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東近江市行政改革懇話会委員

　市の行政課題を把握し、効果的な行
政運営を進めるために策定する「行政
改革大綱」の内容について、審議して
いただく、懇話会委員を募集します。
　懇話会委員は学識経験者や団体代表
者などの委員（合計13人以内）で構成
します。
２人以内 平成18年４月１日現在、

満20歳以上で、市の行政改革に関心を
持ち、広い視野で建設的な意見・提案
をしていただける市民。ただし、国・
地方公共団体の議員および公務員は除
く★内容＝７月中旬から10月までの間
に４回の会議に出席していただきます
都市経営改革室に設置の応募用紙に

必要事項を記入し、市の行政改革につ
いての意見・提案、応募動機など800字
以内でまとめた意見書（書式自由）を
添えて６月19日㈪17:00（必着）までに
お申し込みください。★選考あり
都市経営改革室　☎0748-24-5617

東近江市民体育大会参加者

種目 開催日 会場
少林寺拳法 ６月４日㈰ 布引体育館

柔　道 ６月11日㈰ 能登川スポー
ツセンター

銃剣道 ７月16日㈰ 布引体育館

ソフトテニス ７月16日㈰ ひばり公園
テニスコート

バドミントン ７月16日㈰ 布引体育館
弓　道 ７月23日㈰ 布引弓道場

柔道・ソフトテニス・バドミントンは
事前申し込みが必要。それ以外の種目
は当日参加可 種目により異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
市体育協会　☎0748-24-5674

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します★種目＝ボート・ホッケ
ー・ボクシング・レスリング・ウエイトリ
フティング・セーリング・自転車・ハンド
ボール・相撲・馬術・フェンシング・ライ
フル射撃・カヌー・アーチェリー・空手道・
クレー射撃・なぎなた・ボウリング ６
月12日㈪までに市体育協会へ。※申し

込み多数の場合、予選あり。参加資格
および開催日など、詳しくはお問い合
わせください。
市体育協会　☎0748-24-5674

ひがしおうみ晴
せ い こ う

耕塾

　地域農業の振興に取り組むリーダー
や意欲ある担い手を育成します。 ６
月21日㈬から７回 市内在住または在
勤、在学者 3,000円 申込書に受講
料を添えて６月15日㈭までに申し込む。
農林振興課　☎0748-24-5660

布引山霊苑利用者

★所在地＝瓜生津町字峠★募集区画＝
芝生墓地67区画（１区画４㎡） 市内
に住所または本籍がある世帯主または
戸籍筆頭者 永代使用料33万円と管
理料（10年分）７万円 申込書に住民
票抄本（外国人は外国人登録済証明書）
を添えて、７月３日㈪～14日㈮（土・日曜
日を除く8:30～17:15）に申し込む★利用
者と区画は抽選で決定★能登川墓地は、
後日募集します。
生活環境課　☎ 0748-24-5633

6月の主な市民相談業務【問い合わせ：市民相談室（本庁）☎0748-24-5616（直通）】
相談項目 相談日 相談時間 相談場所
市民相談 月～金曜日 9:00～16:00 市民相談室

心配ごと相談 月・金曜日 10:00～15:00 市民相談室（ただし、16日㈮は 12:00まで）

行政相談

１日㈭ 10:00～15:00 湖東支所　３階委員会室
２日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
６日㈫ 13:00～16:00 能登川福祉センターなごみ  ２階相談室
９日㈮ 10:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
14日㈬ ９:00～12:00 ゆうあいの家ボランティアハウス（永源寺）

13日㈫･27日㈫ ９:30～12:00 市民相談室
20日㈫ 13:30～16:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
21日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室

登記相談 16日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による）

法律相談
※必ず、市民
相談室の直通
電話まで予約
してください。

14日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）６月７日㈬８:30 から

21日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　１階相談室※予約受付（定員６人）６月14日㈬８:30 から

27日㈫ 13:00～16:00 市民相談室　※予約受付（定員６人）６月20日㈫８:30から

特設人権相談 人権課☎ 0748-24-5620（直通）

※人権擁護委員
による相談。
無料で秘密厳
守。いずれの会
場でも可。

１日㈭

９:00～15:00 永源寺支所　１階相談室
９:00～16:00 蒲生支所　２階　201会議室
10:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
10:00～15:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
10:00～15:00 湖東支所　３階委員会室
10:00～17:00 能登川支所　２階大会議室
13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室

13日㈫･27日㈫ ９:00～12:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
14日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室

