
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。

時間s10時から12時まで
＊前日までの予約、電話または会場
での直接相談が原則です。

■■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、秘密は厳守されます。
お気軽にご来場ください。

会場s山東公民館
■問 市 商工観光課(伊吹庁舎)

1 58－2227 5 58－1197

相　談 

心配ごと総合相談

法律相談

借金・離婚・相続・労働問題・犯罪被害…

こんなとき、まずは法テラスへ

結婚相談

７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
7月4日(木)・18日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
7月11日(木)・25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

相談日

7月11日(木)

8月08日(木)

会　場

愛らんど（春照56）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

日　付

7月11日(木)

7月27日(土)

時　間

13時30分から16時まで

9時30分から12時まで

相
談
日

7/2

7/9

7/16

7/23

8/6

8/13

8/20

8/27

(火）

(火）

(火）

(火）

(火)

(火)

(火)

(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
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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ー

ー

○

○

ー

ー

ー
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男女共同参画
「こころの悩み相談室」

京阪浜大津駅前にある日本司法支援センター（法テラス）は、国により設
立された公的な法人です。
金銭問題、離婚、相続、労働問題など法的トラブルでお困りの方、どこに

相談したらいいかわからない…そんな時、一人で悩まずどうぞお気軽にご利
用ください。解決に役立つ法制度紹介や相談窓口の情報を無料でご案内して
います。
また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相

談や必要に応じて弁護士・司法書士費用の立て替えをおこなっています。

■法テラスサポートダイヤル　1 0570-078374
■法テラス滋賀　1 0503383-5454

７月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第2期
s国民健康保険税(普通徴収) 第2期
s介護保険料(普通徴収) 第2期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第1期
s保育所保育料 7月分
s水道料金 7月分
（5～6月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 7月分
山東・伊吹・米原地域　
（5～6月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（4～5月汚水量を1/2したもの）

s下水道事業受益者負担金 7月分

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限７月31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(後期高齢者医料保険
料・下水道事業受益者負担金除く)
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

6月8日(土)か
ら始まった第
30回天の川ほ
たるまつり。
ホタルパレードやよさこい乱舞でに
ぎやかに盛り上がった後は、川面の
ほたるたちが、今年も幻想的な光を
放ち、訪れた人々を楽しませてくれ
ました。（表紙 写真サポーター 松居直和）お な や み な し

ほたる

相談日 会　場

7月11日(木)

7月18日(木)

7月25日(木)

8月08日(木)

8月17日(土)

8月22日(木)

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡）
平日に相談が困難な方はぜひご利用ください。

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
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)
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湖国滋賀の風景のすばらしさや自
然と共生した日々の暮らしの一端を
知っていただけるよう絵画展を開催
します。
応募資格s平成10年4月1日以前に
生まれた方

応募作品s滋賀県内の風景や風俗、
祭り、行事などをテーマにし、洋
画、日本画、水彩画、版画、貼り
絵、切り絵などの平面作品。
M30号（90.9×60.6ｃｍ）以上
S50号(116.7×116.7ｃｍ)以下。

応募数s1人2点以内
出品料s一般1,500円、高校生500円
受付期間s8月24日（土）県立文化産
業交流会館（米原市下多良2-137）
8月24日（土）、25日（日）しが
県民芸術創造館（草津市野路六丁
目15-11）

＊入選作品は10月から県内5会場で巡
回展示します。

＊入選作品のうち、特に優れた作品に
グランプリ1点（副賞50万円）、金
賞2点（副賞5万円）、高校生の部と
して、キラリ新鋭賞2点（副賞2万
円）などを贈呈。

■■申・■問 しが県民芸術創造館
1 077ー564ー5815
5 077ー564ー5851

山の樹木ときれいなダム湖を見に
きませんか。魚つかみや水鉄砲つく
りを楽しめるほか、猪鍋も食べられ
ますよ。参加料は無料です
日時s7月13日(土)9時30分～11時30分
場所s姉川ダム管理事務所（曲谷）
定員s30人
申込s7月5日（金）17時までに下
記まで。申込多数の場合は抽選し、
7月8日（月）に連絡します。

