≪お願い≫公共機関に電話をされる際には、市外局番など番号を確認してください。

旧優生保護法による
優生手術などを受けた人へ
昭和23年９月11日から平成８年９月25日

国道８号彦根～東近江（仮称）の
環境影響評価方法書の説明会
渋滞が慢性化している国道８号彦根

までの間に優生手術などを受けた人へ、

～東近江間に延長約20km の４車線の

国から一時金320万円が支給されます。

道路計画を検討するため、現在、環境

支給にはご本人からの請求が必要です。
詳しくは、問い合わせてください。
旧優生保護法一時金受付・相談窓口
（滋賀県健康医療福祉部
健康寿命推進課内）
☎ 077-528-3653
077-528-4857

▲滋賀県庁ＨＰ
ＱＲコード

あかね文化ホール 受講生
❶有酸素運動とヨガで健康に

東近江休日急患診療所は、令和２年４

３月５日㈭、
19日㈭14:00～15:30

500円

15人程度

３月５日㈭、19日㈭10:00～11:30

３月６日㈮10:00～11:30

ます。

500円

30人程度

この事業の実施にあたり、評価の方

❸親子で楽しくリトミック

❸大道芸パフォーマー入門

法などを示した図書（方法書）の縦覧

３月11日㈬10:00～11:00

３月14日㈯10:00～12:00

と住民説明会を行います。

３歳以下の幼児と保護者

◆ 縦覧
３月17日㈫～４月16日㈭8:30～17:15

（県）滋賀県総合企画部県民活動生活課
◆ 住民説明会
五個荘コミュニティセンター大会議室

日曜日、祝日
12/29～12/31 10:00～18:00
1/2～1/3
１月１日

13:00～18:00

滋賀県土木交通部道路課高速・幹線
道路推進室

☎ 077-528-4142

９:30～17:40

※診療時間の短縮に当たり、日曜日・祝
日・年末年始の午後６時から午後８時ま
での内科および外科（午前10時から午後
８時まで）は、東近江総合医療センター
②外科診療の廃止
※近江八幡休日急患診療所は変更あり
ません。

ウェルネス講座 受講生
有酸素運動とヨガで健康に
３月11日㈬、13日㈮10:00～11:30

東近江休日急患診療所 ☎ 0748-23-5020

500円
シューズ、飲み物

でしたが、令和２年４月１日（午前０時）
から救急医療の機能向上を目的に、時
間外（「土日祝日のすべての時間」およ
び「平日17時15分～翌朝８時30分」）に

防衛省自衛隊採用試験
区分

対象

自衛官
候補生

18歳以上
33歳未満の人

願書受付
期間
常時受付

22歳以上26歳
令和２年
一般幹部 未満の人（大卒）
５月１日
20歳以上28歳
候補生
㈮まで
未満の人（院卒）

一般曹
候補生

令和２年
18歳以上33歳未
５月15日
満の人
㈮まで

自衛隊近江八幡地域事務所
☎ 0748-33-2103

自衛隊ホームページ▲

ティセンターを会場に、さまざまな講座
を開催します。
講座の詳しい内容は、募集チラシを
八日市文化芸術会館
☎ 0748-23-6862

☎ 0748-22-8800

050-5801-1137

ダンボールコンポスト講習会 受講生
捨てるのはもったいない！台所の生ご
みから堆肥を作ってみよう。
受講した人には、ダンボールコンポ

滋賀県障害者差別のない共生
社会づくり条例フォーラム 参加者
条例や障害について、わかりやすく

ＢＰＳＤ（認知症における精神と行動の
障害）の人とのつきあい方を考えましょう。
◆講演
認知症疾患医療センター長 成田実さん
３月28日㈯14:00～15:30
豊郷病院（豊郷町）
（公財）豊郷病院地域連携室
☎ 0749-35-3001

