ご意見・ご提言を
お待ちしています

高宮小学校

実施日と会場となる小学校
月５日㈭ 城西小学校
６日㈮ 稲枝東小学校
９日㈪ 旭森小学校
日㈫ 城陽小学校
鳥居本小学校
日㈬ 稲枝北小学校
日㈭ 若葉小学校
亀山小学校
日㈫ 城南小学校
日㈬ 平田小学校
城北小学校
日㈭ 城東小学校
金城小学校
佐和山小学校
河瀬小学校
稲枝西小学校

また︑実施日までに通知
書が届かなかったり︑記載
された事項に誤りがあった
りしたときは︑ 教育委員
会保健体育課までご連絡く
ださい︒
問い合わせ先 同課☎
７
９７１番︑ＦＡＸ
９
-１
９０番

ご覧ください
琵琶湖海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿
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歳以上の人などです︒
問い合わせ先 同事務局☎
６
- １３１番︑ＦＡＸ
４５５１番
20

第７回
彦根市環境審議会を開
催します

彦根市環境審議会は︑彦根市
環境基本条例に基づき︑市の区
域における良好な環境保全と
創出に関し基本的事項を調査
審議する機関です︒
今回の審議会においては︑
良好
な環境の保全と創出に向けて︑
取り組むべき目標や︑その目標
達成具合を数量的に明らかに
するための環境指標について
審議される予定です︒
会議は公開され︑傍聴するこ
とができますので︑傍聴を希望
する人は︑審議会開催日の午前
中までに 生活環境課に申し込
んでください︒ただし︑先着
人までとします︒
日時
月 日㈭ 午後３時
から
場所 市役所５階 第３委員
会室
問い合わせ先
生活環境課☎
６
- １１６番︑ＦＡＸ
０３９５番

介します︒
関心がある人︑制度
を詳しく知りたい人は︑
介護福祉課までお問
い合わせください︒
問い合わせ先
介護
福祉課☎
９６６
０番︑ＦＡＸ
１
７６８

11

日㈮
日㈫
日㈭
日㈮

30

施策評価調書・事務事業
評価表をご覧ください
より効果的︑効率的な市政
を実現するために︑皆さんの
ご意見・ご提言をお寄せくだ
さい︒
意見や提言は︑情報公開コ
︑支所・各
ーナー ︵市役所１階︶
出張所にある用紙に記入し︑
情報公開コーナーにある意見
箱に投函いただくか︑支所・
各出張所の窓口に提出してく
ださい︒また︑彦根市ホーム
ページの﹁行政評価﹂ページ
からも書き込むことができま
す︒
なお︑意見・提言の提出は︑
月 日㈪までにお願いしま
す︒
※それぞれの事業内容の問い
合わせは︑各担当課までお
願いします︒
問い合わせ先 企画課☎
６１０１番︑ＦＡＸ
１
３９８番
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毎年９月１日現在で︑本人
の申請によって琵琶湖海区漁
業調整委員会委員選挙人名簿
を調製することになっていま
す︒この名簿の縦覧を行いま
す︒
◆登録者名簿の縦覧◆
月 日㈫〜 月３日
期間
の午前８時 分〜午後５
時
場所
選挙管理委員会事務
︑土・日曜
局 ︵市役所４階︶
日︑祝日は庁舎西口宿直室
※登録資格 市内に住所か事
業 所 が あ る 人 で︑ １ 年 に
日以上漁船を使用して漁
業を営むか︑漁業者のため
に漁船を使用して水産動植
物の採捕または養殖に従事
し︑今年の 月５日現在で
29

28

お忘れなく 新一年生の
就学時健康診断

受付時間 いずれも午後１時
分〜同２時
保護者の皆さんには︑事前
に就学時健康診断通知書︑
健康診断票と保健調査票︑
アレルギー調査表を送りま
すので︑必要事項を記入し
て︑当日必ずお持ちくださ
い︒
なお︑受診する日と会場
は通知によりお知らせしま
す︒指定された日に受診で
きない場合は︑会場となる
小学校と︑変更して受診す
る小学校に連絡のうえ︑受
診してください︒
10

12

来春︑小学校に入学する幼
児︵平成 年４月２日〜同
年４月１日生まれ︶を対象に︑
次のとおり就学時健康診断を
実施します︒

しゃべりをして︑気軽に過ご
せる場所を提供しています︒
彦根市では︑各小学校区に
﹁やすらぎふれあいの館﹂の開
設を進めています︒
開設・運営に対しての補助
制度もあります︒補助制度や
現在開設している﹁やすらぎ
ふれあいの館﹂を左の表で紹

20

12

彦根市では︑効果的で効率
的な行財政運営を行うため︑
平成 年度から︑行政評価の
一環として事務事業評価を実
施しています︒また︑平成
年度からは施策に対する評価
も実施しています︒
今年度も︑それぞれの評価
の概要を皆さんにお知らせ
し︑彦根市が行った施策評価
および事務事業評価に対する
ご意見やご提言をいただき︑
効果的で効率的な行政運営に
取り組んでいきます︒
公表する施策・事務事業
予算執行にかかるものとし
て︑歳出については︑彦根市
総合発展計画で位置づけてい
るすべての施策︵ の施策︶
と︑３つの構想の推進をあわ
せた 項目を公表します︒ま
た︑歳入については︑彦根市
が料金を決定する使用料や手
数料などのうち︑ 事業につ
いて事務事業を公表します︒
評価調書などは︑情報公開
コーナー ︵市役所１階︶
︑支所・
各出張所にあるほか︑彦根市
ホームページでもご覧いただ
けます︒

育児・介護休業法が改正
されました

22

やすらぎふれあいの館 ︵宅
老所︶は︑
﹁地域の中で︑気軽
に人と交わりたい﹂という願
いを持つ高齢者のために︑市
内の８か所で開設されていま
す︒民家などの既存の建物を
改修し︑ボランティアが中心
になって運営しており︑高齢
者 の 人 た ち が︑ ゲ ー ム や お

10
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12 11

18 17

19

27 26 24 20
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27

（火・祝）

90

11

30

30

30

30

16

18

９月 日から育児・介護休
業の取得などに伴って︑休業
を取得する人と事業主との間
に発生する紛争について︑都
道府県労働局長による紛争解
決の援助制度が利用できるよ
うになりました︒
問い合わせ先 滋賀労働局雇
用均等室☎０７７ ５
- ２３ １１９０番︑ＦＡＸ０７７
５
- ２７ ３
- ２７７番
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4
広報ひこね 平成 21 年 10 月 1 5 日
広報ひこね 平成 21 年 10 月 15 日

5

国民年金推進員が
戸別訪問しています

26

55

29

社会保険事務所では︑皆さん
の年金受給権を確保するため︑
国民年金保険料の納め忘れが
ある人を対象に︑職員のほか︑
国民年金推進員が訪問し︑国民
年金制度の案内や︑保険料の領
収︑ 納 付 の 相 談 を 受 け て い ま
す︒
国民年金推進員は︑身分証明
書を携帯した非常勤の国家公
務員です︒平日の昼間以外に夜
間や休日にも訪問しています︒
問い合わせ先 彦根社会保険
１
事務所国民年金課☎
-１
１４番
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11

58
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