
土地または家屋の価格等の縦覧
縦覧の期間◆4月3日から5月31日まで（土・日・祝
日を除く、午前8時30分～午後5時15分）
縦覧の場所◆役場税務課
縦覧の方法◆土地価格等縦覧帳簿（土地の所在、
地番、地積、評価額を記載）または家屋価格等縦覧
帳簿（家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
評価額を記載）により縦覧できます。
縦覧の対象◆①納税者の方が所有する土地・家
屋の価格など…縦覧には、納税者ご本人または同
じ世帯の方の場合、印鑑および本人であることが
確認できるもの(運転免許証など）をご持参くださ
い。それ以外の方は、これとは別に納税者の方の
委任状が必要です。②上記以外の土地・家屋の価
格などが対象となる場合…納税者の方が所有す
る土地・家屋の価格等とほかの土地・家屋の価格
等を比較しようとする場合その土地・家屋の価格
等も縦覧対象となります。

固定資産課税台帳の閲覧
閲覧の期間◆4月3日から1年を通して（土・日・祝日・
年末年始を除く、午前8時30分～午後5時15分）
※納税者の方には5月に納税通知書を送付します｡同封の
課税明細書には固定資産課税台帳の記載事項と同じ内容
が記載されています。

閲覧の場所◆役場税務課
閲覧の方法◆納税者の方が所有する固定資産（土
地・家屋）について、固定資産課税台帳に記載され
た事項（土地の場合は所在、地番、地目、地積、評
価額、課税標準額など）を確認することができま
す。また、借地・借家人の方も、使用または収益の
対象となる土地・家屋の課税内容を確認すること
ができます。
閲覧の対象◆①納税者の方が所有する土地・家屋
について固定資産課税台帳に記載された事項…
閲覧には、納税者ご本人または同じ世帯の方の場
合、印鑑および本人であることが確認できるもの
(運転免許証など）をご持参ください。それ以外の
方は、これとは別に納税者の方の委任状が必要で
す。②借地・借家人の方の使用、収益の対象となる
土地・家屋について固定資産課税台帳に記載され
た事項…閲覧には、借地・借家人ご本人の場合、印
鑑および本人であることが確認できるもの（運転
免許証など）とあわせて、使用または収益の対象と
なる土地・家屋が確認できるもの（賃貸借契約書な
ど）をご持参ください。
※課税台帳の写しが必要な場合は、申し出ていただければ
発行します。（手数料:納税義務者ごとに200円）

自衛官等募集のご案内
募集種目 一般幹部候補生 予備自衛官補

応募資格 【大卒程度試験】22歳以上26歳未満の者
【院卒者試験】20歳以上28歳未満の者

【一般公募】18歳以上34歳未満の者
【技能公募】18歳以上で、保有する資格によ
り53～55歳未満の者

受付期間 5月5日（金）まで 4月7日（金）まで

試験期日
1次試験5月13日（土）・14日（日）　
2次試験6月13日（火）～16日（金）のうち1日
※海・空飛行要員のみ3次試験有

4月14日（金）から18日（火）のうち1日

待遇等
・特別職国家公務員
・約1年間の過程を経て、３尉に昇任
・初任給の月給　大卒：217,200円
　　　　　　　　大学院卒：238,300円

・非常勤の特別職国家公務員
・所定の教育訓練修了後、予備自衛官として任用
・教育訓練召集手当て日額：7,900円
　（教育訓練参加日数分支給）

平成29年度 固定資産税 価格等の縦覧および課税台帳閲覧のお知らせ

問い合わせ先 ◆ 税務課 固定資産税担当 ☎0748-52-6572

問い合わせ先 ◆ 自衛隊近江八幡地域事務所 ☎0748-33-2103

ご注意ください　　縦覧・閲覧とも、課税内容に関して電話・FAXなどによる照会、回答はできません。

詳細については下記までお問い合わせください。
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相続登記をしないで放置して
おくと、すぐに登記を含めた相続
の手続きをすることができない、
相続関係が複雑となり時間と費
用がかかってしまう等の不利益
を受けることがあります。自分の
利益を大切にし、次世代の子ど
も達のために、早めの相続登記
をお勧めします。大津地方法務
局と滋賀県司法書士会では県内
各地で無料相談会を開催してい
ます。お気軽にご相談ください。
問□滋賀県司法書士会・総合相談
センター（大津・草津会場）
☎︎ 077-527-5545

