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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

● 人口と世帯数（11 月 1 日現在）
人口：111,730 人　　（ー 105）
男性：　55,755 人　　（ー 90）
女性：　55,975 人　　（ー 15）
世帯数：50,024 世帯（ー 23）
※（　　）内は前月比

▶︎彦根市では、点字および音声版広報ひこね（編集版）を発行しています。
　問 障害福祉課☎ 27-9981　FAX 30-9231
▶︎外国語版（英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語）の広報ひこね（編集

版）を発行しています。問 人権政策課☎ 30-6113　FAX 24-8577
▶︎廃棄する場合には古紙回収に出してください。
▶︎広報ひこねは 53,950 部作成し、１部当たりの単価は 17 円（１円未満

切り捨て）です。
　原稿作成・編集などにかかる職員の人件費は含まれていません。

広報ひこね

健康情報

問 健康推進課
☎️ 24-0816　FAX 24-5870

kenko@ma.city.hikone.shiga.jp

12 月 1 日は「世界エイズデー」です

　「エイズ（AIDS）」とは、「H
エイチアイブイ

IV」というウイル
スに感染して免疫力が低下し、さまざまな疾患
を発症した状態をいいます。
　日本では、1 日に約３人、滋賀県でも年間約
10 人の新規 HIV 感染・エイズ患者が報告されて
います。また、滋賀県では約４人に１人が HIV
感染発覚時すでにエイズを発症しており、極め
て深刻な状況にあります。
　HIV は感染しても自覚症状が現れません。コ
ロナ禍で、検査控えをしている人もおられるか
もしれませんが、本人が HIV 感染に気づかず適
切な対応をしないと、他人に HIV を感染させて
しまう可能性があります。それを防ぐためには、
HIV 感染の早期発見が重要です。
　「自分には関係ない」と思わないで、愛する人
を守るためにも、少しでも気になる人は、HIV
検査を受けましょう。
＜ HIV 検査（匿名・要予約 ) ＞

 毎月第 1・3 火曜日 14：00 ～ 15：20
※ 12 月 20 日㈫のみ 9：20 ～ 14：30
場 彦根保健所（和田町）　￥ 無料
検査項目 HIV、梅

ばい

毒
どく

、肝炎ウイルス（B 型・C 型）
他 検査結果は即日お伝えします。
問 彦根保健所☎️ 21-0283　FAX 26-7540

栄養相談

　免疫力を高める食事バランスについてアドバイスをい
たします。

 12 月 12 日㈪ 9：00 ～、10：30 ～（予約制、各１人）
場 くすのきセンター（八坂町）2 階
※上記日程・内容以外でも随時相談を受け付けています。
詳しくはお問い合わせください。

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう

　ノロウイルスによる食中毒は、11 ～２月の冬季に多発
する傾向があります。手指や食品などを介して、口から感
染し、腸管で増殖します。潜伏期間は 24 ～ 48 時間で、吐
き気、おう吐から始まり、下痢、腹痛、微熱が 1 ～ 2 日
続きます（感染しても症状がない場合や、軽い風邪のような症状
の場合もあります）。

健康な人は、ほとんどが軽症で回復しますが、子ども
やお年寄りなどは重症化したり、おう吐物を誤って詰ま
らせて死亡することもあるため、次の予防対策を徹底し
ましょう。
＜予防のポイント＞
▶︎しっかり手を洗う　調理の前後やトイレの後、食事前

