ふれあいのまち 差別のないまち
９月は同和問題啓発強調月間です

彦根市では、同和問題につ
いての正しい理解と知識を深
め、市民一人ひとりが部落差
別をはじめとするあらゆる差
別の解消に向けて主体的に行
動できるよう、９月の同和問
題啓発強調月間にあわせて啓
発行事を行います。
人権啓発パネル展

日時 ９月１日㈫〜同 日㈮
午前８時 分〜午後５時
分（最終日は午後４時まで）
場所 市役所１階ロビー
内容「はーとふるメッセージ２
００８」
入賞作品などの展示
問い合わせ先
人権政策課
６
☎
- １ １ ５ 番、ＦＡＸ
１
- ３９８番

建物を新築・増築した皆さん

固定資産税の家屋調査に
ご協力を

域内では固定資産税と都市計画

住宅、事務所、店舗など、建
物を新築・増築すると、その
建物には固定資産税（市街化区
税）が新たに課税されます。
この固定資産税の税額の基

礎となる建物の評価額を算出
するため、 税務課の職員が
建物の調査に伺います。調査
では、建物の外観とともに、各
部屋を拝見します。必ず建築
主か、家族のどなたかのお立
ち会いをお願いします。調査
時間は、 分から１時間程度
です。調査の際に、建物の平
面図・立面図などの図面や、仕
様・設計書、建築確認申請書
などをご用意いただくと、よ
り正確で短時間での調査がで
きます。
留守がちなお宅は、事前に
都合のよい日をお知らせくだ
さい。調査日時を調整いたし
ます。
また、以前から課税されて
いる建物を取り壊したとき
や、用途を変更した場合など
は、必ず届け出てください。
問い合わせ先
税務課資産
税係☎
６
- １３８番、Ｆ
ＡＸ
１
- ３９８番

きれいな街「彦根」を育
てましょう

ごみのポイ捨てはやめま
しょう
いまだに道路や公園には、
タバコの吸殻や空き缶などが
捨てられています。ポイ捨て

特定保健指導って何？

され、散乱したごみは、その場
を利用する人を不快にします。
一人ひとりのマナーが、きれ
いな街「彦根」を育てます。

犬 の ふ ん は、 持 ち 帰 り ま
しょう
ペットブームの波に乗り、
犬の飼い主の数は増えていま
すが、散歩の際に飼い犬がし
たふんを放置するなど、飼い
主のモラルの低下を指摘され
ることがあります。放置され
た犬のふんは、見た目だけで
なく悪臭の原因にもなり、そ
の場を利用する人を不快にし
ます。飼い主のマナーが、き
れいな街「彦根」を育てます。
ふん害をなくすために
①散歩のときは、ビニール袋
と小さなスコップなど、回
収するものを持ち歩く。
②散歩の前にトイレを済まさ
せる。
③飼い主同士で意識を高める。
問い合わせ先
生活環境課
６
☎
- １１６番、ＦＡＸ
０
- ３９５番

水道リーフレットのご案内

知っておきたい水道の話を
分かりやすく解説しています。
ぜひご覧ください。
また、彦根市ホームページに
も「よくある質問」として、
皆
さんからのよくある質問とそ
の答えを載せています。併せ
てご覧ください。
配布場所
水道部業務課（市
、お客様サービス
役所２階）
センター （旭町）
問い合わせ先
水道部業務
課☎
２
ＦＡＸ
- ７２２番、
４
- ０５４番

次期男女共同参画計画策定
に向けた市民アンケート調
査へのご協力について

平成 年度を初年度とした
「男女共同参画ひこねかがや

年に一度は健診を受けましょう
健診の日程、場所などを左表
で紹介します。受診するときは、
医療保険者が発行する受診券と
保険証をお持ちください。
皆さんが積極的に特定健診や
特定保健指導を受けることで、
生活習慣病の予防や改善が図ら
れ、医療費の適正化につながり
ます。自分の健康のためにはも
ちろんですが、いつまでも安心
して医療を受けるためにも、
歳以上の人は必ず年に一度は健
診を受けましょう。
問い合わせ先
健康推進課☎
０
ＦＡＸ
５
- ８１６番、
８７０番、 保険年金課☎
６１１２番、ＦＡＸ
２
-２
２０番

９月から、
「水道水の安全の
ために」と題したリーフレッ
トを窓口に置きます。

特定健診の実施主体は市町で
はありません。これまで市町で
受診していた人も、国保や健保
組合などの医療保険者が実施主
体となりました。加入している
医療保険はお持ちの保険証で確
認できます。健診の実施期間、
実施方法などについては各医療
保険者にお問い合わせください。
彦根市国民健康保険の人は、彦
根市が実施します。

