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写真　びわ湖大津館（＠50tempests）



問大津市新型コロナウイルスワクチンコールセンター　☎0570-002-092

「滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口」

☎528-3588
受付時間：24時間（土日・祝日も実施）

「厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター」
☎0120-761-770

受付時間：9時～21時（土日・祝日も実施）

副反応や専門的な医療の相談はこちら

オミクロン株対応2価ワクチンの年内接種をご検討ください
　初回接種（1・2回目接種）が完了した12歳以上の方を対象に、
従来株とオミクロン株に対応したオミクロン株対応2価ワクチン
の接種を進めています。これまで2年間、年末年始に新型コロナ
ウイルス感染症は流行しており、国は重症化リスクの高い高齢者
の方はもとより、若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによ

る接種を完了するよう推奨しています。前回の接種時期が早い方から順次接種券を発送してい
ますので、ぜひ年内の接種をご検討ください。（3回目または4回目の接種券をすでにお持ちの場
合は、今お持ちの接種券でオミクロン株対応2価ワクチンの接種ができます。）

よくある質問

Q　オミクロン株対応2価ワクチンはいつ接種できますか？
Ⓐ　 前回の接種から「3カ月」の間隔を空けて接種が可能となります。（10月21日から接種間隔が短縮されました）
Q　オミクロン株対応2価ワクチンは何回接種しますか？
Ⓐ 現時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは1人1回限りです。
　 例えば、4回目の接種でオミクロン株対応2価ワクチンを接種された方は、5回目接種はありません。

Q　初回接種（1・2回目接種）がまだ済んでいませんが、オミクロン株対応2価ワクチンを接種できますか？
Ⓐ　 オミクロン株対応2価ワクチンの接種は3回目以降の接種のみ可能です。希望される方は、年内を目途に従

来ワクチンでの初回接種（1・2回目接種）を終えていただきますようお願いします。

最新情報は
市ホームページへ

集団接種は12月で終了します
　市が運営する集団接種は、12月23日（金）で終了します。集団接種でワクチン接種を希望さ
れる方は、最終接種日の2日前までにご予約をお願いします。なお、集団接種終了後は、個別
の医療機関で接種を継続します。 予約はこちらから

●集団接種会場（ファイザー社ワクチン使用）

接種会場名
最　終　接　種　日

オミクロン株対応2価ワクチンでの接種 従来ワクチンでの初回接種（1・2回目接種）

大津市ふれあいプラザ
（浜大津四丁目1番1号）

12月23日（金）

1回目接種：12月 2 日（金）

2回目接種：12月23日（金）

瀬田公園体育館
（一里山六丁目9番1号） 未実施

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

お知らせ

広報 おおつ
12月1日号 2

電話受付時間（年中無休）
平日：あさ8時からよる7時まで
土・日・祝・休・年末年始：あさ9時からよる5時まで
Ｆ077-523-2130

大津市コールセンター
☎077-523-1234

市の手続きや制度のご案内

あなたのお問い合わせにお答えします



　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日の所有者等に対し
て課税されます。
　原動機付自転車、バイク、トラクター、軽自動車等の
登録内容に変更がある方は、3月末までに必ず手続きをし
てください。車検が切れている場合や車両を譲り渡して
いる場合であっても手続きがされていないと課税されます。

【手続きの受付窓口（車種ごとに異なります）】
▶軽四輪・軽三輪
　軽自動車検査協会滋賀事務所　☎050-3816-1843
▶軽二輪・二輪の小型自動車
　近畿運輸局滋賀運輸支局　　　☎050-5540-2064
▶原動機付自転車・小型特殊自動車
　市役所税の窓口、支所

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちで
ない、市内に住民票がある65歳以上の方で、要介護・要支援認定（要
支援2以上）を受けていて、下記の要件のいずれかに該当する場合は、
税法上の障害者、特別障害者控除を受けることができます。
　税の申告には、市が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要で
す。令和4年分の確定申告に使用する場合は、早めに手続きをしてく
ださい。申請書（長寿政策課や各支所にあります。市ホームページから
ダウンロードも可）に必要事項を記入の上、同課へ提出してください。

　みなさんから納めていただく市税や県税は、福祉や教
育など身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
県内の市町と県では、12月を「ストップ滞納!!強化月間」
として、税の公平な負担の観点から、一斉に滞納整理を
強化します。税金を未納のまま放置すると、財産（給与や
預貯金、不動産など）の差し押さえや、自宅の捜索を行う
ことがあります。もう一度、納め忘れがないか確認して
ください。納付が困難な場合は早めの相談をお願いします。
　なお、12月15日（木）は固定資産税・都市計画税の第3
期の納期限です。納め忘れがないよう、ご注意ください。
　市税に関すること　
　　市収納課　☎528-2729
　県税に関すること　
　　県西部県税事務所納税課　☎522-9802

◆償却資産申告のお願い
　個人・法人にかかわらず事業用の減価償却
資産（舗装・外構・ビニールハウス等構築物、
機械、備品など）には、固定資産税が課税さ
れます。
　償却資産の所有者には申告が義務付けられ
ています。1月31日（火）までに資産税課また
は各支所へ申告してください。（申告用紙がな
い場合は同課まで。）
　なお、地方税ポータルシステム（eLTAX）
による電子申告もご利用いただけます。
◆ 被災住宅用地の固定資産税・都市計画税の
特例

　令和4年1月2日以降に発生した火災などに
より、焼失・損壊した住宅の敷地に利用され
ていた土地について、令和5年度と令和6年度
分は引き続き住宅用地の特例が適用されます。
該当する方は1月31日（火）までに同課へ申告を。

　市では、毎年12月から3月にかけ、冬季の路面凍結に備えて市道の坂道や橋梁部など凍結しやすい箇所について、除雪
および凍結防止剤（塩化ナトリウム）の設置・散布を行っています。
　主要市道の一部については、市が業者に依頼して除雪および凍結防止剤の散布を行っておりますが、全ての道路に実施
することは困難です。そこで、地域の道路については、地域のみなさんや道路使用者に除雪および凍結防止剤の散布のご
協力をお願いしています。

問市民税課　☎528-2707

問長寿政策課　☎528-2741

問収納課　☎528-2729

問資産税課　☎528-2723

問道路・河川管理課　☎528-2782

【お願いと注意】
　● 除雪機械が通った後、住宅の出入り口に雪が残ることがありますが、

各家庭で除雪をお願いします。
　●路上駐車等、作業に支障となる行為はおやめください。
　●冬用タイヤへの履き替え、タイヤチェーンの準備は早めにしましょう。

凍結防止剤（塩化ナ
トリウム）の散布方
法や注意事項につい
て詳しくは、市ホー
ムページへ

区　分 基　準（状態）

障 害 者
知的障害者（軽度・中度）と同程度
身体障害者（3～6級）と同程度

特別障害者
知的障害者（重度）と同程度
身体障害者（1・2級と同程度）
6カ月以上寝たきり

※ 本人の状態により、対象にならない場合があります。
※ 税の申告については、所得税は大津税務署☎524-1111、市県民税
は市民税課☎528-2721へご相談ください。

軽自動車、バイクの
変更手続きはお済みですか

65歳以上の「障害者控除対象者認定申請書」の
手続きはお早めに

市税や県税の
納め忘れはありませんか？

固定資産税の申告を
お願いします

道路の除雪と凍結防止剤散布のお願いと注意

広報 おおつ
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市役所への郵便物は、〒520-8575　大津市役所（課名）で届きます。
申申込方法　　問問い合わせ先　　Ｈホームページ　　 Ｅメールアドレスお知らせ
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大津市の飲食店等を応援！最大30％戻ってくるキャンペーン

★期間　12月1日（木）から1月31日（火）まで
★対象キャッシュレス決済事業者
　

PayPay ｄ払いau PAY

★還元率・還元上限　最大30パーセント
　1決済事業者につき期間中最大5,000円相当

（1回の決済における上限3,000円相当）
　※キャッシュレス決済事業者ごとにポイントが還元されるため、3つ

の決済事業者で支払いをすると、期間中最大15,000円相当のポイ
ントが還元されます。

　※au PAYはau PAY残高に還元します。
　※ポイント付与や支払い方法などについては一定の条件があります。
★対象店舗
　　対象決済サービスに加盟する市内飲食業等を営む店舗
　（飲食店・宿泊施設・タクシー・運転代行等）
　※ コンビニエンスストア、テイクアウト・デリバリー専門店、移動

販売業者を除く。
★キャンペーン全体に関する問い合わせ　コールセンター　☎0120-387-207

　新型コロナウイルス感染症の影響で消費が落ち込んだ市内の飲食店等を支援するため、
対象のキャッシュレス決済でお支払いをされた方にポイントを還元します。

問商工労働政策課　☎528-2755

前方に
横断歩道がある！

横断歩道予告標示
（ダイヤマーク）

10ｍ～20ｍ

30ｍ

画像引用：
政府広報オンライン

詳しくは
市ホーム
ページ

令和4年 年末の交通安全県民運動
12月1日（木）から31日（土） 自転車盗にご注意ください！

地域安全ニュース「大津市防犯協会からのお知らせ」
　大津市における令和4年9月末現在の自転車盗
認知件数は187件で、前年同月比で約12％増加
しています。
　自宅アパートやマンションの駐輪場での被害
が最も多く、次いで、商業施設等での被害が多
くなっています。外出先はもちろん、自宅でも、
自転車を施錠することを徹底しましょう。