などは、手指を石けんで丁寧に 30 秒以上洗いましょう。
タオルの共用はやめましょう。

▶食品は十分に加熱する　中心部までしっかり（85 度で
90 秒以上）加熱しましょう。

▶︎体調が悪い時は休む　下痢やおう吐などの症状がある
ときは、食品を二次汚染させる可能性があるため調理
作業をしないようにしましょう。

▶食器・調理器具の消毒を行う　調理器具の消毒は、熱
湯または 0.02% の次

じ

亜
あ

塩
えん

素
そ

酸
さん

ナトリウム（塩素系漂白剤）
の消毒液で十分に消毒し流水で洗浄しましょう。

▶おう吐物を適正に処理する　ふん便やおう吐物の中に
は、多量のウイルスが排出されるので、換気を十分に
行い、手袋とマスクを着用した上で速やかに処理しま
しょう。吐いた物や便の処理をするときは、ペーパー
タオルで静かに拭き取り、0.1％の次亜塩素酸ナトリウ
ムに浸し、ビニール袋に密封して捨てましょう。

日　程 医　院　名（住所） 電話番号
 令和4年12月30日㈮ 長寿歯科医院（平田町） 26-1993
                同31日㈯ 三希子歯科（西今町） 26-5069
令和5年1月 1日(日･祝) 白石歯科（野良田町） 43-2017

       1月 2日㈪ 野村歯科医院（原町） 26-5183
       1月 3日㈫ 若松歯科医院（甲良町尼子） 0749-38-4500

年末年始救急歯科診療

　彦根歯科医師会では、年末年始に（12 月
30 日㈮～令和 5 年 1 月 3 日㈫ )、右表の医院が
当番医として診療を行います。
▶︎診療時間はいずれも9：00～15：30です。
▶︎事前に電話連絡の上、受診してください。

【HP 番号：11742】

予定価格（最低売払価格）
物件番号② 6,950,000 円　
物件番号③ 3,230,000 円
実施案内書・申込書等の配布

【期間】11 月 14 日㈪～ 12 月 23 日㈮（土・日曜・
祝日を除く、8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15）

【場所】公有財産管理課（市役所本庁舎 2 階）、支
所・各出張所、彦根市ホームページ
参加申込の受付  

【申込方法】申込書および誓約書を直接窓口へ
【受付期間】12 月 12 日㈪～同 23 日㈮（土・日
曜を除く、8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15）
入札日時・場所  

【日時】令和 5 年 1 月 18 日㈬
物件番号② 9：30 ～、物件番号③ 13：30 ～

【場所】市役所本庁舎（元町）５階会議室5-1、5-2

物件
番号 物件所在地 地目 面積

② 芹川町字布浦1463番45 宅地 187.22㎡
③ 上西川町字仮屋辻388番2 宅地 324.67㎡

売払物件

予定価格（最低売払価格）
物品番号①・② 20,000 円　
実施案内書・申込書等の配布

【期間】11 月 28 日㈪～ 12 月
16 日㈮（土・日曜を除く、8：30
～ 12：00、13：00 ～ 17：15）

【場所】公有財産管理課（市役
所本庁舎 2 階）、支所・各出張
所、彦根市ホームページ
参加申込の受付  

【申込方法】申込書および誓
約書を直接窓口へ

【受付期間】12月12日㈪～同
16 日㈮（土・日曜を除く、8：30

～ 12：00、13：00 ～ 17：15）
入札日時・場所  

【日時】令和 5 年 1 月 17 日㈫
① 10：30 ～② 11：30 ～

【場所】市役所本庁舎（元町）
５階会議室 5-1、5-2

物品
番号 物品名（車種）・年式 型式

車体番号 走行距離

①  三菱ふそうバス・平成9年式 KC-MJ629F
MJ629F24345 209,913km

② ホンダスーパーカブ・
平成26年式

JBH-AA04
AA04-1014935 5,416km

売払物品

問 公有財産管理課☎️ 30-6114　FAX 30-6147　【HP 番号：（市有地）21150】
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HP 番号：（公用車）21255】

市有地

※一般競争入札とは、あらかじめ公表された最低売払価格
以上で、最も高い価格をつけた個人または法人に売却する
方法です。一定の条件を満たせば、どなたでも参加できます。

公用車
※車両を公開します。詳しくは彦根市ホームページへ。

①①

②②

InformationInformation

一般競争入札で市有地・公用車を売払います


