
広報ひがしおうみ　2020.4.1　1617　広報ひがしおうみ　2020.4.1
＊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。

≪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

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
価額を縦覧できます。

６月１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相続人または納税管理人　

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

ウェルネス講座 受講生

◆簡単楽しく動くリズム体操
４月９日㈭10：00～11：30 
40人（当日受付）　 500円

◆有酸素運動とヨガで健康に
４月15日㈬、24日㈮10：00～11：30
40人（当日受付）　 500円

◆凜軸～りんじく～骨盤調整エクササイズ
４月22日㈬13：30～15：00
40人（当日受付）　 500円

◆文化講座
４月２日㈭９:00から

※受講料を添えて窓口で申し込んでく
ださい。

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

子育て支援事業 参加者

◆未就園児事業
　「親子みらいちゃんルーム」　
内容：新聞紙あそび

開催日 開催場所

５月19日㈫ 能登川にじいろ幼児園
５月20日㈬ 五個荘あさひ幼児園
５月27日㈬ 東近江市子育て支援センター
６月２日㈫ 湖東ひばり幼児園
６月５日㈮ 蒲生コミュニティセンター

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場25組（申込み先着順）
水筒、タオル、着替え
４月20日㈪から

各子育て支援センター
　八日市　☎ 0748-22-8201
　蒲生　　☎ 0748-55-4889
　能登川　 050-5802-9362
　五個荘　 050-5801-1150　
　湖東　　 050-5802-9360
◆のびのび親子の教室
　「はじめまして！赤ちゃん」
　赤ちゃんへの関わり方や安心して子ど
もを育てる環境づくりなど自分らしく子
育てする方法を考えます。
◇東近江市子育て支援センター（保健
子育て複合施設ハピネス２階）

５月14日㈭、21日㈭、28日㈭、６月４日㈭
◇能登川コミュニティセンター

５月15日㈮、22日㈮、29日㈮、６月５日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（令和元年12月～令和２年３月
生まれ）とその母親

各会場15組（申込み先着順）
４月13日㈪～５月１日㈮

東近江市子育て支援センター　
☎ 0748-22-8201　 050-5801-1135　

0748-29-3899

布引グリーンスタジアム講座 受講生

◆笑顔・体力倍増レクリエーション運
動教室１期

５月18日から７月20日までの
　毎週月曜日10:00～11:00（全10回）

18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ４月２日㈭から

◆カラダ引き締めトレーニング教室１期
５月19日から７月21日までの

　毎週火曜日10:00～11:15（全10回）
18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ４月２日㈭から

◆大人のランニング教室１期
５月22日から７月17日までの毎週金曜

日、７月31日㈮19:30～21:00（全10回）
18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ４月２日㈭から

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

八日市日本語教室見学会 参加者

　日本語教室を見学し、日本語教室のメ
ンバーと一緒にイタリア料理を堪能します。

４月21日㈫10:00～12:00
八日市日本語教室（ 旧八日市保健セ

ンター）
日本語指導ボランティアに興味のある人
20人（申込み先着順）
500円（イタリアンランチ付き）

４月17日㈮16:00まで
東近江国際交流協会

※４月１日から旧八日市保健センター（八
日市金屋二丁目６-25）に移転しました。　

050-5802-9606
　（電話受付：平日10:00～16:00）
メール hifa@e-omi.ne.jp

東近江市障害者総合支援協議会 委員

　障害者などへの支援体制の整備を図
るため、障害福祉計画の作成などに関
わる東近江市障害者総合支援協議会委
員を２人以内で募集します。（任期：令
和２年度～令和３年度）

障害福祉に関心のある市民　
４月15日㈬正午まで

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

東近江市民体育大会　参加者

◆種目　ビーチボール
５月10日㈰
五個荘体育館
４月24日㈮まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674　
050-5801-5571　 0748-24-5571

