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の自由通路が開通する8月から本格運用します。
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新型コロナウイルスワクチン接種について
問 市　新型コロナウイルスワクチン接種推進室
　 ☎ 53-5126 　□FAX 53-5138

5月18日時点の情報です。
内容に変更が生じる可能性がありますの
で、最新情報は、市公式ウェブサイト等
で随時お知らせします。

追加接種(4回目接種)のお知らせ
　追加接種(4回目接種)は、重症化予防を目的として、以下の対象者に対して実施されます。

①60歳以上の人
②18歳以上59歳以下で、基礎疾患を有する人、または
　その他重症化リスクが高いと医師が認める人
1回目から3回目に接種したワクチンの種類に関わらず、
ファイザー社ワクチンまたはモデルナ社ワクチンどちらでも接種できます。

3回目接種完了から5カ月を経過する時期(6月10日(金)以降)に、順次発送します。
※発送は毎週金曜日です。

事前申請方法：

基礎疾患に関しては事前にご確認ください

▼以下のいずれかの方法で追加接種(4回目)をすることができます　

下記のいずれかの方法で申請してください。申請開始は6月からです。

・市公式ウェブサイト上の『4回目接種券発行申請フォーム』から申し込み
・コールセンター(☎0120－300－487)から申し込み
・接種券発行申請書【4回目接種用】を記入し､本庁舎､山東支所または各市民自治センターに提出

基礎疾患等で医療機関に通院や入院している人が対象です。重症化リスクが高い具体的な基礎疾患
は右記QRコード(厚生労働省ウェブサイト)で確認ができます。

直接、医療機関にお問い合わせください。

接種には予約が必要です。
接種券が届いたら、接種可能な会場を予約してください。

※一般は、かかりつけ患者以外を指します。

いそクリニック
(磯1729－1)
柴田医院
(入江500)
工藤神経内科クリニック
(下多良3－36)
吉田内科クリニック
(宇賀野88－20)
水野医院
(長岡600)

市内個別接種医療機関 電話番号

52ｰ1100

52ｰ3217

52ｰ6760

52ｰ6855

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

55ｰ2133

かかりつけ患者 一　般※

インターネット予約または電話で
予約してください。
※予約方法は3ページをご覧ください。

接種開始は7月からです。

3回目接種完了から5カ月が経過した①②の人

個別接種
医療機関

市の集団
接種会場

接種を希望する場合は、接種券の事前申請を行っ
てください。接種間隔に合わせ順次発送します。

①60歳以上の人

②18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する人、または
　その他重症化リスクが高いと医師が認める人

3回目接種完了から5カ月を経過する時期に合わせて発送します。
対象者により異なりますので、確認をしてください。

米原市に転入された人は、接種券の発行申請が必要です。
申請時に必要なもの 
・ 転入前の市町村の接種券
・ これまでの接種状況が分かる予防接種済証や
　接種証明書など

ワクチン接種は基本的に住民票
所在地で受けます。
市外にお住まいの人は、実際にお住ま
いの市町村にお問い合わせください。

配慮が必要なときは
事前に相談を

・障がいや、疾患があるなどの理由で集団接種を受ける際に不安がある人は、受付時間の調整や、
　接種後の待機を別の部屋で行うなどの対応が可能ですので、事前に市へご相談ください。
・米原市保健センター、旧米原庁舎では、専用タブレットにより手話、外国語に対応できます。

米原市に転入された人へ
接種券の発行申請が必要です 米原市外にお住まいの人へ

追加接種(4回目)対象者

使用するワクチン

接種券の交付時期

詳しくは市公式
ウェブサイトを
ご確認ください▼
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会場

会場 近江診療所（ふくしあ内）
1回目

6月24日(金)　午後

接種区分

6月の実施日

注意事項

2回目

7月15日(金)　午後
会場内での検温は、脇に挟む体温計を使用します。

米原市保健センター
（ルッチプラザ内）

米原市役所
旧米原庁舎

地域包括
ケアセンターいぶき

※下記医療機関への直接のお問い合わせは
　ご遠慮ください。

武田／モデルナ社使用する
ワクチン

6月の
実施日

曜日ごとの
接種時間帯 土曜日：午後 木曜日：午後

土曜日：午前日曜日・火曜日：午前

注意事項

※新規予約枠は、原則、毎週火曜日午前8時30分に公開します。
※予約状況に応じて実施日を取りやめることがあります。
※インターネット予約手順は、接種券に同封のチラシをご覧ください。インターネット予約に不安のある人は、本庁舎、山東支所、
　各市民自治センター窓口に接種券をお持ちください。職員が予約の支援をします。

