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就学援助費給付申請 　

　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に、学用品、
給食、修学旅行などの各費用を援助し
ます。限度額や所得基準があります。

事前に小中学校に連絡のうえ、５月
25日㈮までに申請書類を各学校へ提出
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

支所に「保健師の窓口」

　保健師の窓口を全支所に設置しまし
た。保健事業（健康診断、母子保健、
予防接種、介護予防）に関する相談や
問合せなどに利用してください。

永源寺支所　☎ 0748-27-1121 ㈹
　五個荘支所　☎ 0748-48-7311
　愛東支所　　☎ 0749-46-0211 ㈹
　湖東支所　　☎ 0749-45-0511 ㈹
　能登川支所　☎ 0748-42-7672
　蒲生支所　　☎ 0748-55-2910

介護用品購入助成券の申請

　介護用品購入助成券（おむつ券、月額
3,000円）の申請を受け付けます。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
している人

介護保険証、介護用品購入助成券交
付申請書（要介護１・２の人は、担当の
ケアマネジャーの証明が必要。担当が
いない場合は、介護用品購入のレシー
トまたは領収書を持参してください。）

長寿福祉課　☎ 0748-24-5645
050-5801-5645　 0748-24-1052

　または各支所

市民ギャラリー

水墨画展（冨田彦一さん）
エコクラフトカゴと押し花展（松浦里乃
さん、仲西けい子さん）

４月20日㈮まで
市役所　本庁舎本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　 0748-24-1375

あかね文化ホール講座

■有酸素運動とヨガで健康に
４月４日㈬・18日㈬ 10:00～11:30
500円

■簡単！リズム体操
４月５日㈭・19日㈭ 10:00～11:30
300円

■親子で楽しくリトミック
４月25日㈬ 10:00～11:00  300円

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

0748-55-3898

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使って、も
の忘れの度合いを判定したり、チェック
シートを用いて認知症に備えます。
※事前予約が必要です。

４月19日㈭ 9:30～11:30 （一人30分程度）
湖東コミュニティセンター

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641　
050-5801-5641　 0748-24-5693

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

５月10日㈭、17日㈭、24日㈭、31日㈭
◇能登川保健センター

５月11日㈮、18日㈮、25日㈮、６月１日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（ 平成29年12月～平成30年３
月生まれ）とその母親

各会場 15組程度（申込み先着順）
864円（テキスト代）

４月９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

姉妹都市への友好親善使節団員

 　姉妹都市カナダ・アルバータ州テー
バー町からの友好親善使節団員をホーム
ステイさせてくださるホストファミリーを
募集します。市内在住の家庭に限ります。

７月５日㈭～12日㈭
 中学生団員６家庭 （市内の中学校に在

学する生徒がいる家庭）、 一般団員９家庭
４月11日㈬～27日㈮

企画課　☎ 0748-24-5610
050-5801-5610　 0748-24-1457

やまの子キャンプ青年リーダー

　豊かな自然を舞台に小中学生が仲間
と協力して生活する「やまの子キャンプ」
で、野外活動などをサポートする青年
リーダーを募集します。

７月31日㈫～８月５日㈰
愛郷の森キャンプ場
50人程度（申込み先着順）
 高校生からおおむね30歳までの心身

ともに健康な人
６月９日㈯まで

生涯学習課　☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　 0748-24-1375

延命荘趣味教室 受講生

教室名 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木 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・2・4木曜日／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

おおむね60歳以上
教室により異なる（無料～1,000円／回）

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

ヨガ教室 受講生

　４月から６月にかけて実施します。
開催日時 内容

毎週木曜日
19:00～20:00

パワーバランスヨガＡ
講師：木野紗綾香さん

毎週木曜日
20:15～21:15

パワーバランスヨガＢ
講師：木野紗綾香さん

16歳以上の人　 各30人
8,500円（全10回）
随時受付。受講料を添えて申し込ん

でください。（途中入会も可能）
※子ども連れでの受講はできません。

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

布引グリーンスタジアム講座 受講生

■大人のランニング教室（全10回）
５月11日～７月13日

　毎週金曜日19:30～21:00
18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ５月６日㈰まで

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

ウェルネス講座 受講生

■有酸素運動とヨガで健康に
４月６日㈮10：00～11：30
40人（当日受付）　 500円

■簡単楽しく動くリズム体操
４月26日㈭10：00～11：30 
40人（当日受付）　 500円

ほかにも文化講座を４月３日㈫９:00か
ら受付開始。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！男のヨガと健康運動
４月12日㈭、26日㈭ 14:00～15:30
15人程度（当日受付）　 500円

■大人の音楽脳トレ
４月20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

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

10日㈫ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）４月3日㈫９:00から

17日㈫ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）４月10日㈫９:00から

24日㈫ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）４月17日㈫９:00から

登記・相続相談 20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 27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

４日㈬ 13:30～15:30 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

11日㈬ ９:30～12:00 能登川コミュニティセンター ２階多目的室１

12日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３

17日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

20日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

24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 18日㈬

９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室

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）

13:00～16:00 愛東支所　ボランティア活動室
男女共同参画
やすらぎ相談 12日㈭、20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 10日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

11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
ほっとミルク

18日㈬
13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

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
コスモスの会 19日㈭ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

男性介護者のつどい 21日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
カタクリの会 26日㈭ 10:00～12:00 永源寺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） 11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（福島） ☎ 050-5801-8998