特定健診の実施主体は医療
保険者です

特定健康診査の受け忘れはありませんか？
がん、心臓病、脳卒中、糖尿
病などの生活習慣病は、自覚症
状なく進行します。また、これ
らの生活習慣病は日本人の死因
の６割、国民医療費の３割を占
めています。異常を確認するた
めには毎年の健診は欠かせませ
ん。毎年の結果を比べることで、
異常が出る前の段階で体の変化
に気づくことができます。特定
健康診査を受診していない人は
受診しましょう。

特定健康診査とは？
▼メタボリックシンドロームに
着目し、発見と保健指導によ
り生活習慣病を予防します。
▼健診結果による必要度に応じ
て、本人に適した保健指導を
行います。
▼ 歳から 歳未満の人が対象
です。
（ 歳の誕生日の前日ま
でが対象です）

きプラン」が、平成 年度で
計画期間を終了します。
そこで、皆さんとともに、平
成 年度以降の男女共同参画
社会の推進に向けて、どのよ
うに取り組んでいくのかを考
えながら、新たな計画を策定
していきたいと考えています。
そこで、
「男女共同参画社会
づくりのためのアンケート調
査」を実施します。
このアンケート調査は、皆
さんの中から無作為に１、５
００人を抽出し、８月下旬か
ら調査票を送付しています。
該当された人は、今後の男女
共同参画社会づくりについて
の質問への回答にご協力をお
願いします。
問い合わせ先
市民交流課
☎
６
- １１３番、ＦＡＸ
１
- ３９８番

第２弾ひこねプレミアム
商品券を発売します
５月に発売した『ひこねプレミアム商品券』を追
加発行します。価格は１冊（１万１、５００円分の
商品券綴り）が１万円で、１人１冊限定販売です。
日時 ９月 日㈯ 午 前 ９ 時 分 〜
※ビバシティ彦根は午前 時から
商品券の内容 『全加盟店共通券 』（５、５００円分）
と『中小加盟店専用券』（６、０００円分）
販売総数 限定１万冊 （１億１ 、５００万円分）
。
販売場所 ①アル・プラザ彦根１階サービスカウン
ター（大東町）②銀座街事務所③彦根商工会議所１
階 （中央町）④パリヤ・サンペデック１階お客様休
憩所前（長曽根南町）⑤高宮商工繁栄会館（高宮町）
⑥フタバヤ彦根店 （高宮町）
、⑦川瀬馬場町駅地区
自治会集会所 （川瀬馬場町）⑧稲枝商工会館 （稲部
町）⑨ビバシティ彦根１階 （竹ケ鼻町）
使用できる店舗 「第２弾ひこねプレミアム商品券
取扱加盟店」のステッカーが貼付されている市内
の店舗。加盟店は随時募集しています。申し込み
は 商工課☎
６
- １１９番まで。
※商品券購入時に取扱加盟店舗の一覧を配布します。
※取扱加盟店一覧記載の「大規模加盟店」では、
『全
加盟店共通券』のみ使用可能です。
有効期限 ９月 日㈯～ 月 日㈭
問い合わせ先 （販売場所ごと） ① ②・③彦根商店街
･
連盟☎
７
０
- ３０３番、④㈱パリヤ☎
- １４６
番、⑤高宮商工繁栄会☎
０
- １７１番、⑥フタバ
ヤ彦根店☎
８１２８番、
⑦河瀬駅前商工振興会
☎
０１３９番または☎
０
- ３３４番、⑧稲枝
商工会☎
２
⑨ビバシティ専門店街☎
- ２０１番、
０
- ２５３番
22

特定健康診査ではどんな検
査が受けられるのですか？

メタボリックシンドロームの
該当者・予備群
を対象とした
生活習慣の改
善支援です。
健
診結果からメ
タボリックシ
ンドロームの
リスク数など
を総合して、
生
活習慣病の発
症リスクが高
い人を対象に
保健指導を実
施します。
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市役所３階
☎ 30-6135（直通）、FAX22-1398
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広報ひこね 平成21年９月１日

11

移転後の場所・問い合わせ先
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移転前の場所・問い合わせ先
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文教ビル２階（市役所南側建物）
☎ 30-6135（直通）
、FAX27-7041
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定額給付金等給付推進室
が移転します
40
30

定額給付金等給付推進室の事務
所が９月７日㈪以降、文教ビル２
階から市役所３階に移転します。
なお、直通の電話番号に変更はあ
りませんが、FAX 番号が変わりま
す。ご注意ください。
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11

メタボリックシンドロームお
よびその予備群の発見に着目し
た検査内容になります。
健診の内容
身体計測、腹囲計測、診察、血
圧測定、尿検査、血液検査 （脂
質、肝機能、血糖）
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