■■問 姉川ダム管理事務所
1 59ー0061

園芸、北近江文化、生活科学、健
康づくり、健康レクリエーションな
ど各学科で学んだ学習成果発表と、
卒業生の地域での活動についての展
示、発表を行います。ぜひご覧くだ
さい。
日時s7月23日(火)13時～15時、
7月24日(水)～25日(木)10時～15時

会場s県立文化産業交流会館　
イベントホール（作品展示）
小劇場（ステージ発表）
内容s作品展示と実演（23～24日）
花の苗・竹細工のプレゼント、苔
玉つくり、体力測定コーナー（23
～24日）、ステージ発表（25日）

■問 レイカディア大学米原校事務局
1 52ー5110

募集 催し 姉川ダム
夏のイベント

催し レイカディア大学
米原校大学祭

第18回「湖国を描く絵画展」
作品募集

７月は「企業内同和問題啓発強調月間」です
就職は生活の安定や生きがいを求めるうえで、とても重要なことであり、

その採用時や入社後に、家庭の状況や出身地などで差別することは許さ
れないことです。
しかしながら、依然として採用選考の過程において就職差別につなが

るおそれのある質問や身元調査などの不適正な事象が見受けられるな
ど、人権尊重の理念に立った取り組みの充実が一層求められています。
企業内での研修を充実・強化して、差別のない明るい職場づくりを推

進しましょう。
■問 市 商工観光課（伊吹庁舎） 1 58ー2227 5 58ー1197

＊左表の承認をする際には、前年（平成24年中）の所得な
どが基準になります。必ず所得の申告を行ってください。
所得、課税（非課税）証明書は1月1日現在の住所地ま
たは居住地の市区町村で交付されます。

＊左表の承認を受けた期間の保険料については、10年以内
であれば遡って保険料を納めることができる追納制度も
あります。

■申請手続きをする場所
市保険課、市役所各庁舎自治振興課、行政サービスセ
ンターの窓口、日本年金機構彦根年金事務所で手続きを
行ってください。

■申請手続きに必要な書類
年金手帳または基礎年金番号通知書
＊生活扶助を受けている人は福祉事務所発行の「被保護
証明書」、障害基礎年金を受けている人は「障害基礎
年金証書」が必要。

＊退職（失業）特例免除の承認には、「雇用保険被保険
者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇
用保険受給資格証」のいずれか1点が必要。

経済的な理由等で国民年金の保険料を納めるのが困難な人は、申請により保険料の納付が免除・猶予となります。
保険料を未納のままにすると年金受給に影響がありますので、該当する方は手続きをお勧めします。

国民年金保険料の免除申請について

■問 市保険課(近江庁舎) 1 52－6922
日本年金機構彦根年金事務所　 1 0749－23－1114

経済的な理由等で国民年金の保険料を納
めるのが困難なときは、申請して承認さ
れると所得に応じて（全額、4分の3、
半分、4分の1）が免除

同居している世帯主の所得にかかわら
ず、本人と配偶者の所得が一定基準以下
の人は、申請して承認されると保険料の
納付を猶予。承認期間は、原則7月から
翌年6月まで。

本人の前年所得が一定基準以下の学生
は、申請して承認されると保険料の納付
を猶予。承認期間は、原則4月から翌年
3月まで。

生活保護法の生活扶助を受けている人や
障害基礎年金1、2級で受給している方
は、届出により保険料の納付を全額免除。

申請免除

若年者

納付猶予

(20歳以上

30歳未満)

学生

納付特例

法定免除
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様々なミッションをグループでク
リアし遊びながら学べる現代版鬼ご
っこのほか、地域の人に教えてもら
いながら外遊び、昔遊び、おにぎり
つくりや自分たちでとった魚や野草
のバーベキューも楽しめる1泊2日の
プログラムです。(雨天決行)
日時s7月27日（土）、28日（日）
12時から受付、13時から開会式

集合場所s下山田公民館（長浜市下山田801）
募集対象s小学3～6年生108人
参加費s2,500円（保護者500円）
※保護者は必ず1人ご参加ください。
（土、日どちらか数時間）

申込締切s7月19日（金）17時まで
申込s申込用紙に記入し、下記まで
持参またはFAX。

■■申・■問 輝らきらジョイントミーティング事務局
一般社団法人長浜青年会議所
長浜市高田町10-1(長浜商工会議所内)

