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10月の時間外窓口のご案内

時間外窓口（19時まで延長）
≪実施日と場所≫
◎伊吹庁舎・近江庁舎
10月3日(木)・17日(木)

◎山東庁舎・米原庁舎
10月10日(木)・24日(木)・31日(木)

《取り扱い業務》
＊住民票･戸籍に関する証明書の発行
＊印鑑登録申請・印鑑登録証明書の発行
＊税に関する証明書の発行
＊税金の納付
＊125cc以下のバイクの登録
＊米原市ナンバー(旧町分含む)の廃車
＊臨時運行許可業務

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

10月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税（普通徴収） 第3期
s国民健康保険税（普通徴収）第5期
s介護保険料（普通徴収） 第5期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第4期
s保育所保育料 10月分
s水道料金 10月分
（7～8月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 10月分
山東・伊吹・米原地域　　
（7～8月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（6～7月汚水量を1/2したもの）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 10月31日（木）

口座名義人等に変更があった場合は
改めて手続きが必要です。

～コンビニ納付もできます～

上記の税等(後期高齢者医料保険料除く)
について、納付書の使用期限まではコン
ビニエンスストアでも納付できます。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

今月の表紙

9月に入ると、甲津
原では秋みょうが
の収穫が始まりま
す。甲津原は標高
が高く昼夜の温度
差が大きいためみょうがが美味しくな
るそうで、京都などでもその品質の良
さが高く評価されています。採れたて
のぷっくりしたみょうがは色鮮やかで
とっても美味しそうですね！
（表紙 写真サポーター 松居直和）

甲津原のみょうが

相　談 

人権・行政・心配ごとなど、市民
のみなさんの様々な相談に応じま
す。身体障がい者・知的障がい者の
相談も下記のとおり行います。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

時間s10時から12時まで
受付時間s10時から11時まで
相談時間s1時間程度
■問 市 福祉支援局(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

毎月第2木曜日に弁護士が相談に
応じます。秘密は厳守されます。
事前に予約が必要です。

時間s10時から12時まで
相談時間s30分以内
費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援局(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

家庭や地域、職場など
での悩みやパートナーか
らの暴力など、暮らしの
中の様々な悩みについてご相談くだ
さい。相談員が問題解決に向けて一
緒に考えます。相談は無料で秘密は
厳守されます。男女問わず受け付け
ます。事前に予約が必要です。

時間s10時から12時まで
■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)

1 52－6629 5 52－4539

市では、結婚相談所を毎月第2木曜
日と第4土曜日に開設しています。相
談は無料で秘密は厳守します。お気
軽にご来場ください。

会場s米原公民館
■問 市 商工観光課(伊吹庁舎)

1 58－2227 5 58－1197

心配ごと総合相談

法律相談

登記・年金・雇用・税金・相続など　困ったら一人で悩まず行政相談

行政なんでも相談所を開設します

結婚相談

相談日

10月10日(木)

11月14日(木)

会　場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

行政相談委員や専門家が相談に
応じます。
お気軽にお越しください。
日　時　10月29日（火）

13時～16時
場　所　長浜市民交流センター

ふれあいホール

・契約トラブルで困っている
・土地の名義が亡くなった親のままだが、
不都合はないか？

・財産を相続したが、税金はどれくらいかかるの？
・多重債務で困っている。どうしたらいい？
・役所への申請や届出の方法がよくわからない
・国民年金、厚生年金、遺族年金の受給方法は？

■問 滋賀行政評価事務所　行政相談課 1 077－523－1926

相談日 会　場

10月10日(木)

10月19日(土)

10月24日(木)

11月14日（木）

11月21日（木）

11月28日（木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

ルッチプラザ（長岡1050-1）

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)
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日　付

10月10日(木)

10月26日(土)

時　間

13時30分から16時まで

9時30分から12時まで
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エネルギー、リサイクル、水質・
土壌・大気浄化、環境ソリューショ
ンビジネスなどの分野から314企
業・団体が出展する国内最大級の環
境産業見本市を開催します。入場は
無料です。
日時s10月24日（木）～26日（土）
10時～17時（26日は16時まで）

会場s滋賀県立長浜ドーム
＊JR田村駅から徒歩5分
＊会場周辺には駐車場がございませ
ん。ご来場の際は、公共交通機関
またはシャトルバス（米原駅東口
発着）でご来場ください。

■問 びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会
（県モノづくり振興課内）
＊セミナーは事前申込要
1 077ー528ー3793
URL http://www.biwako-messe.com/