土足禁止のため、必要に応じて
スリッパ等を持参してください。

武田／モデルナ社 ファイザー社

6月11日(土)
6月16日(木)
6月25日(土)

6月18日(土)
6月12日(日)

6月21日(火)

追加接種(3回目接種)

初回接種（1・2回目接種）

対象者 2回目接種を完了した日から、5カ月以上が経過した12歳以上の人
※4回目の追加接種開始に合わせて、3回目の追加接種においても初回接種完了
　から5カ月以上に変わります。

　対象となる人には、接種券を順次送付しています。接種を希望する人は、接種券が届いたら接種可能な会場を予約
してください。
▼追加接種(3回目接種)集団接種日程

▼以下のいずれかの方法で追加接種をすることができます　

▼以下のいずれかの方法で初回接種を
　することができます

▼12歳以上の初回接種(1・2回目接種)集団接種日程

※接種には予約が必要です。接種券を手元に用意してください。

※接種には予約が必要です。
　接種券を手元に用意してください。

※下記医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

滋賀県
広域ワクチン
接種センター

自衛隊
大規模接種会場

直接、医療機関にお問い合わせください。 下記会場はウェブサイトをご覧ください▼

企業や大学等にご確認ください。

個別接種
医療機関
市の集団
接種会場

直接、医療機関にお問い合わせ
ください。
インターネット予約または
電話で予約してください。

インターネット予約または電話で
予約してください。

受付時間　8時30分～20時 (土日祝日含む)
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター  ０１２０-３００-４８７

※新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンは、前後2週間以上の間隔をあける必要があります。

今後、接種できる機会に限りがありますので、接種を希望される人は早めに
予約をしてください。

□接種券　□本人確認書類
・肩や腕がすぐ出せる服装でお越しください。　　 ・予診票に必要事項をボールペンで記入してください。
・当日に体調が悪いときは接種を控えてください。 ・接種2日前から当日のキャンセルは市に連絡をお願いします。

受付時間　24時間　  https://reserve-vac-c.jp/maibara/user/login

個別接種
医療機関
市の集団
接種会場

職域接種

追加接種(３回目接種)で使用するワクチンは年齢により異なりますのでご注意ください。
12歳～17歳➡　ファイザー社ワクチン　　18歳以上➡　武田／モデルナ社ワクチン　または　ファイザー社ワクチン

　日程中の　　　　は、ファイザー社ワクチンを使用します。

電話予約

持 ち 物
注意事項

インターネット予約

対象者 12歳以上の人　※ファイザー社ワクチンを使用します

集団接種会場の予約方法 追加接種(3、4回目)・初回接種(1、2回目)共通　＊接種券を手元に用意してください
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会場
接種区分

6月の実施日

7月の実施日

注意事項 ・会場内での検温は、脇に挟む体温計を使用します。
・食物アレルギーのアナフィラキシー既往のある人は接種することができません。

１回目
６月 ９日(木）午後
６月23日(木）午後
７月 ７日(木）午後

２回目
６月30日(木）午後
７月14日(木）午後
７月28日(木）午後

近江診療所（ふくしあ内）

新型コロナウイルスワクチン接種について
～小児（５歳から１１歳）の接種を実施しています～

5月18日時点の情報です。
内容に変更が生じる可能性がありますの
で、最新情報は、市公式ウェブサイト等
で随時お知らせします。

接種は無料
●接種日を確認し、2回とも接種可能な日を予約
　ワクチンを受ける日は、通常の生活は問題ありませんが、
　激しい運動等は控えてください。
●前後２週間以内に他の定期接種の予定がないことを確認
　新型コロナワクチン接種と他の定期接種のワクチンとの接種
　間隔は前後2週間以上の間隔をあける必要があります。
　　《例》ＭＲワクチン(年長児)、日本脳炎、二種混合など