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６日㈮～ 15日㈰は
「春の全国交通安全運動」

　昨年中に市内で起こった人身事故は
341件でした。交通事故にあわないおこさ
ないを合言葉に交通安全に努めましょう。
■運動の重点
○歩行中・自転車乗用中の交通事故防
止　○後部座席を含めた全ての座席の
シートベルト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

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

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。

５月31日㈭まで
資産税課または各支所
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

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

太陽光発電設備の設置届出

　最大出力が10キロワット以上の太陽
光発電設備を６月１日以降に着工して設
置する場合は、市へ届け出てください。
　建築物の屋根や屋上に設置するもの
は除きます。

都市計画課　☎ 0748-24-5657
050-5801-5657　 0748-24-1249

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）

４月27日㈮まで
※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

地域の課題を解決する事業への支援

■コミュニティビジネススタートアップ
支援事業
　ヒト、モノ、情報などの地域資源を
最大限活用し、多様化する地域課題を
ビジネスの手法を用いて解決する商品
やサービスを提供する事業（新規）を
募集します。
◎支援金　上限50万円
◎対象団体　市内に活動拠点を置き、
主に市内で活動する団体

５月31日㈭まで
■わくわく市民活動支援補助金
　まちの課題解決や活性化を目的とし
て、市民活動団体が実施する公益的な
事業に助成します。
◎補助内容　
　補助対象経費の75％以内（上限10万円）
◎対象団体
　５人以上で構成され、定款・規約な
どを有した市民公益活動を行う団体

５月25日㈮まで
まちづくり協働課　☎ 0748-24-5623　

050-5801-5623　 0748-24-5560

重度の障害者への助成券交付

　４月１日現在で市内在住の重度の障
害がある人に、社会参加促進・移動支
援事業の助成を実施します。施設入所
中や長期入院中の人は対象外です。
■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
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

資源回収店舗の紹介

　資源回収に取り組む市内の店舗を市
ホームページに掲載しています。　
　ごみの減量とリサイクルの促進に活
用してください。

廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636
050-5801-5636　 0748-24-5692

平成30年度国民年金保険料 決定

　本年４月からの国民年金保険料が次
のとおり決定されました。
■月額　16,340 円
　通常納付の場合は５月末納期限分か
ら、前納利用の場合は４月末（今年は４
月末日が祝日のため５月１日）の口座振
替分から変更されます。

日本年金機構彦根年金事務所
☎ 0749-23-1114
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〒 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、問い合わせてください。

■本市の人口（平成30年３月１日）
　人口：114,631人（＋23）
　男性：57,030人（＋56）
　女性：57,601人（－ 33）
　世帯数：43,515世帯（＋91）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
　鈴鹿山脈から琵琶湖まで広がる豊か
で多様性のある地域資源に磨きをか
け、子どもから高齢者までが健康で生
き生きと暮らせるまちの実現にむけた
当初予算について特集しました。
　市民の皆さんも、まちの魅力を再発
見して、まちに誇りを持って、地域の個
性を磨いていただければ幸いです。（か）

平成30年４月１日発行
（通巻159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、
登山カードの提出、グループ登山と事前
準備の徹底などを心がけてください。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

補装具支給の利用者負担金

　障害者などへの補装具支給の際に発
生する利用者負担金は法律に基づき１割
負担（月額上限あり）が原則です。市は
１割負担の半額相当分を本来の公費負担
に加えて助成していますが、法に基づく
応能負担の観点から、４月以降の申請
分から原則どおり１割負担に変更します。

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

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（毎年）は飼い主の義務です。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。
詳細は案内ハガキで確認してください。
■注意事項
・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。

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

４月の休日歯科診療

30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

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㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
15日㈰、21日㈯、22日㈰、28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

児童扶養手当の額改定

　全国消費者物価指数の変動により、
４月分（８月支給分）から手当月額が
0.5％引き上げられます。
■手当額

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 42,290円 42,500円

一部支給
42,280円～

9,980円
42,490円～

10,030円

■第２子加算額

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 9,990円 10,040円

一部支給
9,980円～
5,000円

10,030円～
5,020円

■第３子以降加算額

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

広

告

有

料

こんにゃく料理

昔ながらの手作りこんにゃく店
もみじ農園こんにゃく工房の直営店です。

滋賀県東近江市永源寺相谷町749
営業時間　11時～14時　　定休日　火曜日
できれば事前にご予約いただければ幸いです。
TEL　0748-27-0125　　携帯　090-1914-4714

店主　端修吾店主　端修吾

区分 ３月分まで ４月分から
全部支給 5,990円 6,020円

一部支給
5,980円～
3,000円

6,010円～
3,010円

村田製作所　八日市事業所　正社員 20 名募集！

①電子部品製造オペレータ

月給：179,900 円～ 250,000 円

②機械保全スタッフ

月給：179,900 円～ 279,400 円

1 次選考（会社説明・面接）　　4/14　9：00 ～、13：00 ～
お電話にて事前予約をお願いします。

TEL：0748-25-7200（受付：平日 9：00 ～ 17：00）

応募資格 ： 18 歳～ 35 歳 （省令 2 号）、 交替勤務可能な方　　持参物 ： 履歴書、 職務経歴書

詳細はハローワーク求人票をご確認ください。
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