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後期高齢者医療に加入中のみなさんへ

「限度額適用・
標準負担額減額認定証」が
通院時にも使えるようになります

休日の救急医療は、当番制で対
応しています。受診の際には、保
険証・お薬手帳などをお忘れなく。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

2月の救急医療
―休日に具合が
悪くなったとき―

小児救急電話相談　短縮ダイヤル＃8000 1077-524-7856

こどもの救急ホームページ　http://www.kodomo-qq.jp/

●相談日時 平日・土曜日18時～翌朝8時/日曜日・祝日 9時～翌朝8時
●対象者 県内在住の15歳以下のお子さんとその家族

医療体制

第一次医療体制
（比較的軽症なとき）

長浜米原休日急患診療所
（長浜市八幡東町632  165-1525）

受付時間　08時30分～11時30分
12時30分～17時30分

子どもの場合

上記以外

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

日赤

日赤

市民

市民

日赤

市民

日赤

日赤

日赤

日赤

○ ○ ○ ○ ○

2/5
(日)

2/11
(土)

2/12
(日)

2/19
(日)

2/26
(日)

4月1日から、限度額適用・標準負担額減額認定証（以下
「減額認定証」）が入院時だけでなく、通院時にも使えるよ
うになります。減額認定証を医療機関等窓口で提示するこ
とで、ひとつの医療機関等での支払いが、所得に応じて設
定されたひと月の自己負担限度額以内になります。
●減額認定証の交付対象
後期高齢者医療に加入中の非課税世帯の方
●申請時に必要なもの
印鑑・現在お使いの被保険者証・本人確認ができる書類
＊ご本人または世帯主の方以外の申請時には委任状が必
要です。

■問 市保険課(近江庁舎)
152ー6922 5 52ー8730

4月1日から！

長浜市保健センター(長浜市八幡東町)
で開設している長浜米原休日急患診療所
は、4月1日(日)から保健センター宮司分
室(長浜市宮司町)に移転します。
3月25日(日)までは従来どおり長浜市

保健センター（長浜市八幡東町）で開所
しています。

移転先　長浜市保健センター宮司分室内
長浜市宮司町1181-2

165-1525

●診 療 日 日曜・祝日・年末年始
●受付時間 8時30分～11時30分

12時30分～17時30分
●診 療 科 内科・小児科
●持 ち 物 保険証/福祉医療券/

お薬手帳/マスク/
ナイロン袋

※感染症拡大防止のため、マスク着用に
ご協力をお願いします。

■問 平日のお問い合わせは
米原市健康づくり課　1 55－8105
移転のお問い合わせは
長浜市健康推進課　　1 65－7779

長浜米原休日急患診療所が
4月1日から移転します
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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。奇数月には身体障がい者・
知的障がい者の相談もあわせて行
います。
相談は無料で、秘密厳守。時間

はいずれも10時から12時までで、
相談時間は1時間程度です。受付は
10時から11時です。

■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
応じる「法律相談」を開設してい
ます。秘密は厳守されます。
時間はいずれも10時から12時ま

でで、相談時間は30分以内で、事
前に予約が必要です。

費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援局（山東庁舎）

1 55－8110 5 55－8130

市では、結婚相談所を毎月第2・第
4木曜日に開設しています。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。
日時s2月9日（木）・2月23日（木）

いずれも13時30分～16時
会場s近江公民館
■問 市 商工観光課（伊吹庁舎）

1 58－2227 5 58－1197

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。女性相談員が問題
解決に向けて一緒に考えます。時間
はいずれも10時から12時まで。

※前日までの予約、電話またはセン
ターでの直接相談が原則です。

※相談は無料、秘密厳守、男女を問
わず受け付けます。

■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

「相続名義人が先代のまま放置さ
れている」「パートナーに全財産を
相続させたい」「相続人の中に行方
不明者がいて遺産分割協議ができ
ない」など、相続や遺言などにつ
いて司法書士が無料で相談をお受
けします。この機会をぜひご利用
ください。
期間s2月1日(水)～2月29日(水)
会場s県内の各司法書士事務所
＊必ず事前に電話などで予約して
ください。

＊県内の司法書士名簿は滋賀県司
法書士会のウェブサイトをご覧
いただくか、下記までお問い合
わせください。

■問 滋賀県司法書士会
1 077－525－1093

心配ごと総合相談

法律相談

2月は「相続登記はお済みですか月間」
無料相談を実施

結婚相談 ２月の時間外窓口のご案内

実施日s2月2日(木)・16日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎

2月9日(木)・23日(木)
山東庁舎・米原庁舎

実施時間s19時まで延長
《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

・外国人登録に関する証明書の発行
・税に関する証明書の発行
・税金の納付
・125cc未満のバイクの登録
・米原市ナンバー(旧町ナンバー含
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