2回目は3週間後

ワクチンの有効成分は12歳以上の1/3

ワクチン接種の注意事項

　5歳から11歳までの人を対象とした接種を実施しています。一定の接種が進んでいることから、今後、日程
を縮小することが予想されます。接種を希望される人は、事前に予約が必要です。接種券の送付時に同封して
いるワクチンの説明書の内容を十分にご確認いただき、お早めに予約をしてください。

▼5歳から11歳までの集団接種日程

・接種を受けるには保護者の同意・署名と付き添いが必要です。
・お子さまの不安や緊張を和らげるような対応にご協力をお願いします。
　今後、接種できる機会に限りがありますので、接種を希望される人は
　早めに予約をしてください。

※5歳から11歳用ファイザー社ワクチンを使用します。下記医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

保護者の皆さんへ

※新規予約枠は、原則、毎週火曜日午前8時30分に公開します。
※予約状況に応じて実施日を取りやめることがあります。
※インターネット予約手順は、接種券に同封のチラシをご覧ください。インターネット予約に不安のある人は、本庁舎、山東支所、
　各市民自治センター窓口に接種券をお持ちください。職員が予約の支援をします。

受付時間　8時30分～20時 (土日祝日含む)
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター  ０１２０-３００-４８７

※新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンは、前後2週間以上の間隔をあける必要があります。

□接種券　□予診票(事前記入)　□母子健康手帳　□お子さまの本人書類確認
・肩や腕がすぐ出せる服装でお越しください。　　 ・予診票に必要事項をボールペンで記入してください。
・当日に体調が悪いときは接種を控えてください。 ・接種2日前から当日のキャンセルは市に連絡をお願いします。

受付時間　24時間　  https://reserve-vac-c.jp/maibara/user/login

電話予約

持 ち 物
注意事項

インターネット予約

集団接種会場の予約方法 ＊接種券を手元に用意してください
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市政言 つながるコワーキングスペース
            「TETTE　WORKS」が誕生！

　米原市役所本庁舎は「つながる市役所」をコンセプトとしており、3階には、米原駅観光
案内所や市民活動スペースなど、市内外の方が交流し、つながることができる機能を備え
ています。
　この度、市民活動スペースの愛称を「TETTE　MAIBARA」(テッテマイバラ)とし、そ
の一角に県内初の市役所内コワーキングスペース「TETTE　WORKS」(テッテワークス
＊全24席)を4月28日にプレオープンしました。
　｢TETTE」の名称には、手と手のつながりや「寄ってって」という思いを込めており、
駅を行き交うビジネス関係者や庁舎を訪れる人たちの利便性を高めることで、産業面での
新たなつながりを創出し、移住・定住のきっかけになることを期待しています。
　米原駅と庁舎をつなぐ連絡通路が開通する８月には、この「TETTE　WORKS」を本格
オープンする予定です。ぜひ、人と人がつながる米原駅直結のオープンスペースをお気軽
にご利用ください。

　　米原市長　　平尾　道雄

米原市職員を募集します 問 市 総務課　 ☎ 53-51６４ 　□FAX 53-51４８

　令和4年10月1日採用および令和5年4月1日採用の職員採用試験を実施します。
　試験内容はSPIや面接等で、民間企業志望者や経験者の人も受験しやすいものです。
　市内に暮らす人たちのために働く意欲がある人の応募をお待ちしています。

令和4年10月1日採用
●試験日程　1次試験 6月26日(日)　【受付締切】6月9日(木)

職　種 採用予定人数
主な受験資格行政職

土木技術職

社会福祉士

3人程度

1人程度

1人程度

令和5年4月1日採用

昭和52年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人
昭和52年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、土木に関する専門課程を修了
した人または民間企業などで土木関係の職務経験(土木系コンサルタント業を含む)が通算
3年以上(令和4年9月30日現在)ある人
昭和52年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する人(令和4年9月30日までに
取得見込みの人を含む）

●試験日程　1次試験 9月18日(日)　【受付期間】8月1日(月)～22日(月)

主な受験資格

主な受験資格行政職 5人程度 昭和62年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人

土木技術職 1人程度
昭和57年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、土木に関する専門課程を修了
した人または民間企業などで土木関係の職務経験(土木系コンサルタント業を含む)が通算
3年以上(令和5年3月31日現在)ある人

