈬～19日㈬に提出ま

たは郵送してください。
障害福祉課　☎ 0748-24-5640

　 050-5801-5640　 0748-24-5693

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者

◆種目：フライングディスク
５月21日㈰
長浜バイオ大学ドーム（長浜市）
４月19日㈬まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
    050-5801-5640   0748-24-5693

シニアパソコン講座 受講生

　初心者のためのワードとエクセルの講
座です。パソコンを持参してください。

４月15日㈯10:00～11:50（全11回）
ウェルネス八日市（建部上中町）

30人（申込み先着順） 8,000円　
４月10日㈪まで

東近江市社会福祉協議会能登川事務所　
☎ 0748-42-8703　 050-5802-2989 

子育て支援事業 参加者

◆親子の絆づくり「赤ちゃんがきた！」
　０歳児を初めて育児する母親のため
の仲間・絆・学びのプログラム。赤ちゃ
んとの接し方や親になる心構えなどを
学びます。
◇八日市保健センター

５月９日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫
◇湖東保健センター、蒲生支所

５月11日㈭、18日㈭、25日㈭、６月１日㈭
◇能登川保健センター

５月12日㈮、19日㈮、26日㈮、６月２日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（平成28年12月～平成29年３
月生まれ）とその母親

各会場10組（申込み先着順）
864円（テキスト代）

４月10日㈪から
各地区の子育て支援センター

　八日市　☎ 0748-22-8201
　湖東　　☎ 0749-45-4011
　能登川　☎ 0748-42-8510
　蒲生　　☎ 0748-55-4889

延命荘趣味教室 受講生

講座名 曜日／時間

踊　り 第 2・4月曜日／13:30～15:30

生　花 第 2・4火曜日／13:30～15:30

囲碁・将棋 第 2・4月曜日／９:30～15:30

俳　句 第 2火 曜日／14:00～16:00

書　道 第 2・4水曜日／９:30～11:30

墨　絵 第 2・4水曜日／13:30～15:30

カラオケ 第 2・4火曜日／13:30～15:30
健康スポーツ 第2・3・4金曜日／９:30～11:30
大正琴 第 1・3火曜日／９:30～11:30

楽書会 第 1・3木曜日／９:30～11:30

詩　吟 第 2・4月曜日／14:00～16:00

煎茶道 第1・3・4水曜日／13:30～15:30

押し花 第1水曜・第2木曜日／９:30～12:00

フラダンス 第 2・4月曜日／９:30～11:00

社交ダンス 第 1・3木曜日／13:30～15:30

※都合により変更する場合があります。
おおむね60歳以上
講座により異なる（無料～1,000円／回）

老人福祉センター延命荘
☎ 0748-22-6000　 050-8034-6000

布引運動公園体育館
フィットネス教室 受講生

■リフレッシュヨガ
講師：村上憲

の り え

衣さん
５月１日、８日を除く４月３日～６月19

日の毎週月曜日（10回）19:00～20:00
16歳 以 上　 30人（申込み先着順 ）
8,500円
受講料を添えて事務室までお申し込

みください。申込み先着順。（電話不可） 
※お子様連れの受講はできません。

布引運動公園体育館
　☎ 0748-25-2633　 050-5801-2633

ウェルネス講座 受講生

■有酸素運動とヨガで健康に
４月12日㈬10：00～11：30
40人（申込み先着順）　 500円

■簡単楽しく動くリズム体操
４月27日㈭10：00～11：30 
40人（申込み先着順）　 500円
いずれも４月３日㈪９:00から受付開

始。受講料を添えてお申し込みください。
＊詳しくは募集チラシをご覧ください。

ウェルネス八日市
　☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

ライフロング事業講座 受講生

■毎月２回！男のヨガ入門
４月13日㈭、27日㈭ 14:00～15:30
15人程度（当日受付）　 500円

■毎月 1 回！大人の音楽脳トレ
４月21日㈮ 10:00～11:30
30人程度（当日受付）　 500円

 ほかにも約70講座を先着順で受付中！
詳しくは募集チラシをご覧ください。

八日市文化芸術会館　☎0748-23-6862　　
　 050-5801-6862　 0748-23-6863

布引グリーンスタジアム講座 受講生

■マラソン初級・中級教室
初級：５月18日～６月22日、中級：５月18

日～８月３日　毎週木曜日19:30～21:00
18歳以上

各20人（申込み先着順）
初級：3,000円（６回）、中級：6,000円（12回）
５月14日㈰まで

布引グリーンスタジアム
　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

今月の相談今月の相談 市民生活相談室　☎ 0748-24-5616
　 050-5801-5616　 0748-24-0217

相談項目 相談日 相談時間 相談場所

法律相談
（予約制）

※弁護士による
　相談。１人１回
　限り、30分まで。
　相談時間は受
　付順

11日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）４月４日㈫９:00から

18日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）４月11日㈫９:00から

25日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）４月18日㈫９:00から

登記・相続相談 21日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※当日受付（先着６人）　司法書士会