あかね文化ホール 受講生

◆簡単！リズム体操
４月２日㈭、16日㈭10：00～11：30
500円

◆有酸素運動とヨガで健康に
４月14日㈫、21日㈫10：00～11：30
500円

◆親子で楽しくリトミック
４月22日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者　
500円

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

0748-55-3898

姉妹都市友好親善使節団員受入れ

　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
ムステイで受け入れてくださるホスト
ファミリーを募集します。

７月３日㈮～10日㈮
東近江市内の家庭
中学生団員：12家庭程度（※市内の中

学校に通う中学生がいる家庭に限る。）
　一般団員：８家庭

４月８日㈬～24日㈮
企画課　☎ 0748-24-5610　

050-5801-5610　 0748-24-1457

今月の相談今月の相談
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30
　分。年１回限り。
　詳細は確認し
　てください。

14日㈫ 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）4月7日㈫９:00から

21日㈫ 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）4月14日㈫９:00から

28日㈫ 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）4月21日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

17日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　１階市民生活相談課
※司法書士による無料相談（６人）

登記・測量相談
（当日受付）

24日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　１階市民生活相談課
※土地家屋調査士による無料相談（６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

８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
９日㈭ ９:30～12:00 愛東支所　１階会議室３

15日㈬
９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター　３階302会議室
13:00～16:00 湖東支所 １階相談室

17日㈮ ９:30～12:00 市役所新館　１階市民生活相談課
21日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
28日㈫ ９:00～11:30 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 市役所新館　１階市民生活相談課

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（市民生活相談課内）
・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
８日㈬

９:00～12:00
市役所本館　１階111会議室

13:00～16:00
15日㈬ 13:00～16:00 市役所本館　１階111会議室

男女共同参画
やすらぎ相談 ９日㈭、17日㈮ ９:15～12:30 市役所新館（※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 ７日㈫、21日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
じゃがいもの会 ７日㈫ 9:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

ミモリの会 ８日㈬ 10:00～12:00 市役所本館２階202会議室

男性介護者の会 15日㈬ 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）

ほっとミルク 15日㈬ 13:00～15:00 能登川コミュニティセンター
コスモスの会 16日㈭ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
カタクリの会 23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　☎ 0748-42-8700
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

商工労政課　☎ 0748-24-5565（直通）　 050-5802-9540　 0748-23-8292

お仕事探し相談 毎週火曜日 9:30、10:40
13:30、14:40

市役所内会議室（１相談日４人まで）
※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

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
・子ども電話相談　☎ 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
（相続・遺言など）

※予約制
８日㈬ 13:00～16:00

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（上月） ☎ 080-4398-6093

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

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

ライフロング事業講座 受講生

◆日本画を基礎から学ぶ教室
４月18日㈯、25日㈯９:30～12：00

　※5月以降も３回開催（全５回）
蒲生コミュニティセンター
10人（申込み先着順）　 3,000円

※ほかにもライフロング年間講座を各
会場で募集しています。詳しくは問い合
わせてください。

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

0748-23-6863

感染症対策へのご協力をお願いします感染症対策へのご協力をお願いします
　新型コロナウイルスを含む感染症の対策の基本は、「手洗い」や「マ
スクの着用を含む咳エチケット」です。

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646　 0748-24-1052

手洗い 咳エチケット

　石けんで手のひら、甲、指先、
つめの間、指の付け根、手首など
をしっかりこすり洗いしましょう。

　マスクをしっかり着用しましょう。
マスクがない時やとっさの時は、ティッ
シュや服の袖で口を覆いましょう。
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市内事業所紹介冊子
東近江市就活本（第２版）発行

　市内で働く魅力を伝える
ことを目的に「東近江市就
活本（第２版）」を発行しま
した。
　市内事業所38社を掲載
しています。図書館など市内の公共施設
などに設置しているほか、市ホームペー
ジにデータ版を掲載しています。