一日年金相談 7 日㈬ 10:00～15:30 市役所別館　２階中ホール保険年金課 ☎0748-24-5631

心のやすらぎ相談 １日㈭･15日㈭ ９:00～12:00 予約が必要男女共同参画課 ☎0748-24-5624
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 14日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス八日市保健センター ☎0748-23-5050

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～16:00 消費生活センター（生活環境課内）相談専用電話 ☎0748-24-5659

子ども相談室

（面接相談）
月～金曜日 ９:00～17:00 子どもセンターひばり予約が必要（☎0748-22-0120）
（電話相談）
月～金曜日 ９:00～16:00 にっこりよい子みんな一番☎0748-24-1111
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項目は、（日時）、（場所）、（対象）、（定員）、（費用）、（持ち物）、（申し込み方法・申
し込み先）、（問い合わせ先）になります。費用の記載がないものは無料です。

東近江市「市の花」「市の木」
「八景」「八選」選定委員

　全国に誇れる美しい自然や歴史、文化
などを今後のまちづくりにいかすため「市
の花」、「市の木」、美しい景色「八景」、
歴史・文化・生活などの「八選」を選定し
ます。選定委員として参加していただけ
る人を募集します ２人以内 平成18
年４月１日現在、満18歳以上で本市に
在住もしくは在勤・在学している人。た
だし、国・地方公共団体の議員および
公務員は除く 企画課もしくは各支所
地域振興課に設置の応募用紙に、「東近
江市の花・木・八景・八選に対する私の考え
方」をテーマにした作文（400字以内）を
添えて６月23日㈮までに申し込む。郵送
可。作文は市に帰属し返還はしません。
★選考あり 企画課　☎ 0748-24-5610

東近江市文化政策懇話会委員

　市内の様々な文化を、今後のまちづ
くりに活用していくための文化政策に
助言や提案をしていただく懇話会委員
を募集します ２人 平成18年４月
１日現在、満20歳以上で、市の文化政
策に関心を持ち、広い視野で建設的な
意見・提案をしていただける市民。た
だし、国・地方公共団体の議員および
公務員は除く。★内容＝７月中旬から
来年３月までの間に４回程度の会議に
出席していただきます 企画課に設
置の応募用紙で６月16日㈮までにお申
し込みください。★選考あり
企画課　☎ 0748-24-5610

「地域支えあい交流事業」
集会所などの整備補助

高齢者や子どもたちなど世代間交流
事業を月１回以上継続して開催する地
域の住民組織など★補助内容（補助上
限額）＝①交流事業の会場となる集会
所などの新築もしくは改築、改修に必
要な費用（50万円）②交流事業に必要
な備品の費用（15万円）※①②をあわ
せて整備する場合、補助上限額は50万
円 ６月30日㈮まで
長寿福祉課　☎ 0748-24-5645　

職　種 募集人数 資格など

上

級

職

事務 若干名 ◇昭和54年４月２日から昭和60年４月１日生

建築 １名程度 ◇昭和47年４月２日から昭和57年４月１日生◇１級建築士資格または建築主事資格を所有している人
文化財
技師 １名程度 ◇昭和47年４月２日から昭和57年４月１日生◇実務経験２年以上

幼稚園教諭
・保育士 ４名程度

◇昭和54年４月２日から昭和62年４月１日生
◇幼稚園教諭免許および保育士資格を所有している人
または平成19年３月末までに取得が確実な人

７月９日㈰ 滋賀文化短期大学 ６月15日㈭まで。申込用紙は職員課に請求してく
ださい。詳しくは、お問い合わせください。

市職員(平成19年度採用）　 職員課☎0748-24-5601

日時 内容・講師 会場
６月10日㈯
10:30～12:10

「人権を考える視点～よく生き合うということ～」
人権擁護委員（岐阜市）　藤田敬一さん

八日市
商工会議所

６月17日㈯
10:30～12:00

「ゆっくり歩こうなあ」
止揚学園　福井達雨さん

６月24日㈯
10:30～12:00

「輝いて生きる」
元県立婦人センター所長　西田淑美さん

７月１日㈯
10:30～12:30

「地域でつくろう多文化共生社会」（ワークショップ）
Grupo Ipe（グルーポ・イペ）代表 奥村ルシア克子さん

滋賀県国際協会　岡佑里子さん
てんびんの里
文化学習
センター７月８日㈯

10:30～12:20
「暮らしの中に見える同和問題を考える」
滋賀県人権教育研究会事務局長　小久保信藏さん

６月７日㈬までに、申込書（各戸配布および人権学習課・各市立公民館・教
育分室・教育集会所に設置）で申込書設置の各施設まで申し込む。ファックス
可（0748-24-0752） 100人