横断歩道利用者ファースト運動の推進横断歩道利用者ファースト運動の推進
　「横断歩道は歩行者優先」であることを再認識
しましょう。

★横断歩道は歩行者優先！
　信号機のない横断歩道の手前には「横断歩道」
があることを示す道路標識や路面標示（ダイヤ
マーク）が設置されています。歩行者や自転車
が横断しようとしている時は、横断歩道の手前
で一時停止しなければなりません。

★歩行者は横断する意思表示を！
　道路を横断する時は、左右の
安全確認をし、手を挙げるなど
して横断する意思表示を運転者
に伝えましょう。

＜対策＞
●必ず自転車に鍵をかけること！
●二重ロックでより安全に！令和3年 令和4年

自転車盗の件数
■ 施錠
■ 無施錠
166件

187件

187件のうち、128件
（約68％）が無施錠
自宅アパートや
マンションの駐輪場での
被害が最も多い

112件

54件

128件

59件

問自治協働課　☎528-2816

市民
憲章

わたくしたち大津市民は
１.  郷土を愛し琵琶湖の美しさをいかしましょう
１.  豊かな文化財をまもりましょう

１.  時代にふさわしい風習をそだてましょう
１.  健康で明るい生活につとめましょう
１.  あたたかい気持ちで旅の人をむかえましょう

対象店舗など
詳しくは

市ホームページ

このポスターが目印！

このポスターが目印！
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市役所への郵便物は、〒520-8575　大津市役所（課名）で届きます。
申申込方法　　問問い合わせ先　　Ｈホームページ　　 Ｅメールアドレス

自動運転バスの実証実験を実施します
　市では、高齢化する市民のみなさんへの移動手段確保、観光客の二次交通充実を目的として、自動運転技術の
活用に向けた取り組みを進めており、今年度も中心市街地で実証実験を行います。

◆一般運行期間　12月10日（土）〜2月28日（火）　※予約は不要。
　　　　　　　　8時発（往・第1便）〜18時20分発（復・第8便）
　　　　　　　　片道20分、往復ともに約1時間おきに1便（一部お昼の時間帯を除く）

◆コース
　 往路 びわ湖大津プリンスホテル発〜なぎさのプロムナード〜びわ湖ホール〜琵琶湖ホテル〜 JR大津駅着
　 復路 JR大津駅発〜琵琶湖ホテル〜びわ湖ホール〜なぎさのプロムナード〜びわ湖大津プリンスホテル着

◆自動運転車両
　 期間❶
　12月10日（土）〜2月4日（土）
　小型ディーゼル自動運転バス（有料）

　 期間❷
　2月8日（水）〜28日（火）
　小型電気自動運転バス（無料）
※整備点検日等は通常バスで運行。

◆運行会社　京阪バス株式会社

◆乗車運賃　片道大人210円
　　　　　　（定期券、ICカード等利用可）
　　　　　　※2月8日（水）〜28日（火）は無料。

※ この実証実験は、国土交通省の補助金を活用し、
本市および京阪バス株式会社等が連携して行う
ものです。詳しくは地域交通政策課まで。

問地域交通政策課　☎528-2736

第33回「湖
こ

辺
へん

ルネッサンス 〜大津のヨシ大作戦〜」
市民ヨシ刈りの参加者を募集します！

すぐ食べるなら、手前から選ぼう！
「てまえどり運動」に
ご協力ください　冬にヨシ刈りをすると、春の新芽の成長を促し立派なヨシが育ちます。

野鳥や魚たちのすみかとなるだけでなく、琵琶湖の水質浄化にも役立つ
ヨシ原を守るため、今年も市民参加によるヨシ刈りを行います。ぜひご
参加ください。
★日　　程　1月29日（日）9時から10時30分頃まで

（雨天荒天の場合は2月5日（日）に延期、終了時刻は作業状
況により前後します）

★場　　所　雄琴六丁目の湖岸（アクティバ琵琶前）
★申込方法　1月6日（金）までに、メールまたはFAX（参加者全員の氏名、

年齢、住所、当日朝に連絡可能な電話番号、臨時駐車許可
証の必要の有無を記載）で、環境政策課へ

※先着400人程度。
※駐車場には限りがありますので、可能な限り乗り合いでご参加ください。

　「てまえどり運動」は、購入して
すぐ食べる場合に、商品棚の手前に
ある商品など、販売期限の迫った商
品や値引き商品を積極的に選ぶ購買
活動のことです。「てまえどり」を
心がけることで、販売期限が過ぎた
商品の廃棄を減らすことができ、食
品ロスの削減に繋が
ります。ぜひ「てま
えどり運動」にご協
力ください。

問環境政策課　☎528-2760　Ｆ522-1097　 otsu1121@city.otsu.lg.jp 問廃棄物減量推進課　☎528-2802

※大津駅「のりば」「おりば」 「のりば」…期間①はバスターミナル 2番のりば、期間②はホテル送迎のりば
 「おりば」…期間①②ともに競艇場ファンバス乗降場

大津駅※

琵琶湖ホテル

びわ湖ホール なぎさのプロムナード

びわ湖大津プリンスホテル

京阪石坂線

JR 琵琶湖線

小型電気自動運転バス小型ディーゼル自動運転バス



①物品納入など
　令和5年度に各種物品（小中学校の教育備品や市民に配布する印刷物を含む）の納入や、清掃などの委託業務の入札・見
積照合などに参加を希望する方は、必要書類（申請書、市町村税・消費税などの完納証明書、登記事項証明書など）を提出
してください。

　学校給食用物資の納入を希望する場合は、登録申請をしてください。登録有効期間は2年間です。
★対 象 者　（1）令和3・4年度に登録がなく、新規に登録を希望する方。
　　　　　　（2）令和3・4年度に登録があり、引き続き納入を希望する方。
※（1）・（2）共に、副食食材および飲料の納入を希望する方に限ります。
★申請書等の配布　12月1日（木）～1月17日（火）
　窓口での配布は上記期間中の平日9～17時、市ホームページからもダウンロード可
★受付方法・期間等

★必要書類　登録申請書、営業規模概況調書、食材保管配置図、食品衛生監視票など。
★そ の 他 •別途、契約検査課での物品供給等入札参加申請が必要です。　
　　　　　　•審査の結果、登録業者になれない場合があります。

②建設工事や建設コンサルタントなど
　令和5年度に市が発注する建設工事や建設コンサルタントなどの入札・見積照合などに参加を希望する方は、滋賀県市
町入札参加資格審査申請ポータルサイト(※)から12月23日（金）までに申請してください。（申請書等の配布は行いません。）
※ 申請者の利便性の向上および審査事務の省力化に向けて、令和5年度向けから「滋賀県市町競争入札参加資格申請シス
テム」を導入し、申請手続きを共通化・電子化しました。

申込方法など詳しくは市ホームページへ。

問契約検査課　①☎528-2953　②☎528-2720

問学校給食課　☎528-2636

問市民税課　☎528-2707

市が発注する入札・見積照合への参加を
希望する事業者は申請をお願いします

令和5年度大津市市税納税通知書送付用封筒に
広告を掲載する企業などを募集します

令和5年度

封筒の用途 軽自動車税（種別割）納税通知書送付用 個人市民税・県民税（普通徴収）
納税通知書送付用

広告枠の規格・作成枚数（予定）
▷サイズ＝ 窓あき封筒（縦120㎜×横195㎜）

の裏面に、縦62㎜×横155㎜　
▷色＝青1色（文字は青）
▷部数＝82,500部

▷サイズ＝ 窓あき封筒（縦120㎜×横235㎜）
の裏面に、縦65㎜×横205㎜

▷色＝紫1色（文字は紫）
▷部数＝85,000部

封筒の使用開始時期（予定） 令和5年5月上旬 令和5年6月上旬
広告料最低価格（消費税込み） 94,000円 92,000円

広告掲載の基準・選定方法 「大津市広告掲載要綱」および「大津市広告掲載基準」に基づき審査した上で、広告掲載応募
価格が最高の事業者に決定します。

申込期間 12月1日（木）から20日（火）17時まで(必着)

登録有効期間 令和5・6年度の2年間

申請書の配布
【令和4年度に登録のある方】12月初旬に郵送
【新規登録の方】 市ホームページからダウンロードまたは契約検査課窓口で配布（12月1日(木）～28日（水）、

1月4日（水）～20日（金）(土・日・祝日は除く）9時～17時。用紙代は無料。)