1 0749ー63ー2400
5 0749ー62ー3980
URL http://www.nagahama-jc.jp

55歳以上の県内在住者で、ハロー
ワークで求職登録をされている方を
対象に、講習会を開催します。
詳細はハローワークにあるチラシ

をご覧ください。
介護員初任者研修
日程s7月23日(火）～11月11日(月）9時～16時
会場sびわこ学院大学（東近江市布施町29）
定員s40人
申込締切s7月10日（水）必着
■■申・■問 お近くのハローワークにある
申込用紙に必要事項を記入しFAX
または郵送で下記まで。
県シルバー人材センター連合会
〒520-0054 大津市逢阪1-1-1
1 077-524-4128 5 077-527-9490

ハローワークに求職申し込みをさ
れている方を対象に、技術・技能を
身につける職業訓練を行っています。
受講料は無料です。（教科書代、作業
服代は別途必要）
●9月生
・機械加工NC技術科（定員10人）
・制御プログラム科（定員15人）
募集期間s7月30日（火）まで
選考日s8月2日（金）9時30分から　　
●10月生　
・ビル設備サービス科（定員18人）
・CAD/CAM技術科（定員15人）
・電気設備科（定員18人）
・工場管理保全科（電気保全）（定員15人）
募集期間s8月28日（水）まで
選考日s9月2日（月）9時30分から
申込s住所を管轄するハローワーク
（米原市の方は、ハローワーク長浜　
10749ー62ー2030 へお申し込
みください。）

■問 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
滋賀職業訓練支援センター（ポリテクセンター滋賀）
大津市光が丘町3-13
1 077ー537ー1179
（平日9～17時）

市では、「笑顔で希望が持てる米原
市」を目指し、地域ぐるみであいさ
つ運動に取り組んでいます。あいさ
つの大切さ、あいさつを通した家族、
友人、地域や職場の人とのつながり
などを20字程度にまとめた標語をご
応募ください。
応募資格s市内在住、在学、在勤の人
応募方法s所定の応募用紙またはA4
サイズまでの用紙に、標語、郵便
番号、住所、電話番号、氏名、年
齢（学年）をご記入のうえ下記ま
で郵送、FAXまたは持参。

応募締切s7月19日（金）必着
■■申・■問 市青少年育成市民会議事務局

（山東庁舎子育て支援課内）
1 55ー8104   5 55ー4040

～2012年児童の部最優秀賞～
「あいさつに笑顔をつけてプレゼント」

指導経験豊富なネイティブの教官
から実践に役立つ英語を学ぶことが
できます。彦根会場では、日本語を
学んでいる留学生との交流を通じて
学んだ英語を実際に使える機会があ
るのも特徴です。コースによっては、
アメリカからの留学生と付属の宿泊
施設でルームメイトとして生活しな
がら受講することも可能です。
日程s5日間コース
17月22日（月）～7月26日（金）
27月29日（月）～8月2日（金）
38月12日（月）～8月16日（金）
10日間コース
47月22日（月）～8月2日（金）
1日4時間

会場sミシガン州立大学連合日本センター
（彦根市松原町網代口1435-86）
受講料s5日間コース 40,000円、
10日間コース 72,000円(教材費込）
申込締切s各開講日2週間前
※7月1日（月）までにお申し込み
いただいた場合は、各コース割
引があります。
※栗東会場、南草津会場での講座
もあります。詳しくは下記まで。