社会福祉士 1人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する人(令和5年3月31日までに
取得見込みの人を含む）

心理判定員 1人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、公認心理師、臨床心理士のいずれかの資格を有する
人(令和5年3月31日までに取得見込みの人を含む）

保育士・
幼稚園教諭 3人程度 昭和52年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格および幼稚園教諭免許の両方を有する人

(令和5年3月31日までに取得見込みの人を含む)

学芸員
（埋蔵文化財） 1人程度

昭和57年4月2日以降に生まれた人で、次の要件を全て満たす人
・学芸員資格を有する人(令和5年3月31日までに取得見込みの人を含む)
・大学または大学院において考古学、歴史学その他これらに類する学科等の課程を修了し
　た人
・埋蔵文化財の調査についての知識および技能を有する人

保健師 1人程度 昭和57年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人(令和5年3月31日までに取得
見込みの人を含む)

行政職

土木技術職

1人程度

1人程度

平成15年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人
平成15年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人で、高等学校等において土木、建
築などに関する学科等の課程を修了した人(令和5年3月31日までに卒業見込みの人を含む）

●試験日程　1次試験 6月26日(日)　【受付締切】6月9日(木)

テ    ッ    テ               ワ    ー    ク    ス

職　種 採用予定人数 主な受験資格

職　種 採用予定人数 主な受験資格

▼伊吹山テレビ
　 5月20日号
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米原市のお財布事情米原市のお財布事情
　まちづくりを進める上で最も重要な指針である「第2次米原市総合計画」に基づき、本市の目指すべき将来像である
「ともにつながり　ともに創る　住みよさ実感　米原市」を実現していくための各種取り組みを推進しました。
　今回、令和3年度下半期に実施した主な事業と令和4年３月31日時点における予算執行状況をお知らせします。

※出納整理期間を経て5月31日に確定する令和３年度の収入・支出決算の内容は、広報まいばら12月号でお知らせします。　
※予算額は、令和2年度から繰り越した予算額を含みます。

※公営企業会計のほかに４つの特別会計（国民健康保険や介護保険など）があり、これは特定の仕事をするため一般会計と区別して経理を行う会計です。

※市民１人当たりの金額は令和4年4月
　1日現在の人口（38,048人）から算出

私たちのまち
の家計を

チェック！
令和３年度
下半期
令和３年度
下半期

令和３年度 一般会計歳入の状況

令和３年度下半期の主な実施事業

令和３年度公営企業会計

市の基金（貯金）・市債（借金）・財産の状況

令和３年度 一般会計歳出の状況

民 生 費 高齢者や障がい者の福祉、子育て支援などの経費

米原小学校区放課後児童クラブ施設整備事業（建築工事など）
介護予防生活支援事業（高齢者等住宅除雪費補助金など）

教 育 費 小中学校や生涯学習、スポーツ振興などの経費

小中学校施設維持補修工事(高圧受電設備修繕工事など）
市民体育館改修工事(アリーナ床改修など）

衛 生 費 各種検診や環境対策、ごみ処理などの経費

予防接種事業（新型コロナウイルスワクチンなど）
資源循環型社会推進事業（ごみ集積所設置整備費補助金など）

農林水産業費 農業や林業の振興、鳥獣対策などの経費

鳥獣対策マスタープラン推進事業（有害鳥獣駆除など）
まいばら子育て応援米事業

収　　　入
予算額

水道
事業

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

8億5,916万円
1億2,574万円
22億299万円
12億3,665万円

(97.2%)
(264.4%)
(100.7%)
(93.5%)

8億3,550万円
3億3,241万円
22億1,866万円
11億5,659万円

8億2,681万円
4億782万円

20億4,712万円
20億2,767万円

(93.5%)
(93.3%)
(9８．９%)
(96.3%)