２月の税等料金・納付のお知らせ

相談日 会　場

2月09日(木)

2月16日(木)

2月23日(木)

伊吹薬草の里文化センター
（春照37）

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

2月09日(木)

3月08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）

相
談
日

2/7

2/14

2/21

2/28

3/6

3/13

3/21

3/27

(火）

(火）

(火）

(火）

(火)

(火)

(水)

(火)

会
　
場

総合
相談

身体
障がい者
相談

知的
障がい者
相談

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

○

○

ー

ー

少年に関する悩みごとは
米原市少年センターへ

不登校やいじめ、進学や仕事な
ど、青少年に関するあらゆる相
談を受け付けています。

相談専用電話1 54－5000

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

s国民健康保険税（普通徴収）第9期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第8期
s介護保険料（普通徴収） 第9期
s保育所保育料 2月分
s水道料金 2月分
（11～12月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 2月分
山東・伊吹・米原地域　
（11～12月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（10～11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２月29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
料除く）について、納付書の使用期
限までなら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

米原市成人式が１月８日、県立文
化産業交流会館で開催されました。
式の中で、大東中学校出身の本庄
礼佳さんのピアノ弾き語りが披露さ
れ、その歌声と歌詞に込められた思
いに、新成人のみなさんも聞き入っ
ていました。
動画サイトなどで彼女の楽曲が視
聴できますので、ぜひ応援してあげ
てください。
（表紙・裏表紙 写真サポーター 松居直和）

歌声にのせた、二十歳の熱い思い



「くもんの先生」を始めてみませんか？
★くもんの先生 説明会 ★ ※時間 10:30～12:00

※左のQRコードから「くもんの先生 募集」の詳細や、他の会場･日時での「くも
んの先生 説明会」のご案内をご確認できます。

問合せは 0120-834-414（受付9:30～17:30 土･日･祝日を除く）

日本公文教育研究会　彦根事務局 彦根市大東町5-12 UKAIビル2F

日　程
2/17(金)
2/27(月)
3/02(金)
3/09(金)

会　　場
日本公文教育研究会 彦根事務局
ビバシティ彦根２Ｆ 研修室
長浜文化芸術会館 練習場
日本公文教育研究会 彦根事務局

KUMONの考えや教育法、先生の仕事や教室
開設をサポートする制度などについて説明い
たします。お気軽にご参加ください。
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「りん」の入った洗剤は
使わないで！

今から30年ほど前、琵琶湖で大規模な赤潮が発生する
など、水質悪化が問題になりました。その原因のひとつ
は、当時の合成洗剤に含まれていた「りん」という物質
であったため、県では「琵琶湖の富栄養化の防止に関す
る条例」を定め、「りんを含む家庭用合成洗剤」の使
用・販売などを禁止しています。
しかし最近、「りんを含む家庭用合成洗剤」がインタ

ーネットなどで販売されているのが見受けられます。美
しい琵琶湖を次代に引き継ぐために、こういった洗剤を
使わないようご協力をお願いします。

■問 県環境政策課　1 077ー528ー3357

～美しい琵琶湖を
守ろう～

国民年金保険料の納付は１年前納がお得です!!
～口座振替・クレジットカードでの前納手続きは2月末までに～
国民年金保険料の納付を口座振替・クレジットカードで１年前納（1年分まとめて納付）や6か月前納（6か

月分まとめて納付）すると保険料が割引になります。新規に１年前納や６か月前納を希望される場合は2月末
までに手続きをしてください。
また、これまでから前納されている方は手続きの必要はありませんが、振替方法を変更する場合は手続きが

必要です。

4月分から翌年3月
分までの保険料を4
月末に振替

希望される金融機関、年金事務
所、市役所各庁舎窓口

一部納付（多段階免除）が承認
された期間は毎月納付（翌月末
振替）となります。

年金事務所、市役所各庁舎窓口

一部納付（多段階免除）が承認
された期間は利用できません。

4月分から9月分ま
での保険料を4月末
に、10月から翌3
月分までの保険料
を10月末に振替

毎月の保険料を当
月末または翌月末
に振替
＊口座振替で当月
末振替の場合は、
「早割制度」が適用

振替
方法

１年
前納

毎月
納付

手続き場所

その他特記事項

６か月
前納

1回

12回

12回

2回

3,780円

600円

0円

2,040円

3,200円

0円

1,460円

支払回
数／年 割引額/年内　　容 保険料額/年

( )は1回あたりの支払額

176,460円

178,200円
(89,100円)×2回

177,040円

178,780円
(89,390円)×2回

翌月末振替
180,240円

(15,020円)×12回

当月末振替「早割制度」
179,640円

(14,970円)×12回

翌月末振替
180,240円

(15,020円)×12回

割引額/年保険料額/年
( )は1回あたりの支払額

「口座振替」を利用した場合 「クレジットカード」を利用した場合

＊平成24年度の保険料は、2月上旬に決定します。
金額など詳しいことは、お近くの年金事務所または年金相談センターにお問い合わせください。

■問 日本年金機構彦根年金事務所　10749－23－1114

参考 平成23年度保険料額



ボウリングを通じて、新たな出会
いの場を楽しんでみませんか。
日時s3月18日(日) 9時30分～
会場s長浜スプリングレーンズ
対象s50歳以下の男女各15人
男性/湖北地域在住・女性/地域不問