■■申・■問 ミシガン州立大学連合日本センター
1 0749ー26ー3400 
5 0749ー24ー9356
URL http://www.jcmu.net

職種と受験資格▼
自衛官候補生・一般曹候補生
平成26年4月1日現在、18歳以上
27歳未満の人。学歴不問。

海上・航空自衛隊航空学生
平成26年4月1日現在、18歳以上
21歳未満の人。高校卒業（見込み含
む）以上の学歴。

受付期間s8月1日（木）～9月6日（金）
＊自衛官候補生の男子は随時受付中。
来春高校卒業予定者は8月1日から
受付。

■問 自衛隊滋賀地方協力本部
彦根地域事務所（彦根市旭町）
1 0749ー26ー0587

募集 公共職業訓練(6か月コース)
受講生募集

おしらせ 
逃げるな走り抜け湖北の中を
秘法「キジク」を守り抜け！
～勇者!!湖北っ子マイスターへの道～

おしらせ シニア対象「講習会」
＝受講料無料＝

募集 心の通う明るいまちづくり
「あいさつ標語」募集

募集 ミシガン州立大学連合日本センター
「夏季英語プログラム」受講生募集

募集 自衛官募集
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市民のみなさんの市の施策に対す
る評価とまちづくりへのニーズなど
を統計的に把握し、今後の市政に生
かすため「市民意調査」を実施しま
す。ご自宅に調査票が届いた方は、
ご協力をお願いします。
実施時期s7月上旬～31日（水）

調査票配布・回収
調査対象s市内在住の18歳以上2,000人
（無作為抽出のため、同一世帯内で複数の
方に調査票が届く場合があります。）
調査方法s郵送による配布・回収
※昨年の調査結果は、市公式ウェブサ
イトおよび情報プラザ（各庁舎、図
書館）でご覧いただけます。

■問 市　政策調整課（米原庁舎）
1 52－6626
5 52ー5195

7月16日（火）は、県立文化産業
交流会館の休館日のため、米原出張
窓口はお休みです。申請には、平日
の火・水・木曜日にお越しくださ
い。
大津の窓口（大津市におの浜一丁目
1-20 ピアザ淡海1階）は土・日・祝
日を除き、受付業務を行っています。
■問 県パスポートセンター

1 077－527－3323

滋賀県内の福祉施設の求人情報が
一同に集まる貴重な機会です。就職
活動中の人も、今から始める人も、
福祉の資格を持っている人も、いな
い人も、経験のない人も情報収集に
ぜひご来場ください。
日時s7月20日(土)11時30分～16時
場所s大津プリンスホテル
内容s1福祉の職場就職セミナー
（11時30分～13時）2福祉の職場
説明会（13時～16時）

参加費s無料
■■問 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター　
1 077ー567ー3925
5 077ー567ー3928

次のとおり公売を実施します。詳
細は、収納対策課に据え置きの「公
売広報」をご覧ください。
公売財産▼
1米原市入江字明神439(1,244m)、
439-1(220m)、439-2(34m)
計1,498m 田および畑
2米原市入江字丸葭134-1(1,468m)、
134－2(31m) 計1,499m 田
3米原市朝妻筑摩字直道2095(1,335m) 田
公売方法s入札方式
公売場所s市役所近江庁舎 2F会議室　
公売日時s9月24日(火)13時30分～
売却決定日s10月1日(火)11時
買受代金納付期限▼
10月1日(火)11時30分
＊公売財産の情報は、5月31日現
在のものです。

＊農地（田・畑）については、入
札参加要件として、市農業委員
会発行の「買受適格証明書」が
必要です。この証明書の発行に
は、１か月程度の日数を要し、
受付締切日があります。公売広
報を必ずご確認ください。

＊公売を中止することがあります
が、ご了承ください。

■問 市　収納対策課（近江庁舎）
1 52ー3189
5 52ー6930

おしらせ おしらせ パスポートセンター
米原出張窓口から

おしらせ 福祉の職場
総合就職フェア

おしらせ 不動産の公売を
実施します

「米原市市民意識調査」に
ご協力ください！

0陶芸de愛つくり0婚活参加者募集！

と　　き　8月18日（日）9時30分
集合場所　湖北農業会館（長浜市公園町9-23）
募集人数　50歳以下未婚の男女各18人
＊男性は湖北地域在住、女性は不問
＊定員を超えた場合は抽選。後日郵送でお知らせ
参加費用　男性5,000円、女性3,000円
＊費用は、事前または当日いただきます。
（参加確定後のキャンセルは負担金徴収）
申込方法　申込用紙を下記まで持参、郵送、メール
で下記まで。（電話申込可）
＊申込用紙は市公式ウェブサイト、
湖北地域農業センターで取得できます。

申込期間　7月8日（月）～8月2日（金）
平日8時30分～17時

■問 湖北農業会館内湖北地域農業センター　1 0749ー62ー4143
kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp
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