登記・測量相談 28日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※当日受付（先着６人）　土地家屋調査士会

行政相談
※行政相談委員
　による相談

12日㈬
９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

９:30～12:00 能登川コミュニティセンター ２階多目的室１

13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３

18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

19日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室

21日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

25日㈫ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室

一般相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00 市役所　市民生活相談室

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00

消費生活センター（市民生活相談室内）
・相談専用電話　☎ 0748-24-5659

人権・男女共同参画課　☎ 0748-24-5620（直通）　 050-5801-5620　 0748-24-0217

特設人権相談

11日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

12日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室

19日㈬
13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室

13:00～16:00 ショッピングプラザアピア　４階研修室Ｂ
（八日市浜野町）

男女共同参画
やすらぎ相談 13日㈭、21日㈮ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641（直通）　 050-5801-5641　 0748-24-5693
家族介護者の会　介護者の悩み相談

ほのぼの会 11日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

12日㈬ ９:30～11:30
高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）

じゃがいもの会 五個荘コミュニティセンター
男性介護者のつどい 15日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

ほっとミルク
19日㈬

13:00～15:00 能登川保健センター
ちょっと、いっぷくの会 20:00～22:00 愛東コミュニティセンター

カタクリの会 20日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
コスモスの会 21日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

ほほえみ 随時受付 能登川保健センター　☎ 0748-42-8702
成年後見制度の利用に関する電話相談（市委託事業）
東近江圏域成年後見サポート
センター　E－SORA（いいそら） 月～金曜日　９:00～17:00 ☎ 0748-46-8128

NPO法人まちの相談室よりそい 月・火・水・金曜日  ９:00～17:00 ☎ 0748-56-1085

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 こども相談支援課　☎ 0748-24-5663
　 050-5802-3275    0748-23-7501
・ぎゃくたいほっとライン ☎ 0748-24-5687
・でんわ相談　☎ 0748-24-1111

※上記以外で緊急の場合は、
　市役所代表番号
　　　（☎ 0748-24-1234）

行政書士相談
（予約制） 12日㈬ 13:00～15:30

八日市コミュニティセンター
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（貝沼） ☎ 0748-23-6213

夜間・休日
お薬相談窓口

夜間 21:00～９:00 東近江薬剤師会　☎ 0748-32-5530
薬剤師が夜間、休日に薬の困りごとに答えます。休日 終日
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４月のし尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

　

４月
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
15日㈯、16日㈰、22日㈯、23日㈰、
29日㈷、30日㈰

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎ 0748-23-0107
◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東広
域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）で
手続きをしてください。

生活環境課　☎ 0748-24-5633
　 050-5801-5633　  0748-24-5692

あかね文化ホール講座

■有酸素運動とヨガで健康に
４月５日㈬・19日㈬ 10:00～11:30
500円

■簡単！リズム体操
４月６日㈭・20日㈭ 10:00～11:30
300円

■親子で楽しくリトミック
４月26日㈬ 10:00～11:00  300円

あかね文化ホール　
　☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207
　 0748-55-3898