受付期間・方法
12月1日（木）～1月20日（金）　※当日消印有効。
郵便受付のみ（レターパック（推奨）、簡易書留、特定記録など）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として窓口受け付けは行いません。

対象者 受　付　方　法 受付期間

（1） 新規登録希望者 受付期間の平日9～17時に学校給食課窓口まで
※混雑を避けるため、同課と日程調整のうえ来庁ください。

1月10日（火）～17日（火）
※ 受付期間が短いため、
早めの手続きをお願い
します。（2） 継続登録希望者 郵送受付のみ（簡易書留、特定記録、レターパックを使用。期間内必着）

学校給食用物資の納入を希望する業者を募集します令和5・6年度
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ご存じ
ですか？

テレビ（びわ湖放送）やスマートフォンでも
「広報おおつ」がご覧いただけます。
詳しくは市ホームページへ。

◀スマホアプリ
　「マチイロ」
　「SideBooks」

◀びわ湖放送の
　データ放送



　保健予防課では、新型コロナウイルス感染症の
次なる感染拡大に備え、自宅療養患者等への健康
観察業務（主に電話による業務）
に従事していただける保健師・看
護師を募集しています。詳しくは
市ホームページをご確認いただ
き、ぜひご応募ください。

★対象者　40歳以上の女性市民（昨年度・今年度に受けた人は除く）
　検診対象部位に自覚症状や治療歴がある人など、受診できない場合があります。詳しくは健康推進課まで。
★ 無料対象者　70歳以上の人、65～69歳の後期高齢者医療制度加入者、生活保護世帯等・市民税非課税
世帯の人、無料クーポン券対象者、大津市国民健康保険加入者

◎個別検診
★料金　40歳代2,000円　50歳以上1,600円　※上記無料対象者を除く。
　医療機関10か所で実施。申し込みはネット予約または電話で健康推進課へ。
※ ネット予約枠が定員に達した場合、予約画面に日程が表示されません。電話予約枠で予約可能な場合
がありますので同課まで。

◎集団検診
★料金　40歳代2,100円　50歳以上1,800円　※上記無料対象者を除く。

　国民健康保険の被保険者対象の特定健康診査を6月上旬より実施していますが、1月末までに医療機関での特定健康
診査の受診が難しい方のために、集団健診を今年度も追加で実施します。まだ特定健康診査を受けられていない方は、
ご自身の健康増進のためにも、この機会にぜひ受診してください。
★対 象 者　 40歳から75歳未満の大津市国保の被保険者（後期高齢者医療制度被保

険者は除く）で、今年度特定健康診査未受診の方
★日　　程　大津市民会館＝1月26日（木）、2月8日（水）・28日（火）
　　　　　　和邇コミュニティセンター＝2月13日（月）
★定　　員　各日先着100人
★申込期限　各健診実施日の約1カ月前まで
★申込方法　申請書をダウンロードして郵送または電子申請
※ 今年度、すでに医療機関等で特定健康診査を受診した方および、人間ドック受診費用の助成を受けられた方は、今
回の集団健診を受けることはできません。また、二重で受診されると費用を請求します。

※ 受診の際は受診券が必要です。対象者には6月上旬に送付していますが、紛失した方または、6月上旬以降に国民健
康保険の資格を取得して手元にない方は、健康推進課へ交付請求をしてください。

※受付開始日は電話が混み合い、つながりにくい場合があります。
　また、定員になり次第受け付けを終了しますのでご了承ください。

　治療の進歩で、HIVに感染した人が、感染していない人と同
じように暮らしていくことが可能になりました。
　感染の早期発見のために、保健所では匿名・無料でHIV（エイ
ズ）検査や相談を受けることができます。また希望に応じて、梅
毒・B型肝炎・C型肝炎の検査も同時に受けることができます。
★日時　原則毎月第2・4水曜日　13時15分～14時（要申込）
※ 県HIV相談専用電話は☎524-0051（毎週月・水曜日9時～
12時）。

問保健予防課　☎526-6306

問健康推進課　☎528-2748

問健康推進課　☎528-2742

問保健予防課　☎526-6306

新型コロナウイルス感染症の
健康観察業務に従事いただける
保健師・看護師を募集！

乳がん検診のお知らせ

集団健診（特定健康診査）を追加で実施します！

12月1日は「世界エイズデー」

日時 場所 検診内容 申 込 方 法 定員
1月14日（土）
13時30分～16時

坂本市民
センター

問診・
マンモグラフィ

12月12日（月）12時30分
から電話で健康推進課へ

先着
60人

大津市がん情報 各種検診の
お知らせメール配信

電子申請詳細・申請書は
ホームページ

大津市
がん検診
予約

お知らせ
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「BIWA-TEKU」についての問い合わせ先
保健所健康推進課健康支援係　☎528-2742　Ｈhttps://biwateku.jp/
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ミミ ニニ 情情 報報

1月のマイナンバーカード
休日交付窓口

犯罪被害者支援出張相談会

市場の入場業者募集

　マイナンバーカードの申請後、受け
取りの通知が届いた方を対象に、休日
交付窓口を開設します。
★開設日
　1月7日（土）、15日（日）、28日（土）
※原則申請者本人が来庁する必要あり。
★予約方法　インターネットまたは電話。
詳しくは、通知に同封する案内をご
覧ください。

問大津市マイナンバーコールセンター
　☎528-2698

　（公社）おうみ犯罪被害者支援センターの犯罪被
害相談員による出張相談会を瀬田周辺で行います。
★日時　1月11日（水）
★対象　市内東南部在住の方
　　　　（センターに相談歴のない方のみ）
申問12月16日（金）までに電話で自治協働課
（☎528-2816）へ

　卸売市場では、空き店舗へ
の入場業者を募集しています。
　詳細については、市ホーム
ページまたは電話でお問い合
わせください。
問公設地方卸売市場管理課　☎543-8000

完全予約制

令和5年4月1日からの市立児童クラブ通所登録（入所）
新規・再登録申請を受け付けします

対 象

小学校等に就学している市内在住の児童で、保護者が次のいずれかに該当し、放課後の家庭保育が困難な児童
◦昼間労働することを常態としている（月15日以上かつ1日実働5時間以上）
◦妊娠中（産前8週）または出産後8週間を経過していない
◦疾病や負傷、または身体に障害を有している
◦同居の親族を常時介護している　など
※就労証明書など保育が困難であることを証明する書類が必要です。

開所日・保育時間
◦日曜日・祝休日・年末年始（12月29日〜1月3日）を除く毎日
　下校時〜18時（土曜日は8時30分〜18時、春・夏・冬休みの期間は8時〜18時）
◦18時30分または19時までの延長保育有り（土曜日除く）

保 護 者 負 担 金
児童１人あたり　登録料：10,000円（初めて登録を受ける場合）
保育料：月額10,000円　間食費：月額2,500円〜3,000円程度
延長保育料（利用者のみ）：月額1,000円（18時30分までの延長保育利用者）
延長保育料（利用者のみ）：月額2,000円（19時までの延長保育利用者）

受付期間・場所・時間
1月4日（水）〜31日（火）
児童クラブ課（土・日曜、祝日を除く平日：9時〜17時）または
各児童クラブ（土・日曜、祝日を除く平日：11時〜13時／土曜：9時〜13時）へ。

注 意
※ 支所および郵送では受け付けできません。ただし、大津市に転入予定の方で、上記受付場所・時間に申請

が難しい場合は、児童クラブ課まで電話でお問い合わせください。
※受付期間を過ぎると、5月1日以降の登録になります。
※入所案内・通所登録申請書・就労証明書は同課や各児童クラブにあります。

★民間児童クラブのご案内
　市内には民間児童クラブが28施設あり、英語教育や宿題サポート、日替わりの豊かな体験プロジェクトの実施、
バスによる送迎支援など、特色ある保育サービスを実施しています。民間児童クラブの入所や継続の手続きは、各施
設へ直接お問い合わせください。

問児童クラブ課　☎528-2776

問大津っ子まつり実行委員会（生涯学習課内）　☎528-2635 問観光振興課　☎528-2756

時5月21日（日）
場皇子が丘公園一帯
申12月1日（木）〜14日（水）17時
必着で申込書、誓約書（生涯学習
課にあります。市ホームページか
らダウンロードも可）に必要事項
を記入し、団体名簿（初めて申し込む団体は団体の概要がわか
る資料を添付、また事前に連絡ください。）を添えて、郵送また
は持参で同課へ
※申込多数の場合は抽選となります。
※ 詳しくは市ホームページの参加団体募集要項を
　ご覧ください。

　現地でしか味わえない熱い戦いをぜひご観覧ください。
時12月11日（日）
　開　　場：9時30分
　試合開始：10時
　終了予定：18時30分
場近江勧学館、よいこのもり保育園、
滋賀市民センター、圓満院
※ いずれの会場でも観覧可。席はゆず

