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くらしのガイド 

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
4月2日(木)・16日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
4月9日(木)・23日(木)・30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

４月の税等料金・納付のお知らせ

４月の時間外窓口のご案内

s保育料　　　　　　 ４月分
s水道料金　　　　　　　 ４月分
（１～２月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料　　　　　　 ４月分
山東・伊吹・米原地域　
（１～２月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（12～１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4月30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～

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

まさみ農
園（中多良）
のイチゴ
は、農薬と
化学肥料の
使用量を基
準の半分以
下まで削減
した「環境
こだわり農産物」の承認を受けていま
す。
甘い香りが充満したビニールハウス
では、５月中旬までイチゴ狩りが楽し
めます。
社長の川部さんは「イチゴを頬張る
子どもの笑顔と直接触れあえるのが嬉
しい」と話してくれました。
（表紙　写真サポーター　松居直和）

あま～いイチゴはいかが

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s10～12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
■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。お気軽にご来場くだ
さい。

会場s伊吹薬草の里文化センター
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

4月09日(木)

5月14日(木）

会　場

ゆめホール(三吉570)

愛らんど（春照56）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

04月09日(木）

04月18日(土）

04月23日(木）

05月07日(木）

05月14日(木）

05月21日(木）
0

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)

和
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相談日

4月09日(木)

4月25日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

小学生・中学生に関する悩みごとは
「こころの教育相談」へ
発達や不登校のことなど、子ど
もの気になる行動について子ども
本人や保護者の相談に応じます。
小学校、中学校を通してお気軽に
お申し込みください。

■問 市特別支援サポートセンター
(山東庁舎　学校教育課内)
1 55－8109

若者自立に関する悩みごとは
「あおぞら」（若者自立ルーム)へ

ひきこもりやニートなどの若者
の生活や仕事への自立相談に応じ
ます。模擬面接や就労体験、ハロ
ーワーク同行の就労支援も行って
います。

相談専用電話

1 ５４－５０００
(市 人権総合センター S・Cプラザ内)
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電源立地地域対策交付金は、住民
福祉の向上や地域活性化を図る事業
を支援するために国から交付される
もので、発電用施設の設置について
周辺地域の理解促進などを目的とし
ています。
平成26年度の市への交付金は440
万円で、いぶき認定こども園の運営
に活用しました。
＊市内の発電用施設は、伊吹発電所
と小泉発電所（いずれも水力発電）
です。

■問 市 財政課（米原庁舎）
1 52－1553 5 52－4447

日時s4月11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、軽食コーナー、
福引抽選会（空くじなし）、青
果・鮮魚販売コーナーなど

■■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000

日時s4月16日（木）13時～14時
場所sきらめきステーション

1 52-8816
＊毎月第3木曜日に開催
------------------------------------------
日時s4月20日（月）
13時30分～14時30分
場所sやすらぎハウス1 52-4393
＊毎月20日に開催（日曜の場合は翌日）
------------------------------------------
対象sおおむね65歳以上の人
持物s飲み物、タオル、屋内用シューズ

春の野草を天ぷらにして食べま
す。どなたでもご参加いただけます。
日時s4月29日(水・祝)

10時～14時　
＊雨天中止(当日朝７時に決定)

場所s多和田周辺の野原
集合s当日10時までに多和田会館
へ集合（駐車場あり）

持物sお弁当（おかず少なく）、お
茶、雨具、筆記用具

■■問 近江・オオムラサキを守る会
1 54－0440（樋口）

電源立地地域対策交付金
活用事業を紹介

おしらせ おしらせ 筋力トレーニングマシン
講習会　

おしらせ きゃんせ土曜市

おしらせ 春を食べよう
観察会　
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申込不要
・無料事前申込不要

青年海外協力隊
シニア海外ボランティア　募集中！募集中！

JICAボランティア募集

技術や経験を生かし、発展途上国の人と共に生活し、相互理解
を図りながら行う海外でのボランティアです。

●応募資格
青年海外協力隊　　　　 20歳～39歳で日本国籍を有する人
シニア海外ボランティア　40歳～69歳で日本国籍を有する人

●募集期間
4月1日(水)～5月11日(月)

全国各地で「体験談＆説明会」開催！ 参加無料 予約不要 入退場自由

●日程　4月18日(土)
10時30分　シニア海外ボランティア
14時30分　青年海外協力隊

●会場　フェリエ南草津５階市民交流プラザ(ＪＲ草津駅東口徒歩２分)
■■問 独立行政法人国際協力機構　ＪＩＣＡ関西国際センター

1 078－261－0352 URL http://www.jica.go.jp

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
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