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＊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。

≪お願い≫公共機関に電話される際には、市外局番など番号を確認してください。

◎記号説明　 ＝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

令和３年社会生活基本調査

　総務省統計局で
は、10月20日現在
で社会生活基本調
査を実施します。
　この調査は、国民生活の実態を明らか
にすることを目的として、統計法に基づ
き実施されます。調査結果は、ワーク・
ライフ・バランスの推進、少子高齢化対
策、男女共同参画社会の形成などの政策
に必要な基礎資料として活用されます。
　10月上旬から中旬に、対象世帯に調査
員が伺いますので、回答をお願いします。　

企画課統計室
050-5801-3331　 0749-45-4141

し尿収集業務のお休み

９月
４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、
18日㈯、19日㈰、20日㈷、23日㈷、
25日㈯、26日㈰

◆八日市、永源寺、五個荘、能登川、蒲生 
クリーンぬのびき広域事業協同組合

　☎0748-23-0107
◆愛東、湖東

クリーンライフ湖東有限責任事業組合
　☎0749-35-5205

環境政策課
050-5801-5633　 0748-24-5692

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機
器で、ものわすれの度
合いを判定し、チェッ
クシートで生活の状況
を確認します。※事前予約が必要です。

９月９日㈭ 9：30～11：30
永源寺コミュニティセンター201・203会議室

地域包括支援センター
050-5801-5641　 0748-24-5693

交通実態調査（パーソントリップ調査）

　近畿２府４県にお住まいの人を対 象
に、１日の動きをお聞きする交通実態調
査を今月から来月にかけて実施します。
　この調査は、交通計画、防災計画、
環境改善など、安全で快適なまちづく
りにいかされます。
　調査票がお手元に届きましたら、回
答をお願いします。
◆調査対象
　調査地域内にお住まいの世帯の中か
ら無作為に抽出
◆回答方法
　インターネットまたは調査票で回答
◆調査主体
　国土交通省・滋賀県

公共交通政策課
050-5801-5658　 0749-24-1249

産後ケア事業

　助産所や助産
師などが出産後
のお母さんのか
らだやこころを
ケアし、育児を
サポートします。必要状況に応じて短
期入所型、通所型および居宅訪問型か
ら選択できます。

本市に住所を有する人で、出産後、
家族などから援助を受けることが困難
で、育児支援が必要な産後１年未満の
お母さんとその赤ちゃん

サービス内容によって異なります。
利用希望日までに東近江保健セン

ターまたは各支所保健師の窓口で申請
してください。お母さんの様子や希望
を聞き取り、利用できるサービスを決定
します。

印鑑
東近江保健センター
050-5801-5050　 0748-23-5095

消防署からのお知らせ

◆住宅用火災警報器を設置しましょう !!　
　平成23年6月から
すべての住宅で火災
警 報器 の設 置 が 義
務となっています。
　 火 災 警 報 器 は、
火災による煙を感知し、火災発生を知
らせてくれることから、逃げ遅れによる
死者を減少させることができます。
◆10年を目安に警報器本体を交換
・定期的な作動確認
　点検ボタンを押すか点検ひもを引い
て定期的に作動確認しましょう。
・古くなったら交換
　警報器本体の寿命はおおむね10年で
す。設置後10年が経過している場合は、
新しい警報器に交換しましょう。

東近江行政組合消防本部予防課
☎0748-22-7603　 0748-22-7613

　滋賀県では、毎年９月を「同和問題啓
発強調月間」と定め、県や市町で部落
差別をはじめとするあらゆる差別の解消
と人権が尊重される社会づくりに向け、
集中的に啓発活動を展開しています。

人権・男女共同参画課
050-5801-5620　 0748-24-0217

■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
　　　 050-5801-1234

（直通）☎ 0748-24-5611
　　　 050-5801-5611
　　　  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日に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。　　
　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。

■本市の人口（令和３年８月１日）
　人口：113,297人（＋８）
　男性：56,583人（－１）
　女性：56,714人（＋９）
　世帯数：45,784世帯（＋62）
　※（　）内は前月比

