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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
9月3日(木)・17日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
9月10日(木)・24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

９月の税等料金・納付のお知らせ

９月の時間外窓口のご案内

s固定資産税　　　　　　 第3期
s国民健康保険税(普通徴収) 第4期
s介護保険料（普通徴収） 第4期
s後期高齢者医療保険料　 第3期
s保育料　　　　　　　 9月分
s水道料金　　　　　　　　 9月分
（7～8月使用量を1/2したもの）
s下水道使用料　　　　　　 9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）
s下水道受益者負担金 第2期

～納税は便利な口座振替で～

口座振替日・納期限9月30日(水)
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（後期高齢者医療保険

料・下水道事業受益者負担金を除く）
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

7月26日、運行
20周年を迎えたＳ
Ｌ北びわこ号は、煙
を吐き、汽笛を響か
せて米原駅を出発。
乗客らは、伊吹山な
ど美しい景色を車窓
から望みながら鉄道
の旅を楽しみまし
た。到着した木ノ本

駅では、運行20周年の記念セレモニ
ーが開催されました。
また、この日は、１日車掌として

坂田小学校４年生の松川凌大くんも
乗車し、乗客一人ひとりに記念の乗
車証を手渡しました。夏休みの楽し
い思い出になったね。
（表紙　写真サポーター　松居　直和）

ＳＬ北びわこ号運行20周年

人権・行政・心配ごとなど、市民
のみなさんのさまざまな相談に応じ
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～12時
受付時間s10時～11時
相談時間s1時間程度
■問 市 福祉支援課(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～12時
相談時間s30分以内
費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援課(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
の中のさまざま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。

時間s10時～12時
相談時間s１時間程度
※総合相談窓口(人権政策課)では平日8時
30分～17時15分に相談受付(申込不要)

■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２回開
設しています。相談は無料で秘密は
厳守されます。お気軽にご相談くだ
さい。

会場s近江公民館
対象s市内在住または在勤の未婚の人
■問 市 子育て支援課(山東庁舎)

1 55－8104 5 55－4040

心配ごと総合相談

相 談

法律相談 結婚相談

相談日

09月10日(木)

10月08日(木)

会　場

愛らんど（春照56）

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」

相談日 会　場

09月10日(木）

09月17日(木）

09月24日(木）

10月08日(木）

10月17日(土）

10月22日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

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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相談日

9月10日(木)

9月26日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

しっかりほめよう！
「社会のルールとマナー」
生きていく上で善悪の判断ができる

ことは、とても大切です。大人の生活
態度や考え方が子どもの成長に大きく
影響します。間違ったことは愛情をも
って本気で叱り、良いことはしっかり
ほめましょう。

■問 市教委　生涯学習課（ルッチプラザ） 1 55－8106 5 55－4556

くらしのガイド 
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日時s10月25日(日)10時～15時30分頃
受付9時30分～　※雨天決行　

場所sローザンベリー多和田
定員s20～40歳代の独身男女各12人
＊男性は市内在住または在勤（女性不問）
内容s自己紹介、バーベキュー、謎
解きクイズラリー、ティータイム
(マッチング)など

申込s9月9日(水)～10月7日(水)
に下記へ

参加費s男性5,000円、女性3,000円
■問 市　子育て支援課（山東庁舎）

1 55－8104 5 55－4040

日時s9月12日(土)11時～13時
場所s長浜地方卸売市場
内容s特売セール、福引抽選会（空
くじなし）、鮮魚販売コーナーほか

■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000

日時s10月7日(水)
9時30分～16時30分

会場sひこね燦ぱれす　
対象s中小企業で働く若手～中堅ク
ラスの人（25人程度）

内容sプロの心構え、自己管理、ビ
ジネスマナー、コミュニケーショ
ン、報連相のコツなど、職場で役
立つスキルを強化します（参加費
無料）

講師s日本接遇教育協会 土居佐和子氏
申込s9月24日(木)までに、氏名・
電話番号を下記へ

■■問 県立高等技術専門校　草津校
1 077－564－3296
5 077－565－1867

素敵な出会い
恋する0バーベキュー

おしらせ 

おしらせ きゃんせ土曜市

おしらせ 「職場の基本力」研修
受講生募集

くらしのガイド 

臨時福祉給付金の申請書を送付します
支給対象となる可能性がある人に、９月中旬に申請書を送付します。

支給対象となる人は、申請期限内に申請手続きをお願いします。

申請受付期間：９月14日(月)～平成28年２月５日(金)

なお、子育て世帯臨時特例給付金も、対象となる可能性がある人に、
６月に申請書を送付しています。申請手続きがまだお済みでない人は、
12月1日（火）までに申請してください。

■■問 臨時福祉給付金 … 市　社会福祉課（山東庁舎）
1 55－8102 5 55－8130

子育て世帯臨時特例給付金 … 市　子育て支援課（山東庁舎）
1 55－8104 5 55－4040

軽トラ朝市を開催します
生産者自慢の新鮮野菜や加工品を軽トラックの荷台に乗せて販売します。
生産者と直接会話しながら買い物が楽しめますので、ぜひお越しください。

●日時 09月12日(土) 08時30分～10時
10月10日(土) 10時30分～12時（予定）
※米原駅東口でイベントが開催されるため
開催時間や場所が異なります。

11月14日(土) 8時30分～10時
12月12日(土) 8時30分～10時

●場所 米原駅東口広場

■■問 市　農政課（伊吹庁舎）1 58－2228 5 58－1719

秋の全国交通安全運動 9月21日(月)～30日(水)
一人ひとりが交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣づけ、交通事故防止に努めましょう！

運動の基本および重点
（１）運動の基本 「子どもと高齢者の交通事故防止」
（２）運動の重点

①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
②後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

■■問 市　防災危機管理課（近江庁舎） 1 52－6630

平成28年度に使用する　滋賀県交通安全スローガンを募集！
●募集テーマ　県民みんなで交通安全をすすめる雰囲気があふれる、

滋賀県らしい特徴のあるもの
●応 募 方 法 住所、氏名、年齢、電話番号（学生の場合は学校名・

学年）をハガキ、封書またはメールに明記し下記へ
●応 募 期 間 9月18日（金）～10月30日（金）

■■問 〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号　県庁交通戦略課内
滋賀県交通対策協議会事務局 1 077－528－3682
hc0001@pref.shiga.lg.jp

訂正のお知らせとお詫び

広報まいばら８月1日号の内
容を下記のとおり訂正してお詫
びします。

３ページ写真説明文
写真②【誤】米原駅での歓送風景

【正】醒ヶ井駅での歓送風景
写真③【誤】番場での防空演習　

【正】醒井での防空演習