東近江市就労対策協議会（事務局 
商工労政課）☎ 0748-24-5565

050-5802-9540　 0748-23-8292

市民ギャラリー

◆「写真と川柳展」（松吉三男さん）
４月14日㈫～５月15日㈮
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　  0748-24-1375

東近江市高齢者活動補助金

　高齢者が新しく立ち上げる事業・活動
に助成する高齢者活動補助金の申請を
受け付けます。

①②のいずれかに該当する団体
①市内を拠点に活動するおおむね60歳
以上の人で構成される団体や高齢者の
ボランティア活動を支援する団体で新し
く月４回以上または年間40回以上の事
業を始める団体
②平成30年度以降に同補助金の交付を
受けている団体

５月29日㈮まで
※予算の範囲内で再度募集をする可能
性があります。

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

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。

6,500円（新規）、3,500円（登録済）
生活環境課　☎ 0748-24-5633
050-5801-5633　 0748-24-5692

児童扶養手当の額改定

　消費者物価指数の変動により、令和
２年４月分から手当額（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 42,910円 43,160円

一部支給
42,900円～

10,120円
43,150円～

10,180円

◆第２子加算額
区分 ３月分まで ４月分から

全部支給 10,140円 10,190円

一部支給
10,130円～

5,070円
10,180円～

5,100円

◆第３子以降加算額
区分 ３月分まで ４月分から

全部支給 6,080円 6,110円

一部支給
6,070円～
3,040円

6,100円～
3,060円

こども政策課　☎ 0748-24-5643
050-5801-5643　  0748-23-7501

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30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

重度の障害のある人への助成券交付

　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 用できる共通券を
5,000円分交付
・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
１・Ａ２、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Ａ１・Ａ２、特別児童扶養手当
１級の認定を受けている人または重症
心身障害者（児）、腎臓機能障害者の
身体障害者手帳の交付を受け人工透析
を受けている人

５月29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
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（代表）☎ 0748-24-1234
　　　 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。
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。　　

■本市の人口（令和２年３月１日）
　人口：114,273人（＋７）
　男性：57,005人（＋20）
　女性：57,268人（－13）
　世帯数：44,991世帯（＋61）
　※（　）内は前月比

■新型コロナウイルス感染症の影響に
　よるイベントの変更について
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止
などによりイベントが変更となる可能性
があります。詳しくは、市ホームページを
ご覧いただくとともに主催者に問い合わ
せてください。
　なお、例年４月に開催
される音楽の祭典「びわ
こジャズ東近江」は、新
型コロナウイルス感染症
拡大防止のため今年は中
止となりました。

令和２年４月１日発行
（通巻183号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆滋賀県警察官募集
５月10日㈰　 草津市内
 大学を卒業している人または令和３

年３月31日までに卒業見込みの人（採用
予定人員：男性40人程度、女性８人程度）

４月20日㈪まで
※県内の警察署などで交付する受験申
込書を郵送または持参で提出してくだ
さい。
※滋賀県のホームページ「しがネット受
付」からも受験申込ができます。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

４月の休日歯科診療

29日㈷ 富永歯科医院（近江八幡市千
僧供町）☎ 0748-37-7002

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

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

介護保険被保険者証、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

４月のし尿収集業務のお休み 　

４月
４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26日㈰、
29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

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

ものわすれ相談室

　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、チェックシー
トを用いて生活の状況を確認したりします。
※事前予約が必要です。

４月16日㈭9:30～11:30 （１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

４月６日㈪～15日㈬は
「春の全国交通安全運動」

　令和元年に市内で発生した人身事故
は283件でした。「交通事故にあわない、
起こさない」を合言葉に交通安全に努め
ましょう。
◆運動の重点
・子どもをはじめとする歩行者の安全の
確保
・高齢運転者などの安全運転の励行
・自転車の安全利用の推進
・横断歩道利用者ファースト運動の推進

（滋賀県重点）
市民生活相談課　☎ 0748-24-5699
050-5802-8484　 0748-24-0217
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▲市ホームページ
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