りあってご観覧ください。
￥無料
※ 詳しくはおおつ光ルくん杯実行委員会事務局
　（大津あきのた会内）☎090-7768-8808へ。

第39回大津っ子まつり実行委員会の
参加団体を募集

第9回おおつ光ルくん杯
百人一首競技かるた団体戦開催

問消防局予防課　☎525-9902

灯油用ポリ容器の取り扱いに注意！
　本格的な暖房シーズンを迎え、灯油を取り扱う機
会が増えます。灯油用ポリ容器の取り扱いに注意し
ましょう。
◦火気には近づけない。
◦容器には、灯油以外は入れない。
◦容器本体およびキャップ等に破損や

劣化があるものは使用しない。
◦容器は密栓し、直射日光の当たらな

い換気の良い場所で貯蔵する。
◦暖房器具に給油する場合は必ず消火してから行う。
◦燃料カートリッジの蓋は閉まっていることを確認する。

インターネットを通じた申請など様々な機能をご利用いただけます。
大津市LINE公式アカウントをご利用ください
くらしに関する情報を発信中！
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問問い合わせ先　時日時　対対象　場場所・会場　　￥料金　Ｆファックス
申申込方法　　　定定員　内内容　Ｈホームページ　☎電話　 Ｅメールアドレス

　子どもの発達について知ったり、子どもとあそぶ楽しさを経験しませんか。
対令和3年10月〜令和4年1月に生まれた子どもとその保護者
申12月7日（水）〜14日（水）に電話で各申し込み先へ（受け付けは9時〜16時30分）
※全日程に参加できる人を優先します。申込多数の場合は抽選します。

　滋賀の食材で
“簡単おせち料
理”を作ってみ
ませんか。
時12月27日（火）10時30分〜14時
　（受け付けは10時15分から）
場平野コミュニティセンター
内調理実習、試食、講話
対市内在住の小学生とその保護者
　（子ども2人まで参加可）
定4組（申込多数の場合は抽選）
￥1人500円（保険料含む）
申12月9日（金）までにメール（題名
に「食育教室」参加希望、本文に参
加者氏名（ふりがな）、年齢、郵便番
号、住所、電話番号、食物アレルギー
有無を書いて）で衛生課へ
※ 結果は当選者の方のみ12月16日
（金）までにお知らせします。
問衛生課　☎511-9203
　 otsu1441@city.otsu.lg.jp

時1月12日〜３月
23日の毎週木曜
日14時30分〜15
時30分（全10回、
祝日を除く）
場スポーツクラブ
　コジャック
　（本堅田5-11-21）
内準備運動（ストレッチ）、有酸素運
動、筋力トレーニング、歩行練習
対65歳以上の市民
※ 医師から運動制限されている方は

要相談。
定20人（申込多数の場合は抽選）
￥無料
申12月6日（火）12時〜1月5日（木）
に電話でスポーツクラブコジャック
☎573-7373（9時30分〜20時30
分、日曜は9時30分〜18時30分。月
曜日休業、年末・年始は12月29日
〜1月4日休館）へ
問長寿政策課　☎528-2741

時1月28日（土）9時〜12時
場皇子が丘公園体育館
内リオデジャネ
イロオリンピッ
ク出場の数野健
太選手にバドミ
ントンを学ぼう
対市内在住の
小学4〜6年生
定50人
￥無料
申1月6日（金）までに、はがきまたは
メール（住所、氏名（ふりがな）、性
別、生年月日、学年、保護者氏名と
電話番号（緊急）、バドミ
ントン経験の有無を書い
て）で大津市スポーツ少
年団へ
問〒520-0805　石場10-53
　大津市スポーツ少年団　☎528-2914
　 otsu-suposyo@top.ts-info.net

　安全で安心な生鮮食料品等の対面
販売を通して、市民のみなさんに市
場の役割を知ってもらうことを目的
に、朝市を約3年ぶりに開催します。
時12月24日（土）9時〜11時
内生鮮食料品等の販売
※ 詳しくは市公設地方

卸売市場協会
　☎543-8029へ。
問公設地方卸売市場管理課
　☎543-8000

時12月14日（水）10時〜11時30分
場明日都浜大津4階ふれあいプラザ
対市内在住で認知症の家族を介護す
る男性
※状況により人数の制限があります。
￥無料
問申開催日の2日前までに電話また
はメールで長寿政策課☎528-2741

otsu1437@city.otsu.lg.jpへ

男性介護者のつどい男性介護者のつどい

大津市スポーツ少年団創立50周年大津市スポーツ少年団創立50周年
記念事業記念事業

『オリンピアンと一緒に『オリンピアンと一緒に
バドミントンをやってみよう』バドミントンをやってみよう』

手作りおせちに挑戦！手作りおせちに挑戦！
〜�滋賀の食材で簡単おせち料理を〜�滋賀の食材で簡単おせち料理を
作ろう〜作ろう〜

育ち合い広場“ゆめそだち”育ち合い広場“ゆめそだち”

市場の一般開放「市場の朝市」市場の一般開放「市場の朝市」

介護予防フィットネス事業介護予防フィットネス事業

会　　場 日　　時 定　員 申し込み先

つどいの広場
「にじっこ」

（木戸市民センター）

1月24日〜2月28日の毎週火曜日
10時30分〜11時30分

（全6回）
5組程度

堅田すこやか相談所
☎574-0294

和邇すこやか相談所
☎594-8023

つどいの広場
「ありんこ」

（風の子保育園内）

1月24日〜2月28日の毎週火曜日
10時〜11時

（全6回）
5組

比叡すこやか相談所
☎578-8294

子育て総合支援センター
☎528-2525

子育て総合支援センター
「ゆめっこ」

1月25日〜3月1日の毎週水曜日
11時〜12時

（全6回）

10組程度
（2グループに
分かれます）

子育て総合支援センター
☎528-2525

つどいの広場
「きらきらひろば」
（アル・プラザ瀬田内）

1月26日〜3月9日の毎週木曜日
※2月23日（祝）を除く。（全6回）

①10時30分〜11時30分
②13時30分〜14時30分

各5組

南すこやか相談所
☎534-0294

瀬田すこやか相談所
☎545-0294

つどいの広場
「てくてく」

（保育の家しょうなん内）

1月6日〜2月10日の毎週金曜日
10時15分〜11時15分

（全6回）
5組程度

南すこやか相談所
☎534-0294

子育て総合支援センター
☎528-2525

問子育て総合支援センターゆめっこ　☎528-2525



みんなで楽しく！リトミック♪
クリスマスパーティー
時12月2日（金）11時30分～
対生後3カ月～未就学児
内親子で絵本やピア
ノに合わせてリト
ミックや知育活動を
楽しみます
￥1,000円
定20組（要申込）
こころのほっと相談会
時12月17日（土）13時30分～16時
30分
内臨床心理士に家庭や仕事の悩み事
などを相談できます
￥無料
申滋賀県臨床心理士会ホームページ
（Ｈhttps://www.ssccp.jp）へ
家族コミュニケーション
（ヘアーカット講座）
時12月17日（土）10時～11時30分
定15人（要申込）
内介護・看護中の家族を自宅でヘア
カットするための講座
￥2,000円（材料費含む）
未来をつくるRキッズ連続講座
時第1回12月26日（月）10時～11 
時30分（2月まで全7回連続講座）
対小学3～6年生
定20人（要申込）
￥1,000円（初回のみ）
内プラスチックごみについて、大学生
やお店、オンラインで海
外から学び、できること
を考えてイベント会場で
発信します

子ども映画会
時12月24日（土）10時～、11時～
内「サンタさんは大いそがし！」（12
分）、「ねずみくんのきもち」（12分）、
「くまのおいしゃさんすてきなコン
サート」（23分）
対中学生以下の子ども
　（小学生以下は保護者同伴）
定先着50人
※受付各回開始30分前から1階の事
務所入口前で整理券配布。
￥無料

「豊かな心と生きる力をはぐくむ」
をテーマに市立幼稚園児の作品を展
示します。子どもたちの表現や、楽
しい遊びの世界をぜひご覧ください。
時12月9日（金）～11日（日）
　 ※ 9日13時～16時、
　　 10日10時～16時、
　　 11日10時～15時。
場歴史博物館　￥無料
問幼保支援課　☎528-2820

　読み書きを中心に、家庭や学校で
できる学びの支援について講演しま
す。講師は言語聴覚士の比良岡美智
代氏。
時1月31日（火）
10時～12時30分
対市民、市内の教
育・福祉・保健関
係職員
場明日都浜大津4階
　大津市ふれあいプラザ・ホール
※オンライン開催あり。
申12月1日（木）～1月20
日（金）に右記二次元コー
ドから申し込み
問子ども発達相談センター
　☎511-9330

くらしの安心カレッジ
「特殊詐欺　わたしはだまされない！
～滋賀県では被害額が1億4,146万
円です～」
時1月14日（土）14時～15時30分
場市役所別館1階大会議室
内ボランティアに
よる啓発劇および
県警防犯アドバイ
ザーから特殊詐欺
の手口と対策を学
び、被害の防止に
つなげます
定100人
￥無料
申電話またはFAX（氏名、電話番号
を書いて）で同センターへ