布引運動公園体育館講座
ゆるヨガ 受講生
健康のためにヨガを始めてみたい人
にオススメです。

開催します。

講師：西村薫乃さん
いずれも火曜日 13:30～14:30

受診した人に保険診療分とは別に初診

ストと花苗を進呈します。

時選定療養費として5,500円（税込）を

３月６日㈮10:00～11:30

②ホーキング青山さんのお笑いライブ

16歳以上の人

負担していただきます。

五個荘コミュニティセンター大会議室

③湖南ダンスカンパニーのパフォーマンス

4,500円（全５回）

なお、徴収の対象から除外される場
合もありますので、詳しくは、問い合わ
せてください。

30人（申込み先着順）
月～土曜日9:00～17:00（祝日を除く。）
五個荘地区まちづくり協議会

近江八幡市立総合医療センター

☎ 0748-48-7303

☎ 0748-33-3151

050-5801-7303

①劇団まちプロ一座による演劇

３月14日㈯13:30～16:00
栗東芸術文化会館さきら（栗東市）
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◎記号説明

※子ども連れでの受講はできません。
布引運動公園体育館

600人
☎ 077-528-3541

随時受付（途中入会も可能です。）
受講料を添えて申し込んでください。

（受付13:00から）

077-528-4853

＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
＝申込み、 ＝問合せ、 ＝ IP電話、 ＝ファクス

☎ 0748-25-2633

13:00～16:00

市役所新館 １階市民生活相談課
※直通電話で受付（先着6人）３月17日㈫９:00から

４日㈬

９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

行政相談

12日㈭

９:30～12:00 愛東支所

13:00～16:00 市役所新館 １階市民生活相談課
（12:50～受付） ※司法書士による無料相談（６人）
１階会議室３

17日㈫

９:30～12:00 五個荘支所

１階相談室

18日㈬

９:30～12:00 市役所新館

１階市民生活相談課

24日㈫

９:00～12:00 蒲生支所

２階202会議室

月～金曜日 ９:00～12:00
一般相談
市役所新館 １階市民生活相談課
（祝日を除く。
） 13:00～16:00
月～金曜日 ９:00～12:00 消費生活センター（市民生活相談課内）
消費生活相談
（祝日を除く。
） 13:00～16:00 ・相談専用電話 ☎ 0748-24-5659
人権・男女共同参画課
特設人権相談

４日㈬
18日㈬

☎ 0748-24-5620（直通）

050-5801-5620

９:00～12:00 市役所新館

１階111会議室

13:00～16:00 市役所新館

１階111会議室

13:00～16:00 市役所本館

１階101会議室

0748-24-0217

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641（直通）
家族介護者の会 介護者の悩み相談
ほのぼの会
じゃがいもの会
ミモリの会
男性介護者の会
ほっとミルク
ちょっと、いっぷくの会

050-5801-5641

0748-24-5693

10日㈫、24日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
11日㈬
18日㈬

９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター
10:00～12:00 市役所東庁舎

Ａ会議室

10:00～12:00 小田苅家（小田苅町）

※上記以外の水曜日は、
電話相談を受付（☎ 090-3288-6580）
18日㈬

13:00～15:00 能登川コミュニティセンター
19:30～21:30 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

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

電話相談(随時受付）

能登川支所

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
月～金曜日 ９:00～17:00
センター E－SORA（いいそら）

☎ 0748-42-8700
☎ 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

ふさの

３月３日、10日、17日、24日、31日

◆内容

24日㈫

相談場所
市役所新館 １階市民生活相談課
13:00～16:00
※直通電話で受付（先着６人）３月３日㈫９:00から
永源寺コミュニティセンター ２階203会議室
13:00～16:00
※直通電話で受付（先着6人）３月10日㈫９:00から