トラブルを未然に防ぐためにも

早めの相続登記を
お勧めします

電気の子メーター（証明用電
気計器）とは、貸しビルやアパー
トなどで、一括して電力会社に支
払った電気料金を各テナントな
どの電気使用量に応じて配分す
るために用いられる電気計器の
ことです。子メーターは計量法
で有効期間が定められています。
有効期限を過ぎた子メーターは
取り換える必要がありますので
最寄りの電気工事店や修理業者
にご相談ください。詳しくは近畿
経済産業局HPをご覧ください。
問□関西地区証明用電気計器対策
委員会事務局（日本電気計器検定
所関西支社内）☎︎06-6451-2355

電気の子メーターを
ご使用の皆さまへ

有効期限を確認しましょう！

4月の町長懇談日
5日（水） ・ 19日（水）

※来庁時間はあらかじめご連絡ください

〈問い合わせ先〉
企画振興課 秘書広報担当

☎ 0748-52-6550

相 談 室

とき…毎週木曜日
午前9時から正午

（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

よ ろ ず 相 談

とき…毎月第3木曜日
午前9時から正午

（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

行 政 相 談

公益財団法人おりづる会は、
不幸にして交通事故によって父
もしくは母または両親を亡くさ
れた県内在住の子ども達に対し
て、経済的援護等を行う団体で

おりづる会のご案内

夜間や休日に薬のことで困っ
たら、滋賀県薬剤師会「夜間・休
日お薬相談窓口」へご相談くだ
さい。薬剤師がお答えします。
●開設時間 / 夜間：午後9時から翌
日午前9時まで、休日：終日
問□一般社団法人 滋賀県薬剤師会
☎︎ 0748-32‐5530

夜間・休日お薬相談窓口

5月から視覚に障がいのある
方々に点字や声で情報を伝える点
訳ボランティア・音訳ボランティア
の養成講習会を開講します。それ
に先立ち、ボランティア活動の内
容や講習会のスケジュール等につ
いての説明会を開催します。●とき 
/ ①4月12日（水） 午後1時40分
から②4月13日（木） 午前10時か
ら ※同じ内容で2回開催します。
どちらかにご参加ください。●とこ
ろ / 滋賀県立視覚障害者センター

（駐車スペースが狭いため、公
共交通をご利用ください）●内容 / 

点訳とは何か、音訳とは何か、講
習会のスケジュール、受講申し込
み手続き、面接、漢字読み問題等

点訳・音訳ボランティア
養成講習会の説明会を

開催します

お 知 ら せ

3月20日（祝） なかがわ歯科 日野町松尾943-2 ☎0748-26-2668

4月29日（祝） 小川歯科医院 東近江市垣見町719 ☎0748-42-2130

休日診療の歯医者さん3月 4月

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

お 知 ら せ

2017年4月 し尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです　

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

す。高校卒業までの交通遺児に
対して、入学・進級・卒業時や在
学中の奨学金など経済援護や
夏･冬にレクリエーションをおこ
なっています。登録方法等詳しく
はお問い合わせください。
問□公益社団法人 おりづる会

（事務局 滋賀県交通戦略課内）
☎︎077-528-3682

布引斎苑休苑日 4月5日（水）

●申し込み方法 / 電話、ファックス、E
メールで①氏名②参加日の希望を
ご連絡ください。Eメールで申し込
まれる方は件名は「説明会参加」に
してください。●申し込み締め切り / 

4月7日（金）●その他 / 点訳・音訳ボ
ランティア養成講習会は説明会の
参加者のみ申し込めます。興味をお
持ちの方はぜひご参加ください。
申□問□滋賀県立視覚障害者
センター☎︎0749-22-7901
FAX 0749-22-7890
Eメール shice2@smile.ocn.ne.jp
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