　幼稚園児や小・中学校の児童・生
徒の造形・美術作品を展示します。
時1月27日（金）～31日（火）
▷午前の部＝10時～13時
▷午後の部＝13時30分～16時30分
※30日（月）は休館。31日（火）は12
時まで。
場歴史博物館2階展示室
￥無料
問学校教育課　☎528-2633

特設人権相談の開設
　人権擁護委員が相談に応じます。
時▷12月6日（火）＝電話相談▷12
月20日（火）＝面接相談、13時～16
時（受け付けは15時30分まで）
場男女共同参画センター相談室
問人権・男女共同参画課
　☎528-2791
第46回「わたしと人権」作品募集
　人権を守る大津市民の会では「人
権の尊重された明るい社会」をめざ
し、人権に関する作文、詩、標語、
ポスター等の作品募集を行っていま
す。応募は12月12日（月）まで。
※市内在住・在学・在勤の方に限る。
問人権を守る大津市民の会事務局
　（生涯学習課内）　☎528-2635
企業向け人権啓発教材の貸し出し
　企業が人権問題について正しい理
解と認識を深め、明るくよりよい職
場をつくるため、企業内の人権啓発
研修会等で教材として使用できるビ
デオ・DVDの貸し出しを行ってい
ます。
問商工労働政策課　☎528-2755

時1月29日（日）10時～12時
内石山寺造営と田上山
作所の関係について滋
賀大学小笠原名誉教授
に講演いただきます
定50人
￥無料
申1月20日（金）までに電話で同館へ
問田上公民館　☎546-0001

〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎527ｰ8661　Ｆ527ｰ8662

市民活動センター（明日都浜大津1階）
市立幼稚園こども展市立幼稚園こども展 大津の子ども総合美術展大津の子ども総合美術展

講演 石山寺造営と田上山作所講演 石山寺造営と田上山作所

市民公開講座市民公開講座
「家庭でできる学びの支援」「家庭でできる学びの支援」

人権週間関連の催し人権週間関連の催し
12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間

〒520ｰ0814　本丸町6ｰ50
☎527ｰ0025　Ｆ525ｰ1490

生 涯 学 習 セ ン タ ー

〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎528ｰ2662　Ｆ521ｰ2193

消費生活センター（明日都浜大津4階）
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催しガイド◀防災ポータル
　サイト

「大津市防災ポータル」～知る・考える・対策する～



としょかん人形劇公演2022
人形劇団京芸～まんてんげきじょう～
時12月11日（日）14時～14時50分
内「ぶんぶくちゃがま」「ねずみのおん
がくかい」
対市内在住の3歳以上小学生以下の
幼児・児童（保護者の同伴は1人まで）
定先着60人
※入場券は当日13時30分から3階
エレベータ前で配布。
※申込書と利用者カードが別途必要。
クリスマスちょこっと工作会
時12月18日（日）14時30分～14時50分
内おりがみでクリスマ
スツリーを作ります
対幼児・児童とその保
護者
定先着20人
①としょかんおはなし会ミニミニ
時12月4日（日）14時30分～
②ちょこっとおはなし会
時12月13日（火）13時40分～
③ととけっこおはなし会
時12月9日（金）・25日（日）11時～
④まめまめわらべうたの会
時12月17日（土）11時～
内①②絵本の読み聞かせなど
　③手あそびや絵本の読み聞かせ
　④わらべうたあそび
対①②幼児・児童とその保護者
　③④乳幼児とその保護者
定①～④先着20人
⑤シネマサロン
時12月14日（水）・24日（土）14時～
内「アニーよ銃をとれ」（洋画ミュー
ジカル/107分）
⑥子ども映画会
時12月17日（土）14時～
内「サンタカンパニー～クリスマスの
秘密」（アニメ/65分）
対幼児・児童とその保護者
定⑤⑥先着60人（予約制）
申⑤⑥12月1日（木）10時から電話
または直接同館へ
￥いずれも無料

おはなし会「たーたか」
時12月10日（土）・24（土）11時～11
時30分
内絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝
居など
対乳幼児・児童
おはなし会「コロボックル」
時12月11日（日）11時～11時30分
内ストーリーテリングや、絵本の読
み聞かせ、手遊びなど
※おはなしの会「コロボックル」で
は会員（経験不問）を募集中です。
詳しくは同館へ。

小さな映画会
時12月20日（火）14時～15時55分
内「散り椿」（邦画・115分）
定先着380人
見聞（ミッキー）シネマ
時12月23日（金）14時～15時25分
内「忍たま乱太郎　せれくしょん～予
算会議と委員会対抗との段～」（アニ
メ・82分）
定先着380人
￥いずれも無料

①こどもえいがかい
時12月10日（土）14時～
内「グランピーキャットの最低で最高
のクリスマス」
②シネマクラブ
時12月11日（日）13時30分～
内「あなた、そこにいてくれますか」
③名画の窓
時12月18日（日）13時30分～
内「クリスマスキャロル」
定①～③先着各30人
申①～③12月1日（木）から直接同館へ
④おはなしかいケロケロ
時12月4日（日）11時～11時20分
⑤ぴよぴよおはなしかい
時12月24日（土）10時30分～
⑥おはなしかい
時12月24日（土）11時～
内④⑥おはなしと絵本の読み聞かせ
　⑤絵本と手遊び、ふれあいあそびなど
対④⑥幼児・児童とその保護者
　⑤0歳～3歳とその保護者
定④～⑥各15組
￥いずれも無料

盆栽教室
時1月14日（土）
　13時30分～16時
内植木と鉢の合わせ
方、2回目の針金掛け
定20人
￥700円
申12月1日（木）から電話または直接
同センターへ

お正月のフラワーアレンジメント
時12月27日（火）10時30分～12時
内お正月に飾る、華やかなフラワー
アレンジメントを作ります
定先着20人
￥2,900円（材料費含む）
お正月遊びコーナー
時1月1日（祝）～3日（火）
内羽子板や福笑いなどの懐かしいお
正月遊び体験所や、休憩所として多
目的ホール「桃山」を開放します
生け花「花と心の教室」
時1月8日（日）10時～12時
内公園の植物を使い生け花をします
定先着20人
￥3,000円（材料費含む）

おはなし会　ぎゅっ
時12月14日（水）11時～11時30分
内絵本の読み聞かせなど
対0～3歳とその保護者　￥無料

時12月9日（金）▷仰木小学校＝12時
45分～13時30分▷伊香立小学校＝
14時～14時45分
※本は2週間借りられます。

移動図書館「さざなみ号」
季節巡回のお知らせ

★貸出期間
　令和5年4月1日～令和6年3月
31日（期間の更新は3回まで）

★区画
　7㎡～18㎡

★利用料
　790円（1㎡あたりの年間料金）

★申し込み
　12月15日（木）までに直接同セ
ンターへ（申込多数の場合は抽選）

市民花園の利用者募集

〒520ｰ2153　一里山三丁目16ｰ1
☎・Ｆ543ｰ1871

緑 の ふ れ あ い セ ン タ ー

〒520ｰ0022　柳が崎5ｰ35
☎511ｰ4187　Ｆ511ｰ3228

び わ 湖 大 津 館

〒520ｰ0243　堅田二丁目1ｰ11
☎574ｰ0145　Ｆ574ｰ0148

北 図 書 館（北部地域文化センター内）
〒520ｰ0047　浜大津二丁目1ｰ3
☎526ｰ4600　Ｆ522ｰ9877

市 立 図 書 館

〒520ｰ0528　和邇高城25
☎594ｰ2050　Ｆ594ｰ4660

和 邇 図 書 館

〒520-0865　南郷一丁目12-13
☎533ｰ0292

図書館南郷分館（南郷市民センター内）

広報 おおつ
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催しガイド 問問い合わせ先 時日時 対対象 場場所・会場　　￥料金 Ｆファックス
申申込方法　　　定定員 内内容 Ｈホームページ　☎電話 Ｅメールアドレス



衣類のサイズ・デザイン変更修繕
時1月7日（土）9時30分〜15時30分
内洋服のサイズ直しや着物のリメイ
ク方法などをアドバイスします
帯地で作るミニトートバッグ
時1月13日（金）
　9時30分〜
　15時30分
内帯地を使って小
さめのトートバッ
グを作ります
定いずれも先着15人
￥いずれも500円
申いずれも12月6日（火）
9時から直接または電話
で同センターへ

歴史講座「信長公記」を片手に
信長と歩く近江の戦国
時1月18日・25日、2月8日・15日
の水曜日13時30分〜15時30分（全
4回）
定先着45人
￥3,000円（教材費含む）
※受講料（教材費含む）は、開講初