7億7,316万円
3億8,057万円
20億2,466万円
19億5,293万円

下水道
事業

収入額（収入率） 予算額 支出額（執行率）
支　　　出

土 木 費 道路の建設や維持、除雪作業などの経費

除雪事業（除雪作業、凍結防止剤散布など）
道路維持管理事業（能登瀬多和田線舗装修繕工事など）

総 務 費 市の全般的な管理事務やまちづくりのための経費

山東支所整備事業（屋根防水改修工事など）
マイナンバーカード普及促進事業

消 防 費 消防や火災予防、災害対策などの経費

災害対策事業（消防防災施設器具整備事業補助金など）
消防施設整備事業（消火栓新設工事など）

商 工 費 商業や工業の振興、観光事業などの経費

PayPayポイント還元事業
冬季宿泊客観光促進事業（おトクーポン）

基金（貯金）
残高156億3,280万円
市民１人当たり41万871円

市債（借金）
残高439億1,187万円
市民１人当たり115万4,118円
一時借入金　0円

建物
233,222㎡

土地
1,883,889㎡

車両
２２２台

□問 市 財政契約課　☎53-5165　□FAX 53-5148

前年比1.２％減
前年比
1.3％増

民生費(32%)
62億378万円

予算額
249億8,569万円

支出額
192億1,840万円
（執行率76.9％）

教育費(11%)
22億1,096万円

公債費(13%)
24億3,685万円

土木費(11%)
20億9,673万円

総務費(14%)
26億2,838万円

衛生費(9%)
16億7,858万円

消防費(4%)
8億1,888万円

農林水産業費(3%)
6億2,257万円

その他(3%)
5億2,167万円

市税(29%)
62億3,506万円

予算額
249億8,569万円

収入額
215億250万円
（収入率86.1％）

地方交付税(30%)
63億7,450万円

国庫支出金(17%)
37億6,256万円

市債(5%)
10億5,784万円

繰越金(4%)
8億8,450万円

県支出金(3%)
6億4,096万円

地方消費税交付金(4%)
8億4,492万円

その他(8%)
17億216万円 市民１人当たりの税額

163,874円
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令和２年度 を公表します連結財務書類
□問 市 財政契約課　☎53-5165　□FAX 53-5148

　市役所における予算・決算に係る会計制度は、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、単式簿記によ
る現金主義会計を採用しています。
　しかし、単式簿記では把握できない資産・負債のストック情報や、減価償却等の見えにくいコストがあります。
このため、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、民間企業で採用されている複式簿記によ
る発生主義会計の制度により作成した決算書を連結財務書類として公表します。

　貸借対照表は、会計年度末における｢資産｣や｢負債｣などの残高(ストック情報)を表しています。
　表左側の｢資産｣は、庁舎や学校、道路などの固定資産や、現金預金、基金などの残高を表していて、合計で
1,198億円の資産(財産)を保有していることになります。
　表右側には、地方債(借金)など将来世代が負担する｢負債｣が770億3千万円あり、｢資産｣から｢負債｣を差し引
いた427億7万円が｢純資産｣となります。

貸借対照表 Balance Sheet

　行政コスト計算書は、民間企業でいう損益計算書に相当するものです。1年間の行政サービスのうち資産形成
につながらない、いわゆるソフト面でのサービスにかかった費用を表しています。市役所の活動は、人的サービ
スや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めています。

　移転費用は、扶助費などの社会保障給付や、補助
金、他会計繰出金が主な内容で、経常費用の約61％
を占めています。

行政コスト計算書 Profit and Loss statement

固定資産
　有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他の資産
流動資産
　現金預金
　未収金
　基金
　その他