参加費s男性4,000円/女性3,000円
参加費にはゲーム・貸し靴・軽
食・飲み物代が含まれます。

申込s申込用紙に参加費を添えて、
湖北地域農業センターまで。

締切s2月29日(水)
＊定員になりしだい締切

■問 湖北地域農業センター
1 62ー4143（長浜市公園町9-23）

日時s2月23日(木)・24日(金)
両日とも9時30分～
(受付は9時～)

会場s長浜市民交流センター
受講手続s申込書に受講料(5,000
円)を添えて、最寄りの消防署ま
たは分署で、本人または代理人が
直接申し込み。申込書は湖北地域
消防本部のウェブサイトからもダ
ウンロードできます。

受付期間s2月1日(水)～
平日の8時30分～17時15分
定員(100人)になりしだい締切

■問 湖北地域消防本部 予防課
1 62－5194 5 65－4450

さまざまな水鳥が集う琵琶湖の冬
景色を楽しみませんか。
月日s2月5日(日)
会場s次の会場のほか県内各所で開
催。詳細はお問い合わせください。

・犬上川河口（彦根市）8時50分
県立大学北側駐車場に集合

・湖北野鳥センター(長浜市)9時30分
湖北野鳥センター集合

持ち物s筆記用具・双眼鏡・図鑑など
対象sどなたでも

(小学生以下は保護者同伴)
■問 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会
(県自然環境保全課)
1 077ー528ー3480

がんについての認識を深める機会と
して、どなたでも無料でご参加いただ
けます。ぜひご来場ください。
日時s2月19日(日)13時30分～
会場s長浜文化芸術会館
内容▼
・講演
「知っておきたいがん検診の基礎
知識－がんで亡くなる危険を減
らすために」

・パネルディスカッション
「推奨されているがん検診

－その早期発見と治療」
・講演「知っておきたい医療保険制度」
■■申・■問 市立長浜病院がん対策推進室

1 68－2354 5 65－2730

化学肥料・化学合成農薬を原則5割
以上低減する取り組みとセットで、
地球温暖化防止や生物多様性保全に
効果の高い営農活動に取り組む場合
に支援を行います。説明会を開催し
ますので、ご都合のよい日程でお越
しください。
対象者s販売を目的として生産を行
う農業者等で、エコファーマー認
定を受けている人（受ける見込み
のある人）

日時と会場▼
①米原会場　2月24日(金)19時～　
米原庁舎2A会議室

②山東会場　2月27日(月)19時～
山東庁舎別館2AB会議室

■問 市農林振興課(伊吹庁舎)
1 58ー2228 5 58ー1719

JR坂田駅前
の月ぎめ市営駐
車場に空き区画
があります。通
勤・通学に便利な坂田駅前市営駐車
場をぜひご利用ください。
お申し込みは都市計画課まで。

利用料金▼
米原市内在住　月額3千円
市外在住　　　月額4千円

■問 市都市計画課(近江庁舎）
1 52ー6926 5 52ー8790
toshi@city.maibara.lg.jp
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弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料　 １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士 竹内　 寛 
弁護士 中村 明宏 
（滋賀弁護士会所 属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530

ボウリングDe婚活！

甲種防火管理(新規)講習会

クレジット・サラ金・過払請求 

返しても返しても、少しも減らない借金･･･ 
誰にも相談できずに悩んでいませんか？ 
勇気を出してご相談下さい。 

お　悩　み 
解決します 借金の 

あい湖司法書士事務所 
通話無料 0120-001-694 

相談無料　分割払可能　秘密厳守 大津市京町三丁目3番1号 
A&M・OTSUビル2F 
TEL 077-527-0023 
土・日・祝日、夜間の対応可（要予約） 

ひ    ど 

司法書士／飛渡 あい子・飛渡 貴之 

JR大津駅 
徒歩3分 

第19回 びわ湖一斉水鳥観察会 環境保全型農業直接支払交付金
事業説明会を開催

月ぎめ市営駐車場のご案内

市立長浜病院がんフォーラム2012
早期発見と早期治療