男女共同参画
12日㈭、13日㈮ ９:15～12:30 市役所内会議室（※予約が必要）
やすらぎ相談

～豊かな郷で心と体の健康を～
豊郷病院公開セミナー 参加者

理解を深めることを目的にフォーラムを

17日㈫

相談時間

13日㈮

050-5801-6862

0748-23-686

10日㈫

市民生活相談課 ☎ 0748-24-5616（直通）
050-5801-5616
0748-24-0217

登記・相続相談
（当日受付）

ご覧のうえ申し込んでください。

ウェルネス八日市

これまで、時間外に受診された場合、
初診時選定療養費は発生していません

八日市文化芸術会館や市内コミュニ

相談日

※弁護士による
相談。１人30
分。年１回限り。
詳細は確認し
てください。

◆令和２年度ライフロング講座受講生募集
～３月下旬から受付開始！～

0748-55-3898

※詳しくは、問い合わせてください。

ヨガマット（バスタオル可）
、体育館

近江八幡市立総合医療センター
初診時選定療養費

050-5801-0207

一般：18歳以上34
令和２年
予備自衛 歳未満の人
技能：18歳以上で ４月10日
官補
（一般・技能） 資格により36歳以 ㈮まで
上55歳未満の人

12:30～17:40

（五智町）で診察を受けてください。

500円

県民情報室（大津市）

①診療時間の変更（短縮）
受付時間

☎ 0748-55-0207

相談項目
法律相談
（予約制）

※行政相談委員
による相談
（当日受付）

八日市文化芸術会館

❶❷❸共通
あかね文化ホール

（市）都市基盤整備課
（市役所本館２階）

今月の相談

15人程度
❶❷❸共通

１組500円

３月19日㈭19:00～20:30

診療時間

❷大人の音楽脳トレ

❷簡単！リズム体操

への影響を評価する調査を実施してい

月の診療から次の２点が変更になります。
診療日

❶男のヨガと健康運動

３月３日㈫、17日㈫10:00～11:30

（土・日、
祝日は除く。
）

東近江休日急患診療所
診療時間などの変更

ライフロング事業講座 受講生

050-5801-2633

商工労政課

☎ 0748-24-5565（直通）
050-5802-9540
0748-23-8292
9:30、
10:40 市役所内会議室（１相談日４人まで）
無料就労相談
毎週火曜日
13:30、
14:40 ※相談希望日前日までに電話で申込み

子どもに
関する相談

夜間・休日
お薬相談窓口

こども相談支援課 ☎ 0748-24-5663
月～金曜日
８:30～17:15
050-5802-3275
0748-23-7501
※上記以外で緊急の場合は、
・ぎゃくたいほっとライン ☎ 0748-24-5687
市役所代表番号
・子ども電話相談 ☎ 0748-24-1111
（☎ 0748-24-1234）
夜間

21:00～９:00

休日

終日

＊費用の記載がないものは無料です。
＊施設の休館日、開館時間などは各施設に問い合わせてください。

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。
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お知らせ
東近江警察署からのお知らせ
◆新入学（園）児と高齢者の交通事故防止
子どもや高齢者を悲惨な事故から守
るため、交通安全について考え、安全

令和２年３月１日発行
（通巻182号）
■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
（直通）☎ 0748-24-5611
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。市内の公共施設に設置しているほ
か、市ホームページでも
閲覧できます。
また、広報紙への感
想も募集しています。市
ホームページのフォーム
から投稿してください。 ▲投稿フォーム
■本市の人口（令和２年２月１日）
人口：114,266人（－50）
男性：56,985人（－２）
女性：57,281人（－48）
世帯数：44,930世帯（＋52）
※（

）内は前月比

■編集後記
暖冬と言われた今冬でしたが、暖かい
日差しや穏やかな風に、一歩ずつ近づく春
の兆しが感じられます。新年度、新学期の
スタートなど、春は新しいことが始まる季
節であり、目標に向かって心機一転のチャ
ンスでもあります。姿勢を正し新たな気持
ちで新年度に臨みたいと思います。(A)