人権のまちづくり講座受講生　 人権学習課☎0748-24-5673

人　口●118,355人（－2）
　　男：  58,409人（＋6）
　　女：  59,946人（－8）
世帯数●39,330世帯（＋132）
※平成18年5月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごきお詫びと訂正
　広報５月号「まちのスケッチ」に掲載
しました『大がかりな武者飾り』の写真
の説明に誤りがありました。正しくは「江
戸時代から伝わる大がかりな武者飾り
（外村宇兵衛邸にて）」です。お詫びして
訂正いたします。

団地名 家屋番号 構　造 間　取 月額家賃 敷　金
ひばり丘

（単身不可）
7-204
7-206
7-302

中層耐火
３階建 ２ＬＤＫ 22,100～36,600円

※駐車場１台2,500円 66,300～109,800円

松原
（単身不可 )

302
405

中層耐火
４階建 ３ＬＤＫ 23,100～38,300円 69,300～114,900円

住宅課に設置の申込書に必要書類を添付し、６月13日～20日（土・日は除く８:30
～17:15）までに申し込む★入居可能日＝７月14日㈮以降※入居可能日から家賃が
発生します★入居説明会（抽選会）＝７月10日㈪ 10:00から市役所別館 ①市内に
在住または在勤で市税および国民健康保険料を完納していること②現在同居し、
または同居しようとする親族があること③住宅に困窮していることが明らかな
こと④入居予定者全員の収入月額合計が200,000円以下であること（高齢者・障害
者世帯などは268,000円以下の別要件あり）★選考方法＝応募者多数の場合は、住
宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。

市営住宅入居者（定期募集・公営住宅)　 住宅課☎0748-24-5652
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八日市図書館　☎0748-24-1515

◆名画上映会「ガンジー」

　６月９日㈮ 13:30～16:38
◆こども映画会

　ディズニー・アニメ「ヘラクレス｣

　６月11日㈰14:00～15:34
　「ドラえもん・のび太の創世日記 ｣

　６月25日㈰14:00～15:34

永源寺図書館　☎0748-27-8050

◆おひざでだっこのおはなし会

　６月１日㈭・15日㈭11:00から
◆永源寺・ものづくり展　６月11日㈰まで
◆野の花展　６月15日㈭～18日㈰
◆工房「彩」造形教室作品展

　６月28日㈬～７月16日㈰
◆おはなし会　毎週土曜日 14:00 から

五個荘図書館　☎0748-48-2030

◆えいが会「リトルマーメイド」

　６月18日㈰14:00～15:25
◆おはなし会　毎週土曜日13:30～14:00

愛東図書館　☎0749-46-2266

◆おひざでだっこのおはなし会

　６月３日㈯10:30～11:00
◆おはなし会

　６月10日㈯・24日㈯10:30～11:00
◆えほんのじかん

　６月17日㈯10:30～11:00

湖東図書館　☎0749-45-2300

◆子どもえいが会

　「じてんしゃにのるひとまねござる」

　６月３日㈯15:30～16:00
◆てんとうむしの紙芝居「どっちだ」

　６月10日㈯15:30～16:00
◆ライブラリーシアター「機関車先生」

　６月10日㈯14:00～16:00
◆おはなし会　

　６月17日㈯・24㈬15:30～16:00
特別整理休館
　６月28日㈬～30日㈮

能登川図書館　☎0748-42-7007

◆おひざでだっこのおはなし会

　６月１日㈭10:30から
◆ライブラリーシアター（14:00から）
　６月４日㈰「怪物くん　怪物ランドへ
の招待」（76分）／６月11日㈰「ライフ・イ
ズ・ビューティフル」（117分）／６月18日
㈰「アルプスの少女ハイジ」（107分）／６
月25日㈰「カサブランカ」（103分）
◆おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