「福祉」や「保育」の職場に関心があ
る人や就職を希望されている人は気軽
にお越しください。参加無料です。
日時s10月31日（木）13時～16時
会場s長浜市民交流センター（長浜
市地福寺町4-36）

内容▼
●職場説明会…施設や事業所が個
別のブースで仕事内容を説明
し、相談や質問にお答えします。

●資格取得相談…福祉の資格に関
する様々な相談に応じます。

＊米原市および長浜市で求人募集
をされている介護保険サービ
ス事業所、しょうがい福祉サ
ービス事業所、保育所等を開
設している事業所が参加しま
す。

■問 市　福祉支援局（山東庁舎）
1 55ー8110 5 55ー8130

米原市出
身のピアニ
スト平居妙
子さんによ
るリサイタ
ル。今回は
シューマン
の大作を演
奏していた
だ き ま す 。
ベルホール
に響きわた
るスタイン
ウェイの音
色をお楽しみください。
日時s12月7日（土）

14時開演（13時30分開場）
会場sルッチプラザ　ベルホール310

（米原市長岡1050-1）
料金s全席自由　前売　1,000円

当日　1,500円
＊高校生以下は前売、当日とも500円
＊友の会会員は1割引
＊未就学児の方は親子室での観賞
となります。

■問 ルッチプラザ　
1 55ー4550 5 55ー4556

入選作品を展示します。みなさま
お誘い合わせの上、ぜひ鑑賞にお越
しください。ご来場をお待ちしてい
ます。
部門s絵画、彫刻・工芸、書、写真
会期s10月12日（土）～20日（日）
10時～17時(15日(火)は休館日）

会場sルッチプラザ
■問 市　生涯学習課（ルッチプラザ）

1 55ー4550 5 55ー4556

高齢者と子どもたち、子育て世代
のご両親の３世代交流できる場で
す。どなたでも参加できます。
日時s10月26日（土）10時～14時
会場s長浜市豊公園噴水周辺
内容sこま回し、折り紙、お手玉、
動物風船、絵本の読み聞かせ、わ
た菓子など

■問 米原市シルバー人材センター
1 55ー0495

子どもたちが毎日おいしく食べて
いる学校給食メニューを一緒に作っ
てみませんか。
日時s11月9日(土) 9時30分～12時30分
会場s市立東部給食センター（長岡2360番地）
料金s1人500円程度
講師s市立東部給食センター

栄養教諭 岸陽子先生
内容s学校給食メニューの調理と試
食、食育のお話

申込締切s10月23日(水)定員40人
（申込多数の場合は抽選）
申込s住所、氏名、電話番号を電話
またはファックスで下記まで。

■問 市健康づくり課（山東庁舎）
1 55ー8105 5 55ー2406

高次脳機能障がいとは、突然の事
故や脳疾患による脳損傷の後遺症の
症状で、外見からはわかりにくいも
のです。一人でも多くの方が社会復
帰できるよう講習会を開催します。
どなたでも参加できます。
日時s10月26日（土）

13時～15時45分(受付12時30分）
会場s北びわこホテルグラツィエ

（長浜市港町4-17）
内容s講演会「それぞれの自立をめざ
して～心と身体のリハビリテーショ
ン～」講師 橋本圭司氏(国立成育医
療センター・リハビリステーション
科医長、発達評価センター長)その
他、体験談発表、対談など。

■■申・■問 滋賀高次機能障害リハビリテ
ーション講習会実行委員会事務局
1 090ー6607ー0600
5 0749ー63ー1645

市内の犯罪発生件数は現在急増して
います。犯罪の増加に歯止めをかける
のはもちろん、犯罪のない地域社会の
実現のため今年度初めて開催します。
どなたでも参加できます。
日時s10月12日(土)13時30分～15時
会場s近江公民館大ホール(顔戸1513番地)
内容s寸劇、講演会、双葉中学校ブラ
スバンド部による演奏など。

■問 市　防災危機管理課(近江庁舎)
1 52ー6630 5 52ー6930

催し 「びわ湖環境ビジネス
メッセ2013」開催

おしらせ 第8回芸術展覧会
美術展開催

募集 食育料理教室学校給食メニューを作ろう！

催し 滋賀高次脳機能障害
リハビリテーション講習会

催し 平成25年「なくそう
犯罪米原市民の集い」

催し 湖北地域「福祉の職場
説明会」開催

催し シルバー子育て支援
フェスティバル開催

催し 平居妙子ピアノリサイタル
～シューマンの世界へ～

福祉の仕事を目指す
みなさんを応援！
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キャッチフレーズ「紅一点じゃ、足りない」
社会情勢は日々大きく変化してい