能登川コミュニティセンター

有または使用している人に課税されます。

シートを用いたりして認知症に備えます。

29年度をもって加入募集を終了しまし

すでに車両を処分したり、他人に譲っ

※事前予約が必要です。
（一人30分程度）

たが、共済加入期間中の交通事故の見

※直接会場へ来場してください。

たりした場合でも、廃車や名義変更を

３月12日㈭9:30～11:30

舞金につきましては、事故発生から２

点で終了します。

されないと令和２年度の軽自動車税（種

市役所本館201会議室

年以内が請求期限であるため、平成29

福祉総合支援課

年度に加入した人で、要件を満たす場

☎ 0748-24-5646
0748-24-1052

１日㈰～７日㈯は
子ども予防接種週間
４月からの入園・入学に備えて必要な予
防接種を受け、病気を未然に防ぎましょう。
この機会に接種忘れがないか、母子健

ず着用しましょう

別割）が課税されます。
手続きがお済みでない人は、３月31

☎ 0748-24-5641

日㈫までに下記の場所で手続きをお願

0748-24-5693

050-5801-5641

いします。
①原動機付自転車（125cc以下）・農耕
用車両・ミニカーなど
市民税課

☎ 0748-24-5604

050-5801-5604

市民ギャラリー
◆水彩画（シルバー元気工房水彩画教室）

0748-24-5577

または各支所

◆くらしの水彩画（谷口隆雄さん）
３月３日㈫～13日㈮

☎ 0748-24-5699

050-5802-8484

0748-24-0217

愛東・湖東地区の皆さんへ
し尿処理施設が変わります
４月１日から愛東地区、湖東地区も八

康手帳で確認しましょう。もし、接種して

② 軽二 輪（125cc超250cc以下）・小 型

◆東近江市社会福祉協議会障害者デイ

日市布引ライフ組合の施設でし尿処理

いない予防接種があれば、かかりつけ医

二輪（250cc超）

サービス作品展示（陶芸、ちぎり絵など）

を行うため、料金のお支払い先が変更

格にあったチャイルドシートを使用しま

とよく相談のうえ、早めに受けましょう。

しょう。

特に、麻しん風しん混合ワクチン（MR）

◆高齢者は安全確認を徹底しましょう

の第２期の対象の人（※）は、令和２年３

「信号を守る」
「左右の安全確認をし

月31日までで定期接種の期間が終わりま

てから横断する」
「歩行者は右側、自転

す。この期間を過ぎると全額自己負担とな

車は左側通行を守る」などの基本的な

りますので、この機会に接種してください。

交通ルールを、普段から守るように心

※第２期（小学校入学前の年長児：平成

がけましょう。

25年４月２日から平成26年４月１日の間に

東近江警察署

☎ 0748-24-0110

生まれた人）が対象
※実施医療機関については、市ホーム

３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）
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
３月 15日㈰、20日㈷、21日㈯、22日㈰、
28日㈯、29日㈰
クリーンぬのびき広域事業協同組合