1,120億８千万円
　９５０億１千万円
２６億７千万円
１４４億円

７７億２千万円
　４３億１千万円
５億３千万円
２８億５千万円

３千万円
資産合計 1,1９８億円

経常費用　A
　業務費用
　　人件費
　　物件費等
　　その他の業務費用
　移転費用
経常収益　Ｂ
　使用料及び手数料
　その他
臨時損失　C
臨時利益　D

３６７億５千万円
　１４４億４千万円
４５億１千万円
９２億４千万円
６億９千万円

２２３億１千万円
２６億円

　１５億２千万円
１０億８千万円

１千万円
１億円

資産の部　1,198億円
（保有している財産）

純行政コスト (A-B+C-D）　３４０億６千万円

固定負債
　地方債等
　退職手当引当金
　その他
流動負債
　翌年度償還予定地方債
　その他

７１５億３千万円
　４３２億４千万円
３８億４千万円
２４４億５千万円

５５億円
　３９億円
１６億円

負債および純資産合計 1,1９８億円

負債の部　７７０億３千万円
（将来世代が負担する金額）

純資産の部　４２７億７千万円
（現在までの世代が負担した金額）

資産
311万5千円

負債
200万3千円

純資産
111万2千円

市民1人当たりの貸借対照表
　市民1人当たりの貸借対照表は、上の貸借対照表の金額を令和3年3月31日現在の
住民基本台帳の人口38,455人で割ったものです。負債(将来世代が負担する金額)は
200万3千円、純資産(現在までの世代が負担した金額)は111万2千円です。負債の
うち地方債等の一部は、後年度の地方交付税として措置されることとなります。

市民1人当たりの純行政コスト　88万6千円
経常費用　　　　 　95万6千円
　業務費用　　 　　37万6千円
　(うち人件費：11万7千円)
　移転費用　　 　　　　58万円
経常収益　　　　　　6万8千円
臨時損失　　　　　　 　0千円
臨時利益　　　　　　　 2千円

※令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口で算出しています。



令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
児童手当の制度が一部変更になります □問 市 子育て支援課　☎53-5132　□FAX 53-5128

給付型奨学金制度の2次募集申し込みは
6月1日(水)から
□問 市 教育総務課　☎53-5151　□FAX 53-5129

令和3年度｢情報公開制度」
｢個人情報保護制度｣の運用状況

□問 市 総務課　☎53-51６４　□FAX 53-51４８

Information

特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
・児童を養育している人の前年所得が、下記表②の所得額以
　上の場合、令和4年6月分から手当が支給されません。①
　の所得額以上で②の所得額未満の場合は、児童1人当たり
　月額5,000円が支給されます。
　[例]扶養親族等の数が1人の場合
　所得額896万円以上➡手当は支給されません
　所得額660万円以上896万円未満➡月額5,000円支給
　所得額660万円未満➡支給対象年齢(0歳～中学校卒業まで)に応
　じて10,000円または15,000円を支給

・児童手当等が支給されなくなった後に所得が②の所得額を
　下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
※児童手当の①所得制限限度額の変更はありません。
※受給区分が変更になった人へは7月から順に通知を送付します。

　　　　　　　次の要件全てに該当する人
　奨学生は奨学金給付審査会に諮って決定します。
・大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。　　　　
・令和4年3月31日現在で満25歳未満である。
・市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。　
・本人および生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。
・経済的理由により学資金の支援が必要と認められる。
・保証人2人(保護者および保護者以外)をつけることができる。
・父母等の認定所得金額が、収入基準額※以下である。
　※市公式ウェブサイトで判定シミュレーションができます。
　　　　　　　6月1日(水)～30日(木)
　　　　　　　※受付期間以外での申請はできません。
　　　　　　　※申請時には作文が必要です。
　　　　　　　若干名
　　　　　　　教育総務課、山東支所、各市民自治センター、
　　　　　　　各行政サービスセンター

上記受付場所のほか、市立図書館
※市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
　詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください▶

　市では、公正で開かれた市政の推進を目指し、市政への市民
参加を促進するため、情報公開条例に基づき、情報公開制度を
実施しています。また、個人の権利利益を保護するため、個人
情報保護条例に基づき、本人の情報の開示や訂正、利用停止を
求めることができる個人情報保護制度を実施しています。

現況届の提出が原則不要になります
市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認す
るため、現況届の提出が不要となります。
※以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
　①離婚協議中で配偶者と別居している人
　②配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が市外
　　の人
　③支給要件児童の戸籍や住民票がない人
　④法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
　⑤児童と別居している人(住民票上で別世帯の場合を含む)
　⑥市からの提出案内を受け取った人
提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日ま
でに提出してください。
※１ 所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族等(里親などに委託されてい
　　 る児童や施設に入所している児童を除く)ならびに、扶養親族等でない児
　　　童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数。
※２　扶養親族等の数に応じて、1人当たり38万円(扶養親族などが70歳以上
　　　の同一生計配偶者、または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額。
※３　給与収入のみで算出しています。実際は給与所得控除や医療費控除など
　　　の控除後の所得額で所得制限を確認します。