■編集後記
新型コロナの急激な感染拡大による外
出自粛と休業要請など、我慢と忍耐の
日々が続いています。そんな中、平成17
年２月に創刊した広報ひがしおうみは、
今月号で200号を迎えました。300号に
向けて、より一層親しみやすい紙面づく
りに努めたいと思います（だ） 

令和３年９月１日発行
（通巻200号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆秋の行楽期　山岳遭難に注意！！
　～登山計画を立てましょう～
　秋の行楽シーズンは、登山者が増加
します。県内の山は、踏み跡が不明瞭
な登山道や倒木で
通行できない登山
道も多く、道に迷
い、遭難される人
も毎年多くいます。
　登山前には、現地の情報を集めて、
万全の準備と余裕のある行動で安全に
登山を楽しみましょう。
◆登山される人へ
・計画を立てましょう。
・装備をしっかり準備しましょう
・ 万が一、道に迷った場合は、来た道 

を戻りましょう。
・登山届を提出しましょう。

東近江警察署　☎0748-24-0110

市民ギャラリー

◆塗り絵（元気サロンかたえくぼ）
◆能面（八日市能面打ち同好会）

10月１日㈮まで
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

19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
れあいカード」を持参すると、カード裏
面に記載されている施設で入館料無料
などの優待が受けられます。
◆対象外施設　永源寺温泉「八風の湯」

生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
９月３日㈮9：30～11：30、13：00～15：30
市役所新館
９月19日㈰10：00～11：30、13：00～15：30
あいとうマーガレットステーション

※ 予約不要です。直接会場にお越しく
ださい。

※ 200ml については、予定数に達した
時点で終了します。

※  65歳以上の人は、60歳から64歳まで
の間に献血経験のある人に限ります。

※ 新型コロナウイルスワクチン接種後、
48時間以内の人は

　献血できません。
健康推進課　
050-5801-5646
0748-24-1052

マイナンバーカードの休日窓口

９月12日㈰、26日㈰
　９：00～17：00（最終受付16：45）

市役所新館１階市民課
※ 時間外通用口からお越しください。

◆取り扱い業務
・交付（完全予約制）
※ 予約方法は、カードの出来上がりを

お知らせする案内チラシで確認してく
ださい。

・申請（予約不要）
※マイナンバーカードをこれから作る人

（再作成含む。）
※申請に必要な顔写真撮影も無料
・ その他マイナンバーカードに係る手続

き（予約不要）
◆当日の混雑状況は、右QＲ
コードを読み取り、「マイナン
バーカードの作成」、「マイナン
バーカードの手続き」から確認できます。

市民課　
050-5801-8295　 0748-23-6600
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▲投稿フォーム

ごご家家族族のの為為のの

無無料料相相続続相相談談会会
随随 時時 実実 施施 中中 ！！
おお 電電 話話 おお 待待 ちち しし てて おお りり まま すす

澤田匡
ただ

央
ちか

税理士事務所 
近江八幡市中村町20-15 コルージャビル３Ｆ

ＴＥＬ：０７４８－３６－２８１７
https://sawada-cpta.com

気になっているけど、どうすれば…

近江八幡駅

■滋賀銀行

■グリーンホテル
Yes近江八幡

ココ

■市役所

至

彦
根

　マイナンバーＰＲキャラクター
マイナちゃん
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▼
　現在、閉庁日（土・日曜日、祝日など）の各支所で、
午前８時30分から午後６時まで警備員が窓口の対応をし
ていますが、令和３年10月から終業時間を１時間繰り上げ、
午後５時までとさせていただきます。
　上記以外の時間に市役所に御用のある人は、お手数
ですが、市役所新館（八日市緑町10-５）の守衛室まで
お越しください。

管財課　 050-5801-5603　 0748-24-0752

閉庁日の支所業務時間の変更について閉庁日の支所業務時間の変更について

同和問題啓発強調月間