あかね文化センター　☎0748-55-0207

◆いちごジャムづくり教室

６月４日㈰10:00～12:00 350円
◆月曜の朝は太極拳で〈小ホール〉

６月５日㈪・19日㈪10:00～12:00
300円

◆音楽の散歩道〈小ホール〉

　ヴァイオリンの演奏を聞いたり、み
んなで歌ったりします。
６月８日㈭10:00～11:30 300円

◆四季のしおり（水墨・墨彩画）展

６月13日㈫～７月９日㈰9:00～22:00
◆有酸素運動とヨガで健康に〈小ホール〉

　６月14日㈬10:00～12:00 300円
◆おはなし会〈多目的室〉

（幼児向け）６月16日㈮10:30～11:00
（児童向け）６月17日㈯11:00～11:30
◆親子で楽しくリトミック〈小ホール〉

　音楽を使い、子どもの発達を促します。
６月28日㈬10:00～11:00 １・２歳の

幼児と保護者 親子１組300円

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

◆木地師・木工ろくろ作品展

　６月４日㈰まで
◆本町パサージュ２００６

　手芸や工芸などの分野で活動する人が
一堂に会し、作品の展示・販売・実演が
行われます ６月10日㈯10:00～16:00
八日市本町商店街アーケード通り

◆岩田重義のスケッチ展「近江を描く」

　６月14日㈬～７月２日㈰

能登川博物館　☎0748-42-6761

◆東近江の個性いろいろ展③

「五個荘商人の品位か、凛とした街並み」

　白壁と土蔵、舟板塀が続く街並みか
ら五個荘地区を紹介します。
６月７日㈬～７月２日㈰10:00～18:00

◆キノコ観察会

　猪子山で複数の種類のキノコを採取
し、観察します。 ６月24日㈯13:30から
◆町の絵画き屋の油絵展

　伊庭内湖や繖山など能登川地区を中
心とした油絵の展示。
　６月11日㈰まで10:00～18:00

東近江市ドラゴンカヌー大会参加チーム

★競技方法＝ドラゴン艇に10人一組が
乗船し、往復300ｍのコースで速さを競
います ①市民大会：６月25日㈰②ヤ
ングフェスティバル：７月９日㈰③親善
大会：７月23日㈰ 能登川水車とカヌー
ランド（伊庭町）★募集数（先着順）＝
①78チーム②90チーム③78チーム ス
ポーツ課または各教育分室に設置の申込
用紙に必要事項を記入し、参加料を添え
て①６月９日㈮まで②６月18日㈰まで③
６月16日㈮～７月７日㈮までにお申し込
みください １チーム①無料② 5,000円
③7,000円★そのほか＝詳しくはお問い
合わせください。
スポーツ課　☎0748-24-5674

もしくは各教育分室まで

姉妹都市調印式・歓迎会参加者

　７月３日から10日まで、カナダ・アル
バータ州テーバー町の使節団４人が来
市されます。調印式と歓迎会を行います
ので、ぜひ、ご参加ください。
７月５日㈬18:30から やわらぎホール

（躰光寺町） 先着50人 １人1,000円
６月16日㈮まで
能登川支所地域振興課　☎0748-42-9910

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★種目＝ボウリング 療育手帳をお
持ちの人 7月30日㈰ 大津ボウル
（大津市） 6月26日㈪まで
障害福祉課　☎0748-24-5640
もしくは各支所福祉課まで



広報ひがしおうみ　2006.6.115

項目は、（日時）、（場所）、（対象）、（定員）、（費用）、（持ち物）、（申し込み方法・申
し込み先）、（問い合わせ先）になります。費用の記載がないものは無料です。

※施設の休館日および開催時間などは各施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。

児童手当の対象が広がりました

　４月１日から、児童手当の支給対
象年齢がこれまでの小学３年生までか
ら、小学６年生（12歳到達後最初の年
度末）までに拡大となり、あわせて所
得制限額が引き上げになりました。新
しく支給の対象となる人は、９月30日
までに手続きをしてください。４月１
日（または支給要件に該当した日）に
さかのぼり、受給していただきます。
児童手当の「現況届」は６月中に
　現在、児童手当を受けている人は、
６月30日㈮までに受給資格確認のため
の「現況届」を必ず提出してください。
提出されない場合、６月分以降の支払
いが受けられなくなりますのでご注意
ください。なお、「現況届」は対象者
に今月初旬に郵送します。
　また、６月12日㈪は児童手当の支給
日ですので、振込をご確認ください。
金融機関によっては２～３日遅れる場
合があります。
こども家庭課　☎0748-24-5643

能登川清掃センターの休業日

　八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能
登川地区の人で能登川清掃センターを
利用される場合は、６月８日㈭～13日
㈫まで機械修理のため、粗大ごみ・不
燃ごみなどを同センターへ搬入できま
せん。なお、６月４日・７月２日・12月３
日の各日曜日が振替開業日となります。
廃棄物対策課　☎0748-24-5636