日にお持ちください。
申12月8日（木）8時40分〜1月13日

（金）に電話またはF A X
（講座名、氏名（ふりが
な）、電話番号を書いて）
で同センターへ。市勤労
者互助会ホームページからも申し込
み可

内仏像や仏画の彩色表現を紹介
￥一　般330円、
　高大生240円、
　小中生160円
※詳しくは同館ホーム

ページへ。

12月のプラネタリウム投影

内各回とも星座解説あり（主に季節
の星座）①特別番組「忍たま乱太郎
の宇宙大冒険withコズミックフロ
ント☆NEXTやっぱり地球は回って
いた！の段」②特別番組「オーロラ
を見た恐竜たち」③オリジナル番
組・天文話題「火星接近〜地球に近
い惑星〜」・星座物語「空飛ぶ金

きん

毛
もう

の
羊」④満天の星空in大津（15分間の
無料投影。大津の午後9時頃の星空
の解説、申し込み不要）
定各80人
￥①〜③一般400円、小中高生200
円。当日9時30分から券売機で販売
④無料
星空観望会「散開星団『すばる』を見よう」
時12月17日（土）18時30分〜20時
内プラネタリウムと屋外で望遠鏡を
用いての星空観望
対小学生以上（小学生は保護者同伴。
幼児は参加不可）
定60人（申込多数の場合は抽選）
￥大人400円、小中高生200円
申12月6日（火）9時〜17時に電話で
同館へ
※詳しくは同館ホームページへ。

第28回大津はつらつ寄席　上方落語
まいどぉ！三風、三扇、喬介、小鯛、呂翔
　落語男子が湖都に来るヨ‼
笑門来福‼
時2月11日（祝）
　14時開演
￥指定席2,500円
※同館、石山駅・

堅田駅前観光案
内所でチケット好評販売中。

人工登はん壁の利用講習会と
体験教室
時12月11日（日）
　①利用講習会10時〜15時
　②登はん体験13時〜15時
対①18歳以上②小学生以上
￥①2,500円②大人1,500円、
　高校生1,000円、小中学生800円
申12月3日（土）17時までに同村へ
焼杉細工を体験してみませんか
時12月18日（日）9時30分〜11時30
分、13時〜15時
内キーラック、ペン立て等の作成
対市民（未成年者は保護者同伴）
￥大人200円、小中高生100円
　（材料費が別に必要）
申当日現地にて随時受け付け
地球に接近する火星を見てみよう
時12月24日（土）19時〜（18時〜
星座の勉強会）
対市民（未成年者
は保護者同伴）
定先着20人
￥大人200円、
　小中高生100円
申前日17時までに同村へ

環境セミナー「地球温暖化NOW！」
〜未来を拓く脱炭素社会を目指して〜
　東京大学未来ビジョン研究センター
教授 高村ゆかり氏を招き、IPCC第
6次報告書など最新の科学的知見や
地球温暖化を取り巻く状況や動向な
どを学び、今私たちに求められる役
割や行動についてみんなで考えます。
時12月24日（土）14時〜16時10分
場明日都浜大津ふれあいプラザ大会
議室またはオンライン参加
定会場40人、オンライン100人
　（申込多数の場合は抽選）
￥無料
申12月13日（火）までに電話または
メール（「地球温暖化NOW」参加希
望、参加方法（オンライン、会場）、
郵便番号、住所、電話番号、氏名、
ふりがなを書いて）で同センターへ
※オンライン参加の方はメールでの

み受け付け。

11時 14時 15時30分
3日（土）
10日（土） ― ① ③
4日（日）
11日（日） ② ① ③
7日（水）
14日（水）
21日（水）

― ② ―

17日（土） ④ ① ③
24日（土）
25日（日）
27日（火）
28日（水）

① ② ①

「仏教美術にみる彩色」「仏教美術にみる彩色」
12月6日（火）～1月15日（日）

ミニ企画展

３R（リデュース・リユース・リサイクル）教室

〒520ｰ0037　御陵町2ｰ2
☎521ｰ2100　Ｆ521ｰ2666

歴 史 博 物 館

〒520ｰ0814　本丸町6ｰ50
☎522ｰ1907　Ｆ522ｰ2297

科�� 学�� 館（生涯学習センター内）

〒520ｰ0036　園城寺町246ｰ24
☎527ｰ5236　Ｆ523ｰ1953

伝 統 芸 能 会 館

〒520ｰ0501　北小松1769ｰ3
☎596ｰ0710　Ｆ596ｰ0730

比 良 げ ん き 村

〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎526ｰ7545

info@otsu.ondanka.net

大津市地球温暖化防止活動推進センター
（明日都浜大津4階）

〒520ｰ0514　木戸29ｰ3
☎592ｰ2701

リサイクルセンター木戸

〒520ｰ0806　打出浜1ｰ6
☎522ｰ7474　Ｆ523ｰ3494

勤 労 福 祉 セ ン タ ー

催しガイド
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イタリアのクリスマスを楽しもう
　フィレンツェ
出身の講師から
イタリアのクリ
スマスや文化、
生活習慣等につ
いて話を聞き、イタリアで人気のゲー
ムを体験します。
時12月15日（木）10時〜11時30分
定先着15人
￥800円
申12月2日（金）10時から
8日（木）13時までにホーム
ページまたは同協会へ
※必ず参加者本人が申し込んでくだ

さい。本人以外の方による申し込
みや電話での受け付けは不可。
外国人無料個別相談
時12月14日（水）17時30分〜19時
30分（前日13時までに要予約・国籍
関係なく申込可）
内外国人に関する相談に行政書士が
応対します。対面またはオンライン

（Zoom）で相談できます

手作りマルシェ
　手作り作家が集まるマルシェをお
楽しみください。
時12月10日（土）・11日（日）10時〜16時
※荒天中止。

　冬の葛川で、スキー、そり遊びな
どの雪遊びを家族で楽しみます。
時1月28日（土）9時30分〜15時
内スノーシュー、スキー、そりなど
の雪遊び、空き缶炊飯など
対市内在住の小・中学生を含む家族
定15家族50人程度
￥500円（3歳未満無料）
申12月27日（火）17時（必着）までに
電子申請または封書（郵便番号、住
所、昼間連絡がとれる電話番号、参
加希望者の氏名、年齢を書いて）で
同自然の家「ファミリーウインター
キャンプ」係へ
※応募用紙は当施設ホー

ムページからダウン
ロードも可。

※申込多数の場合は抽選。当選者の発表
は郵送をもってかえさせていただきます。

卓球教室（第4期）
時1月13日（金）〜
　3月24日（金）9時〜
　12時（毎月2回）
対20歳以上の人
定先着20人
￥1回500円（保険料含む）
※詳しくは電話で同体育館へ。
申12月6日（火）9時から電話で同体
育館へ

一般利用プールプログラム

￥①〜③各1回800円
　④、②＋③セット1回900円
　⑤1カ月4回7,700円
※曜日固定。
申①〜④参加日当日に直接同館へ

（料金は参加当日に徴収）
⑤参加希望月の前月1日
から直接同館へ
※詳しくは同プールホー

ムページへ。

①世界選手権コーチに学ぶ卓球教室
時1月〜3月▷初級＝木曜日9時30分
〜10時50分▷中級＝木曜日11時〜
12時20分（全9回）
②元日本代表から学ぶバド教室
時1月〜3月の水曜日10時〜12時

（全10回）
￥①9,000円②15,000円
申①②12月6日（火）から電話で同館へ
※詳しくは当館ホームページへ。

時12月18日（日）10時～12時頃
場THE CALENDAR（大津駅2階）
内いま人気の複数の花や葉などを
長くつないだSWAG（スワッグ）を
自分好みに作るワークショップ
対小学生以上（小学生は保護者同伴）　 定5～30人
￥4,300円（ランチ＆ドリンク代など含む）
※詳しくは大津駅観光案内所SNSまたはホーム
ページへ。

申問電話またはメール　kanko@otsu-guide.jp、LINE
（@ruz4681w）で大津駅観光案内所☎522-3830へ

時1月①17日（火）②24日（火）③31日（火）14時～16時
場①坂本市民センター　②堅田市民センター
　③大津祭曳山展示館
定各20人程度
対①坂本重点区域（坂本学区優先）
　②堅田重点区域（堅田学区優先）
　③大津百町重点区域（逢坂・中央・長等学区優先）
申問1月10日（火）までに電話またはメール（住所、氏名、電話
番号、歴まち講座上級編参加希望を書いて）で都市魅力づくり
推進課　☎528-2920　　otsu1314@city.otsu.lg.jpへ

大津市歴史的風致維持向上計画関連事業
「歴まち講座　上級編」

NEW YEAR SWAG WORK SHOP

①水中ウォーク
　月曜日　13時30分〜14時
②アクアビクス
　金曜日　13時〜13時30分
③スイムレッスン
　金曜日　13時40分〜14時10分
④アクアバラエティ
　土曜日　13時15分〜14時5分
⑤大人少人数クラス
　月・木・金曜日
　11時15分〜12時15分