ページで確認してください。
健康推進課

☎ 0748-24-5646

050-5801-5646

0748-24-1052

15日㈰は家族ふれあいサンデー
18歳以下の子どもを含む家族は「ふ

滋賀運輸支局（守山市）

になります。

３月17日㈫～30日㈪

☎ 050-5540-2064

市役所本館１階ロビー

③軽自動車（三輪・四輪）

生涯学習課

軽自動車検査協会滋賀事務所
（守山市）

３月31日㈫まで

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

４月１日㈬から

令和２年版

クリーンぬのびき広域事業協同組合
（☎ 0748-23-0107）

農地の賃借料情報

農地の賃貸借の参考にするための賃借料情報です。実際の契約にあたっては、貸
＜10a当たり＞
し手と借り手の両者でよく話し合ったうえで契約してください。
最高額

最低額

データ数

備考

八日市

8,100円

14,500円

3,600円

271

田

更ありません。

永源寺

8,500円

15,600円

4,000円

77

田

生活環境課

五個荘

8,900円

13,500円

5,300円

218

田

愛東

7,100円

11,300円

2,400円

279

田

湖東

9,300円

14,200円

2,600円

410

田

能登川

9,400円

16,200円

6,000円

265

田

◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

いカードの裏面に記載している施設で

広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）

入館料無料などの優待が受けられます。

蒲生

6,300円

10,700円

2,000円

227

田

なお、３月は、湖東プールは対象外です。

☎ 0748-24-5633

050-5801-5633

0748-24-5692

生涯学習課

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

※この情報は、平成31年１月～令和元年12月に農地法や農用地利用集積計画（利
用権設定）によって賃貸借された農地の賃借料を集計したものです。
農業委員会事務局

☎ 0748-24-5682

050-5801-5682

0748-23-8291

限責任事業組合☎ 0749-35-5205）も変
☎ 0748-24-5633

050-5801-5633

0748-24-5692

３月の休日歯科診療
コウ歯科クリニック
20日㈷ （蒲生郡竜王町小口）
☎ 0748-26-5588
診療時間

９:00～16:00

湖東歯科医師会
☎ 0748-20-2801

0748-20-2802

お客様の美味しいNo.1を目指します

有

料

料

Ө 入会資格 東近江市在住の 60 歳以上で
Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 健康で働く意欲のある方
ӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
公益社団法人東近江市シルバー人材センター
℡0749-45-3422Ө

広

広

告

告

中国料理 シーダサイカン

少人数様の個室から最大140名様
（着席）
収容の
宴会場もご用意しております。
また200名立食プラン
のご提案もご準備しております
（2Fフロア貸切）
。

近江八幡市中村町21-6 グリーンホテルYes近江八幡内

株式会社ハオチーワン


◎記号説明

以外の申込み先（クリーンライフ湖東有

平均額

れあいカード」を持参すると、ふれあ

生活環境課

収集は、これまでと同じ業者が収集
日程表に基づいて行います。定期収集

地域

☎ 0748-23-0107

に確認してください。

湖東広域衛生管理組合
（☎ 0749-35-4058）

☎ 050-3816-1843

有

2020.3.1

市民生活相談課

命を守るため、必ずシートベルトを着

令和 ᵐ 年 ᵑ 月 ᵏᵐ 日（木）ᵏᵑ：ᵎᵎ～ᵏᵓ：ᵎᵎᴾ
ショッピングプラザアピア ᵒ 階研修室 ᵟ にて開催ᴾ
会 員ᴾ 募 集！

広報ひがしおうみ

合は、期限までに請求してください。

用しましょう。６歳未満の子どもには体

シルバー人材センター入会相談会ᴾ

19

滋賀県市町村交通災害共済は、平成

※200mlについては予定数に達した時

050-5801-5646

◆シートベルト・チャイルドシートを必

050-5801-5611

タッチパネル式の機器を使って、もの
わすれの度合いを判定したり、チェック

交通ルールを守ることは、交通事故

い交通ルールを繰り返し教え、悲惨な

滋賀県市町村交通災害
共済見舞金

軽自動車は、毎年４月１日現在で軽自

◆子どもに交通ルールを教えましょう

切なことです。親や周囲の大人が正し

ものわすれ相談室

動車、バイク、農耕用車両、ミニカーを所

健康推進課

を防止して自分の命を守るためにも大

軽自動車の廃車手続きはお早めに

３月16日㈪10:00～12:00、13:00～15:30

全血（200ml、400ml）

運転に努めましょう。

交通事故から子どもを守りましょう。

050-5801-1234

献血に協力してください

＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
＝申込み、 ＝問合せ、 ＝ IP電話、 ＝ファクス

＊費用の記載がないものは無料です。
＊施設の休館日、開館時間などは各施設に問い合わせてください。

TEL（0748）34ー3700

広報ひがしおうみ
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