情報公開制度の状況

　平成17年度の情報公開制度の運用状
況は次のとおりです。
★公開の状況

部　局 請求
件数

決定区分

公開 部分
公開

文　書
不存在

存否応
答拒否

市　長 20 ６ 11 ２ １
教　育
委員会 １ １ ０ ０ ０

議　会 １ ０ １ ０ ０

★不服申立ての状況
部分公開決定に対する不服申立て１件
総務課　☎0748-24-5600

高齢者福祉安心ダイヤルの設置

　介護が必要な人や介護者などが介護
や認知症、在宅生活などについて悩みを
話したり、相談したりできる専用ダイヤ
ルができました。電話には保健師や社会
福祉士などの市職員が対応します。
専用ダイヤル　☎0748－24－5629
開設時間　８：30～17：15（ただし、土・
日・祝日・12月29日～翌年1月3日を除く）
いきいき支援課　☎0748-24-5641

住宅の耐震改修による固定資産税の減額

　個人が昭和57年１月１日以前から所
有する住宅を耐震改修される場合、申
請により当該住宅の120㎡相当部分の
固定資産税が２分の１に減額されます。
減
額
期
間

①平成18～21年の工事＝３年間
②平成22～24年の工事＝２年間
③平成25～27年の工事＝１年間

★手続き＝建築士や指定検査機関など
が発行する耐震基準に適合した工事で
あることが証明できる書類を添えて、
改修後３か月以内に申請してください。
新築・増築家屋の現地調査にご協力を！
　平成18年中に新築・増築された家屋
の評価額を算出するため、現地調査に
伺います。調査日時を調整させていた
だきますのでご連絡をお願いします。
資産税課　☎0748-24-5637

消費者セミナー

　「消費者被害の実態と予防」をテーマ
に、振り込め詐欺やヤミ金融など悪徳
商法の被害にあわないよう、予防策な
どについて学習します。 ６月28日㈬
13：30から 市役所別館中ホール
生活環境課　☎0748-24-5633

人権擁護委員のみなさん

　６月１日は「人権擁護委員の日」です。
人権擁護委員は基本的人権が侵される
ことのないよう、人権の擁護や相談活
動を行っています。相談は無料で秘密

は守られます。なお、「人権擁護委員
の日」特設相談を開設しますので、12
ページの表をご覧ください。
★人権擁護委員（敬称略）

氏名 住所 電話番号
山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416
西村　立子 市辺町 0748-24-5620※
武久　國松 尻無町 0748-22-1791
中川真佐子 川合寺町 0748-22-3729
藤本　聖順 今堀町 0748-22-5618
村山　嘉孝 八日市東浜町 0748-23-0355
野瀬タマエ 青葉町 0748-22-4415
白木　駒治 政所町 0748-29-0498
大西　喜代 佐目町 0748-27-0512
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
片山鐵次郎 五個荘山本町 0748-48-2365
大角　和子 五個荘小幡町 0748-48-2547
福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777
花本　和平 北坂町 0749-46-0518
鳰　　虎黄 小倉町 0749-46-1805
山本まき子 中戸町 0749-46-1621
福永　林子 下中野町 0749-46-0454
野村　康夫 南花沢町 0749-45-2780
島村　俊一 中一色町 0749-45-1992
磯部　和子 中里町 0749-45-1082
藤野　智誠 種町 0748-42-1599
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560
古川　清茂 南須田町 0748-42-2031
東澤　きみ 佐生町 0748-42-1661
西村いよ子 下麻生町 0748-55-0763
奥野亮太郎 桜川東町 0748-55-1602
奥野　秀雄 宮川町 0748-55-1230

人権課（※）　☎0748-24-5620

太陽光発電システム設置補助金

市内の住宅に新しく太陽光発電シス
テムを設置し、市が定める要件を満た
す場合★補助内容＝設置するシステム
の規模に応じて10万円を限度に補助
工事前に申請が必要です
生活環境課　☎0748-24-5633

６月１日から７日までは水道週間です
「安全と　おいしさごくり　水道水」
　水は私たちの暮らしに欠くことのでき
ない大切なものです。自然の恵みで私た
ちの暮らしが支えられていることを、あ
らためて考えてみましょう。水は限りある
資源です。節水はもちろん配管途中での
漏水についても、今一度お確かめくださ
い。宅内の修繕については、市指定の給
水装置工事事業者に依頼してください。
水道課　☎0748-22-2061