〒520ｰ2153　一里山六丁目9ｰ1
☎545ｰ2811　Ｆ545ｰ3934

瀬 田 公 園 体 育 館

〒520ｰ0475　葛川坊村町243
☎599ｰ2102　Ｆ599ｰ8003

葛 川 少 年 自 然 の 家

〒520ｰ0021　二本松1ｰ2
☎511ｰ4010

高栄ホームパーク（近江神宮外苑公園）
〒520ｰ0025　皇子が丘一丁目1-1
☎525ｰ0510　Ｆ526ｰ0906

皇 子 が 丘 公 園 体 育 館

〒520-0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎525-4711　Ｈhttps://oiga.jp

国際親善協会（明日都浜大津2階）
〒520ｰ0025　皇子が丘一丁目1ｰ1

☎・Ｆ526ｰ3085

皇子が丘公園温水プール
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12月の市民相談
問市民相談室　☎528-2666（要予約）

［場所］明日都浜大津 ４階　◆公証人相談については大津公証役場で。
※の相談については、申込受付日が閉庁日の場合は、翌開庁日に振り替えます。な
お、市民相談は、変更となる場合がありますので、予約時にご確認ください。
（相談時間：25分間、原則1人参加。）マスクの着用のご協力をお願いします。

相　談　名 相　　談　　内　　容 相 談 員 相 談 日 相談時間 申 込 方 法（定員）

※法 律 相 談
相続、離婚、親権、養育費、金銭問題、
借地借家問題など

弁 護 士 第1・2・4水曜日
第1・3金 曜 日

 9時～12時
13時～16時

その週の月曜日9時から電話で
受け付け（各日先着12人）

※女性のための
法 律 相 談 女 性 弁 護 士

第1・3火 曜 日 13時～16時 相談日の前週火曜日9時から電
話で受け付け（各日先着6人）第2・4火 曜 日  9時～12時

※相続手続相談 相続準備の手続き（終活）および相続開
始後の諸手続き 司 法 書 士 第 1 木 曜 日  9時～12時 相談日の前週木曜日9時から電

話で受け付け（先着6人）

※公証人相談 遺言、任意後見等の公正証書作成手順な
ど 公 証 人 第 4 金 曜 日

13時～16時

その週の月曜日10時から電話で
受け付け（先着3人）

税 務 相 談 所得税、譲渡税、贈与税、相続税など 税 理 士 第1・3・4月曜日

相談日当日10時から電話で受
け付け（各先着6人）

身近なもめごと
相 談

ご近所トラブルなどを話し合いで円満に解
決したい時の手続き方法など 司 法 書 士 第 1 木 曜 日

（偶数月のみ）

登 記 相 談 土地・建物の登記、所有権移転の登記など 司 法 書 士 ・
土地家屋調査士 第 2 木 曜 日

行政書士相談 官公庁への手続、契約書等の書類作成など 行 政 書 士 第 2 金 曜 日
建 築 相 談 住宅の購入、新・改築、バリアフリーなど 建 築 士 第 3 木 曜 日
不 動 産 相 談 不動産売買、土地賃貸借、土地活用など 不動産鑑定士 第 4 木 曜 日

境界問題相談 土地境界に関する悩み、疑問など 認定土地家屋
調 査 士 第 4 金 曜 日

移動労働相談
問商工労働政策課　☎528-2754

求人情報の閲覧、関係機関との連絡調整、職場トラブル（不利益な条件変更、賃
金未払い、解雇など）の相談に応じます。▷1日（木）＝坂本▷7日（水）＝堅田▷15
日（木）＝瀬田▷21日（水）＝中老人福祉センター。いずれも13時30分～15時30
分。予約不要（市役所での相談は事前にご連絡を）。

行政相談委員による相談所
問滋賀行政監視行政相談センター　☎523-1100

国や独立行政法人、特殊法人などへの要望や相談に応じます。▷6日＝フォレオ大
津一里山▷13日＝木戸、堅田▷20日＝唐崎▷27日＝イオンスタイル大津京。いず
れも火曜日13時30分～15時30分。（予約不要）

男女共同参画センターの相談
パートナー、家族など自分の周りの人との関係などの
悩みを聞き、解決のための一歩を踏み出す応援をしま
す。いずれも相談時間は、1人50分までです。
問男女共同参画センター　☎528-2615

◆女性カウンセラーによる女性の悩み相談（毎月第2・4火曜日）　13日・27日、
13時～16時。定員先着3人（相談日の1カ月前から電話で受け付け）。要予約。
◆相談員による相談　▷電話相談☎527-5508＝水・木曜日10時～12時・13
時～16時（祝休日を除く）▷面接相談＝月曜日13時～16時（祝休日を除く）。定
員先着3人。要予約。

おおつっこ　ほっとダイヤル（いじめ相談）
☎0120-025-528（通話料無料、市外局番077エリアのみ）
問いじめ対策推進室　☎528-2830

おおむね18歳以下の子どものいじめなどに関する相談に「おおつっこ　そうだん
チーム（相談調査専門員）」が応じます。来所の際は、事前にお電話ください。月
～金曜日9時～17時（火曜日は20時まで。祝休日・年末年始を除く）。

人権相談
問人権・男女共同参画課　☎528-2791

人権擁護委員がいじめや体罰、暴行、虐待、差別、インターネットによる人権侵
害などの相談に応じます。▷電話相談＝6日（火）▷面接相談＝20日（火）いずれも
13時～16時（受け付けは15時30分まで）、男女共同参画センターで。

発達に関する相談
問子ども発達相談センター　☎511-9330

3歳6か月児健診後から中学校卒業までの子どもの発達に関する相談をお受けしま
す。月～金曜日9時～17時（祝休日・年末年始を除く）。要予約。

子育て相談
問子育て総合支援センターゆめっこ　☎528-2525

就学前の子育てに関する家族の関わりなど相談全般、専門機関への紹介など。毎
日9時～17時（月曜日・第4日曜日を除く。祝休日のときは翌日に振り替え）。

消費生活相談
問消費生活センター　☎528-2662

消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。月～金曜日9時～17
時、明日都浜大津4階で（祝休日・年末年始を除く）。消費者ホットライン（局番
なし「188」）で、当センターまたは滋賀県消費生活センター、国民生活センター
を案内します。

少年悩みごと相談
20歳未満の少年等（子ども）の生活・学業・交友関係
などの相談。思春期の悩みや進路変更・就職など、本
人や保護者からの相談に応じます。

◆大津少年センター　☎522-3721　面接相談・電話相談＝9時～17時（受け付
けは16時30分まで）、生涯学習センター4階で（月曜日（祝日の場合は翌平日）、
第3日曜日を除く）。
◆堅田少年センター　☎573-9000　面接相談・電話相談＝9時～17時（受け付
けは16時30分まで）、北部地域文化センター2階で（日・月曜日、祝休日を除く）。

子ども・若者総合相談窓口
問市社会福祉協議会相談専用ダイヤル　
☎526-5316

ひきこもり、ニートなど、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者
（市内在住おおむね15歳以上）やその家族からの相談に応じます。
◆電話相談　月～金曜日9時～17時（祝休日・年末年始を除く）
◆面接相談　明日都浜大津5階で。事前にお電話ください。

教育相談
不安を抱えている子どもや子育てなどで悩んでいる中
学3年生までの保護者に対し、教育相談に応じています。
問教育支援センター　☎527-5525

◆電話相談　☎525-7912・☎522-4646（日曜日、祝休日を除く9時～17時）
◆面接相談　9時～16時30分、明日都浜大津1階で。
※面接相談の際は、事前にお電話ください。

総合ふれあい相談
暮らしの中でのあらゆる心配ごとや悩みごとの相談に
応じます。
問市社会福祉協議会相談室　☎525-5250

◆地域での相談　▷木戸＝21日（水）▷堅田＝20日（火）▷坂本＝22日（木）▷逢坂
＝28日（水）▷晴嵐＝16日（金）▷南郷＝19日（月）▷アル・プラザ瀬田＝27日（火）。
時間はいずれも13時30分～15時30分。
◆面接相談　9時～17時、明日都浜大津5階で。
◆電話相談　土・日曜日、祝休日を除く9時～17時

※会場の地名のみは市民センター。12月の相談 ※会場の地名のみは市民センター。
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※各種イベント・行事等の中止、公共施設の休館等の状況については、随時ホームページなどでご確認ください。

いべんと伝言板
　市民のみなさんが参加するサークル・
団体などが市内で行う催しの情報を掲
載しています。
※各記事中の参は参加費です。
問広報課　☎528-2703 Ｆ522-8706