重度の障害がある人へのガソリン・
タクシー・近江鉄道助成券交付

　在宅生活をされている重度の障害が
ある人を対象に、社会参加促進・移動
支援事業の申請を受け付けています。
■助成内容
　タクシー運賃、自動車燃料費および
近江鉄道運賃に使用できる5,000円分
の共通券
□社会参加促進事業対象者
　身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ、
精神障害者保健福祉手帳１～２級の人
□移動支援事業対象者（所得制限あり）　
　18歳未満で身体障害者手帳１～２級・
療育手帳Ａ・特別児童扶養手当１級の
認定を受けている人。重症心身障害者

（児）、人工透析を受けている人
※いずれも４月１日現在で市内在住の人
が対象です。施設入所中や長期入院中
の人は対象になりません。

５月31日㈬までに、障害福祉課また
は各支所で申請してください。

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 050-5801-5640　  0748-24-5693

商工会の事務所移転

　東近江市商工会では、事務の効率化
のため各支部の事務所を閉鎖して、４月
１日から事務所を湖東支所内に移転し
ます。
　ただし、商工会蒲生支部、能登川支
部は、毎週月曜日・金曜日９:30～16:30
に開設します。
■開所式

４月３日㈪11：45～12：30
湖東支所　２階会議室
東近江市商工会

　☎ 0749-45-5077　 050-5802-9407
　　

就学援助費給付申請

■援助内容　
　学用品、給食、修学旅行などの各費
用（限度額あり）

経済的理由により就学費用の負担に
お困りの小中学生の保護者（所得基準
あり）

事前に小中学校に連絡のうえ、５月
26日㈮までに申請書類を学校へ提出し
てください。期限を過ぎると、認定月
からの援助となります。前年度から継
続の場合も、手続きが必要です。

教育総務課　☎ 0748-24-5670
　 050-5801-5670　  0748-24-5694

奨学金・医学生奨学金貸付け制度

　経済的な理由で就学が困難な高校生
や大学生などを援助するための無利子
の奨学金貸付け制度です。
■奨学金の種類（年間貸付金額）　
①高等学校および高等専門学校奨学金

（12万円）
②大学奨学金（24万円）
③医学生（歯学生含む。）奨学金（入学
支度金30万円、授業料50万円）
■貸付け期間　
それぞれの学校の修業年限
※卒業後、奨学金の種類ごとに定められ
た期限内に全額償還していただきます。

４月３日㈪～ 28日㈮に申請書類など
を提出してください。申請書などは教
育総務課に設置しています。
※貸付けには審査があります。

教育総務課　☎ 0748-24-5670
　 050-5801-5670　  0748-24-5694

いきいき運動教室

　椅子に座ってできる運動教室の参加
者を募集中です。運動機能の向上、認
知症の予防について効果的なプログラ
ムを実施します。

会場 曜日／時間
蒲生コミュニ
ティセンター 月曜日／10:00～11:30

長峰コミュニ
ティセンター 月曜日／13:30～15:00

延命荘 火曜日／９:30～11:00

五個荘コミュ
ニティセンター 火曜日／13:30～15:00

やわらぎホール 火曜日／13:30～15:00

市役所東庁舎 水曜日／13:30～15:00

八日市コミュ
ニティセンター 水曜日／13:30～15:00

湖東コミュニ
ティセンター 金曜日／13:30～15:00

おおむね60歳以上
会場により異なる（500円～650円／回）

　延命荘は指導者なしのため無料
タオル、飲み物

健康推進課　☎ 0748-24-5646
　 050-5801-5646　  0748-24-1052
※「平成29年度健康ガイドブック」(P17）
の掲載会場が変更になりました。

（変更前）五個荘支所
（変更後）五個荘コミュニティセンター

犬の登録と狂犬病予防注射

　犬の登録（犬の生涯に１回）と狂犬病
予防注射は飼い主の義務です。
　狂犬病予防注射は毎年受けなければ
なりません。４、５月は市内を巡回（集
合注射）しますので、最寄りの会場で接
種してください。実施日は市ホームペー
ジや案内ハガキなどでご確認ください。
■接種にあたってのお願い
・すでに登録済みの飼い犬の場合は、
受付で「登録カード（愛犬カード）」と
案内ハガキを提出してください。
・必ず犬を制止させる（抑える）ことが
できる人が連れてきてください。
※犬の体調が悪いときは、別の日また
は動物病院で接種してください。
■手数料