く近年、男女が互いの人権を尊重し
つつ責任を分かち合い、それぞれの
個性や能力を生かし、共に社会の一
員として協力し合うことがより重要
な課題となっています。
家庭で、職場で、地域でそれぞれ

の個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を築く一歩を、あなた
も踏み出してみませんか。
■問 市人権政策課（米原庁舎）

1 52ー6629 5 52ー4539

県では、琵琶湖の水草を堆肥化し、
農地で有効利用できるよう取り組ん
でいます。
配布日時s10月12日(土)9時～14時
配布場所s米原小学校と米原中学校
間の通路
※水草たい肥には、琵琶湖の貝殻、
ゴミ、石ころ、雑草の種子が入
り込んでいることがありますの
でご了承願います。

※水草堆肥を広く普及するためアンケ
ートへのご協力もお願いします。

■問 (公財)淡海環境保全財団
1 077ー569ー5301
県　琵琶湖政策課
1 077ー528ー3463

中小企業事業主のみなさんのため
に、経営面と労働面の相談および業
務改善助成金の相談に専門家がワ
ン・ストップで対応する無料の相談
窓口を設置しています。
■問 中小企業労務管理相談センター

大津市打出浜2番1号「コラボしが21」6階
滋賀県社会保険労務士会事務局内　
1 077ー526ー3760

浄化槽は微生物の働きにより、汚
水をきれいな水にするための排水処
理施設です。
浄化槽が適正に機能するために

は、設置者が適正に維持管理する必
要があり、浄化槽法により保守点
検・清掃・法定検査などが義務づけ
られています。
●法定検査の申込先
（滋賀県知事指定検査機関）
（公社）滋賀県生活環境事業協会
1 077-554-9272

●法定検査の手数料
10人槽以下　5,000円～
※浄化槽の大きさによって手数料
が異なります。詳しくは下記ウ
ェブサイトでご確認ください。
URL
http://www.pref.shiga.lg.jp/d
/haikibutsu/jokaso/hoteiken
sa.html

●浄化槽を使用しなくなった時は、
30日以内に「浄化槽廃止届」を
市に提出することが義務付けられ
ています。

■問 県循環社会推進課
1 077ー528ー3471
上下水道課（近江庁舎）
1 52ー6924 5 52ー4858

ゆっくり時間をかけよく噛んで食
事をすることは、私たちの健康にと
って大切なことです。よく噛むこと
ができる料理のレシピを募集します。
応募方法s申込用紙をダウンロード
（http://shiga-da.org/）いただ
き、ファックスで下記まで。
＊独創性があり、未発表の料理で
「材料、レシピ、調理後の写真、
料理の特徴」を応募ください。

応募締切s10月31日（木）
＊審査は11月中旬に行います。
＊優秀な作品には次の商品を進呈
します。

・1位3万円（商品券）
・2位2万円（商品券）
・3位1万円（商品券）

■問 滋賀県歯科医師会
1 077ー523ー2787

さわやか
な 秋 空 の
下、バーベ
キューを楽
しみながら
素敵な出逢
いを探して
み ま せ ん
か？
日時s10月26日（土）10時～15時
（受付9時45分）
場所sグリーンパーク山東（池下80-1）
会費s男性3,000円、女性2,500円
対象s20歳以上の独身男女
定員s男女各16人

（応募多数の場合は抽選）
申込締切s10月16日(水)17時まで
■■申・■問 市結婚相談所

（事務局　商工観光課内）
1 58ー2227 5 58ー1197

おしらせ パートナーしがの強調週間
10月13日～20日 募集 第8回「よく噛んで

健康レシピコンクール」

催し まいばらで婚活
出逢いのバーベキュー

おしらせ 琵琶湖の力で育てよう！
水草たい肥無料配布

おしらせ 「中小企業労務管理
相談センター」開設

おしらせ 10月1日は
「浄化槽の日」

5,000
広報 広 告 主  

募 集  
●掲載時期 各月1日号（前月末頃発行）
●広告規格 1枠縦45mm×横87mm 2色刷り
● 掲載料金 1号1枠15,000円
●発行部数 13,400部
●申し込み 広報秘書課　152-6627