り　12月11日（日）10時～、明日都浜
大津で。3歳ごろ～小学生対象。定員20
人。参1,000円。要申込。石田☎090-
8192-4416
◆「剣舞・詩舞（扇舞）のつどい」流派
交流会　12月11日（日）11時30分～、
和邇文化センターで。入場無料。鉤（ま
がり）☎090-3617-5620
◆みづゑ会水彩画展　12月13日（火）～
17日（土）10時～16時30分（13日は
12時から、17日は16時まで）、生涯学
習センターで。入場無料。徳永☎090-
9616-6989
◆ガールスカウト43団　体験集会＜
ケーキをつくろう♪＞　12月17日（土）
10時～、生涯学習センターで。年中（4
歳児）～小学4年生までの女児対象（保
護者同伴）。参500円（材料費含む）。
12月10日（土）までに要申込。中村☎
080-9303-0388（20時以降）
◆らくらくクリスマスコンサート＆手
作り楽器ワークショップ　12月17日
（土）13時～16時30分、ブランチ大津
京で。参コンサート無料、ワークショッ
プ100円。竹平☎090-6209-7980
◆クリスマス集会へのご招待！！クリ
スマスを共に祝おう！！　12月18日
（日）14時～、大津キリスト集会所（一
里山一丁目）で。参加無料。古賀☎
544-2226
◆「石山バル」を3年ぶりに開催！　1月
16日（月）～18日（水）。チケットは12
月12日ごろから石山駅観光案内所、今
村たばこ店、石山らんらんサロン、バ
ル参加各店舗で販売予定。石山商店街
振興組合☎537-2140

公共機関などからのお知らせ
◆大津税務署からのお知らせ　▷令和
4年分確定申告（令和5年1月以降）か
らスマートフォンを利用した申告がさ

◆社交ダンス教室　初心者歓迎　12月
の1カ月間無料体験（1回）　毎週月曜
日13時20分～、瀬田公園体育館で。要
申込。市川☎090-1220-8195
◆晴嵐学区保育園・幼稚園に通う5歳児
作品特別展　12月1日（木）～3日（土）9
時30分～16時（3日は15時まで）、晴嵐
コミュニティセンターで。入場無料。中
村☎537-4129
◆国際ゾンタ大津ゾンタクラブ　魅力
たっぷりクリスマスチャリティバザー
　12月11日（日）13時30分～17時30
分、琵琶湖ホテルで。入場無料。横野
☎090-8484-3566
◆絵心なくても大丈夫　描くヨガとい
われているゼンタングル描こう会　12
月2日、1月6日、2月3日、3月3日の金
曜日10時～、コープぜぜで。要申込。
高木☎544-3940
◆いつまでも元気で生き生きと！！ス
トレッチ体操のお誘いです（体験無料）
　12月6日～27日の毎週火曜日14時
～、スカイプラザ浜大津で。要申込。田
村☎090-3651-1591
◆キッズダンス無料体験会　今流行の
ダンスを楽しく踊りませんか？　12月
7日・14日・21日、1月11日・18日・
25日の水曜日▷年少～年長＝15時30
分～▷小学1・2年生＝16時20分～▷
小学3・4年生＝17時10分～▷小学5・
6年生＝18時～、瀬田北市民センター
で。田中☎090-1961-4075
◆シオミのマジックショー＆星つりじ
いさん上映会！ワークショップ色々有

らに便利になります。また、国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、画面の案内に沿って金額
等を入力することにより、所得税、消
費税の申告書等の作成・e-Taxによる
送信・印刷ができます。▷年末調整に
関する来署による相談は事前予約制。
年末調整に関する各種情報については、
国税庁ホームページの年末調整特集
ページへ。大津税務署☎524-1111
◆カイゴとフクシ就職フェアinしが　
12月17日（土）13時30分～16時、滋賀
県大津合同庁舎で。入場無料。5法人以
上のブース訪問でクオカード特典あり。
滋賀県介護・福祉人材センター☎567-
3925
◆信楽・大津圏域河川整備計画に関す
る住民説明会　大戸川の整備区間に上
流区間（信楽町内）が新たに追加され
ることによる信楽・大津圏域河川整備
計画の変更についての住民説明会。12
月18日（日）15時～、滋賀県大津合同庁
舎で。参加無料。事前申込不要。滋賀
県大津土木事務所河川砂防課☎524-
2814
◆滋賀で一緒に保育しよ！保育のしご
と相談会　1月24日（火）・2月7日（火）
10時～16時、アル・プラザ堅田1階で。
相談無料。予約不要。滋賀県保育士・
保育所支援センター（一般社団法人滋
賀県保育協議会内）☎516-9090

ご寄附ありがとうございました
（10月）

　ご厚意により、市にご寄附いただい
たみなさんを紹介します。

▷物品＝あかい家のこどもクリニック
院長　浅井大介様、膳所公園石鹿地蔵
尊世話人会前代表　田中政之様

広報 おおつ
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暮らしの伝言板
大津市の人口
令和4年11月1日現在
（　）内は前年比

総人口 男 女 世帯数
344,573
（+533）

166,102
（+233）

178,471
（+300）

155,801
（+2,235）

大型ごみの戸別有料収集日程 ●収集は電話またはLINE（ライン）による予約制。予約は申込日の月を含む３カ月先までできます。
　電話による受付時間は月～金曜日8時40分～17時25分（祝休日、年末年始を除く）。収集希望日の
1週間前までに予約してください。
　なお、予約件数が上限に達した際は、ご希望に添えない場合がございます。
●収集は5点を上限とします。5点を超える際には立会いが必要となりますのでご了承ください。
　なお、手数料券には氏名を記入頂きますが、受付番号の記入でも結構です。

［12月～2月］ 問ごみコールセンター
☎528ｰ2761

地　　　　　　域 12　月 1　月 2　月
小松、木戸、和邇、小野、葛川、伊香立、
真野、真野北、堅田

7日（水）・14日（水）・21日（水）・
28日（水） 11日（水）・18日（水）・25日（水） 1日（水）・8日（水）・15日（水）・

22日（水）
仰木、仰木の里、雄琴、日吉台、坂本、
下阪本、唐崎、滋賀、山中比叡平

2日（金）・9日（金）・16日（金）・
23日（金）

5日（木）・13日（金）・20日（金）・
27日（金）

3日（金）・10日（金）・17日（金）・
27日（月）

藤尾、長等、逢坂、中央、平野、膳所 6日（火）・13日（火）・20日（火）・
27日（火）

10日（火）・17日（火）・24日（火）・
31日（火） 7日（火）・14日（火）・21日（火）

富士見、晴嵐、石山、南郷、大石、田上、
上田上、青山

5日（月）・12日（月）・19日（月）・
26日（月）

6日（金）・16日（月）・23日（月）・
30日（月）

6日（月）・13日（月）・20日（月）・
28日（火）

瀬田、瀬田南、瀬田東、瀬田北 1日（木）・8日（木）・15日（木）・
22日（木）

4日（水）・12日（木）・19日（木）・
26日（木）

2日（木）・9日（木）・16日（木）・
24日（金）
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※有料広告を掲載しています。
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年末年始●年末年始●の ご み 収 集

　搬入申請ができるのは大型ごみのみです。
　最短搬入日は５営業日（市役所開庁日）後と
なります。
［例］ 12月28日（水）に搬入希望の場合
 ➡12月21日（水）までに予約が必要

（12月28日（水）～1月3日（火）にLINEで申し込みさ
れた方の搬入日は1月11日（水）以降になります。）

LINEで搬入の申請をする場合の注意点

見て 聞いて

　各常任委員会の委員長が、常任委員会での取り組みや視察の様子
などを紹介していきます。
　びわ湖放送、12月の毎週日曜日18時15分～18時30分
　　４日：総務常任委員会　　　　11日：生活産業常任委員会
　　18日：教育厚生常任委員会　　25日：施設常任委員会

◆光ル☆おおつ「大津市議会 各常任委員長にきく」

NAKED GARDEN ONE KYOTO
比叡山坂本
NAKED GARDEN ONE KYOTO
比叡山坂本

　比叡山延暦寺の根本中堂をはじめ、
滋賀院門跡、穴太衆積みの石垣など、
歴史ある坂本の街でライトアップイベ
ントを開催。タンポポのデジタルアー
トに彩られた幻想的な世界が広がりま
す。12月4日（日）までの開催。

3㊗日
11月

12　月 １　月
注　　　意　　　事　　　項28日

（水）
29日
（木）

30日
（金）

31日
（土）

１日
（祝）

２日
（月）

３日
（火）

４日
（水）

ご み の 収 集 通  常  通  り

休み
※1月2日（月）、3日（火）が

燃やせないごみの収集日
に当たる収集地域は翌週
にまとめて収集します。

通
常
通
り

※�ごみは収集日の5時から8時30分に
お出しください。
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理
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設
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入

燃やせるごみ
通
　
常
　
通
　
り

通常通り

9
時
～
12
時

休　み
通
　
常
　
通
　
り

申12月29日
〜31日、1月
4日に搬入希
望の方は、12
月28日までに
電話でごみコ
ールセンター
へ

処理施設は
●琵琶湖疏水以南
　◦環境美化センター
●琵琶湖疏水以北・藤尾地域
　◦北部クリーンセンター

燃やせないごみ
びん
かん

ペットボトル
大型ごみ

休　　　み

処理施設は
●琵琶湖疏水以南
　◦環境美化センター
　◦大田廃棄物最終処分場
●琵琶湖疏水以北・藤尾地域
　◦北部クリーンセンター
　◦北部廃棄物最終処分場