6,400円（新規）、3,400円（登録済）
生活環境課　☎ 0748-24-5633

　 050-5801-5633　  0748-24-5692

■編集・発行　東近江市企画部広報課
〒 527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番５号

（代表）☎ 0748-24-1234／0749-46-2100
　　　 050-5801-1234

（直通）☎ 0748-24-5611
　　　 050-5801-5611
　　　FAX 0748-24-1457
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

■広報ひがしおうみ配布のご案内
　毎月１日、新聞折込で配布しています。
また、市内の公共施設に設置している
ほか、東近江スマイルネットのデータ放
送、市ホームページで閲覧できます。　　
　設置している公共施設などについて、
詳しくは市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

■本市の人口（平成29年３月１日）
　人口：115,121人（－31）
　男性：57,156人（－35）
　女性：57,965人（＋４）
　世帯数：43,037世帯（＋19）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
　能登川博物館で４月23日まで開催さ
れている「スキ！ひがしおうみ市」写真
展。日ごろ、なにげなく目にしている風
景も、たくさんの魅力があふれているこ
とに気づかされます。ちなみに私のお
気に入りは、伊庭内湖周辺の開放的な
景色です。自転車でサイクリングをする
と、気持ちもリフレッシュできます。（H）

平成29年４月１日発行
（通巻147号）

お知らせお知らせ
東近江警察署からのお知らせ

■春期における山岳遭難事故防止
　県内では今年に入ってすでに山岳遭
難が発生しており、その原因のほとんど
が道迷いです。登山をされる場合は下
記の点に注意してください。
○登山カードの提出、「インターネット登
山箱」を活用してください。
○単独登山は絶対に避け、グループ登
山と事前の準備を入念にしてください。
○道に迷ったり、けがをしたらためらわ
ず警察や消防に連絡してください。
○体力や技術の過信は禁物です。天気
予報を確認し、場合によっては中止や下
山をしてください。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

児童扶養手当の額改定

　消費者物価指数の変動により、平成
29年４月分から手当額（月額）が0.1％
引き下げられます。
■手当額

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 42,330円 42,290円

一部支給
42,320円～

9,990円
42,280円～

9,980円

■第２子加算額

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 10,000円 9,990円

一部支給
9,990円～
5,000円

9,980円～
5,000円

■第３子以降加算額

こども家庭課　☎ 0748-24-5643
　 050-5801-5643　  0748-23-7501

４月６日㈭～ 15日㈯は
「春の全国交通安全運動」

■運動の基本
　子どもと高齢者の交通事故防止
■運動の重点
・歩行者および自転車の安全確保
・シートベルト全席着用と
　チャイルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
　４月は入学や就職などで新生活がは
じまり慣れない道を通行する人が増える
時期です。ドライバーの皆さんは、通学
路を歩いている児童など、歩行者の動
きに十分注意して安全運転に努めてくだ
さい。

交通政策課　☎ 0748-24-5658
　 050-5801-5658　 0748-24-5692

立地適正化計画にかかる届出制度

　立地適正化計画は、将来の人口減少
社会における持続可能なコンパクトシ
ティの形成をめざすもので、市街化区
域内に都市機能、居住誘導区域を設定
し、緩やかに誘導を図ります。
　八日市・五個荘・能登川・蒲生地区
の居住誘導区域外において３戸以上の
住宅建築や都市機能誘導区域外に都市
機能誘導施設を含む建築などを行おう
とするときは、市への届出が必要とな
ります。

都市計画課　☎ 0748-24-5655
　 050-5801-5655　  0748-24-1249

４月の休日歯科診療

29日㈷ 小川歯科医院（垣見町）
☎ 0748-42-2130

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎ 0748-20-2801

広

告

有

料

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 6,000円 5,990円

一部支給
5,990円～
3,000円

5,980円～
3,000円
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