①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
②受給者や配偶者、児童の住所が変わった(受給者と児童が市内転居し、同一世帯である場合を除く)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
⑤受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になった場合を含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚をした
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から｢父母指定者｣の指定を受けることとなった

扶養親族等の数※1
①所得制限限度額 ②所得上限限度額

０人
１人
２人
３人
４人
５人

所得額※2
(万円)
622
660
698
736
774
812

収入額の目安※3
(万円)
833.3
875.6
917.8
960.0
1002　
1040　

所得額※2
(万円)
858
896
934
972
1010
1048

収入額の目安※3
(万円)
1071
1124
1162
1200
1238
1276

右記に該当する場合、
すみやかに子育て
支援課へ届け出て
ください。

奨学金は月額30,000円

対象者は令和元年度から令和4年度入学者

給付期間は最長4年
(正規の修学期間終了まで)

■情報公開請求の状況

■個人情報開示請求の状況

実施機関

政策推進部
総　務　部
市　民　部
くらし支援部

（こども未来局除く）
くらし支援部
こども未来局
まち整備部
経済振興局
まち整備部

（経済振興局除く）
教育委員会
監査委員事務局
農業委員会
合　　　計

請求
件数
０
２
１
０

２

１

12
２
０
12
32

公　開
処　理　状　況

全　部
０
１
０
０

１

０

２
０
０
０
４

一　部
０
１
１
０

１

１

９
２
０
12
27

非公開
０
０
０
０

０

０

０
０
０
０
０

文書
不存在
０
０
０
０

０

０

１
０
０
０
1

請求
取下げ
０
０
０
０

０

０

０
０
０
０
０

実施機関

市　民　部
くらし支援部

（こども未来局除く）
くらし支援部
こども未来局
教育委員会
合　　　計

請求
件数
１
１

２
１
５

公　開
処　理　状　況

全　部
０
０

０
０
０

部　分
１
０

１
１
３

不開示
０
０

０
０
０

文書
不存在
０
０

０
０
０

請求
取下げ
０
１

１
０
２

※個人情報に係る訂正および利用停止の請求はありませんでした。

対　　　象

受 付 期 間

募 集 人 員
受 付 場 所

申請書配布場所
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国保世帯に子育て世帯応援金を支給します

Information

　国では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、今年度から国保税(料)のうち未就学児に係る均等割の軽
減措置が導入されます。本市では子育て世帯の更なる支援を目的として、国保加入の18歳以下の被保険者に係
る均等割を実質ゼロとするための応援金を支給します。

□問 市 市民保険課　☎53-5114　□FAX 53-5118国民健康保険税は納期限までに納めましょう
　国民健康保険(国保)は病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者の所得等に応じて国民
健康保険税(国保税)を出し合い、お互いに支え合う制度です。
※今年度の国保税額は、6月中旬に送付予定の納税通知書でお知らせします。

　下記の3つの使い道ごとに決められた算出方法を使い、所得割、均等割、平等割を算出した合計が国保税額で
す。また、前年中の所得が一定の基準以下の場合、7割、5割、2割の軽減を行っています。

・40歳代夫婦と小学生2人の4人世帯
・合計所得金額:夫260万円
　(妻と子は0円)
・基準総所得金額217万円

　国民健康保険制度は、市が保険者となって加入者が負担する国保税と、国からの補助金などにより運営し
ています。国では平成30年度から国民健康保険制度改革を進めていて、県が国保財政運営の責任主体とし
て加入者への保険納付に必要な費用を負担する代わりに、市は県に納付金を納め、納付金の納付に必要な額
を国保税として加入者から徴収しています。

 対象　未就学児　 内容　均等割の5割を軽減
　例：7割軽減対象の未就学児の場合、残り(3割)の半分を減額するため8.5割軽減。
　　　※6月中旬に送付予定の納税通知書で軽減後の税額をお知らせします(手続き不要)。

国の制度による国保税(料)の均等割軽減措置

 対象　6月1日現在で、平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた国保の被保険者がいる世帯
 内容　均等割の自己負担分を支給
　　　  ※対象となる世帯へは6月下旬に案内を送付します。
　　　  ※5月31日以前に転出等により国保資格を喪失した人、または6月1日に国保資格を取得し、6月30日までに国保資
　　　  　格を喪失した人は対象外です。

市独自の国保子育て世帯応援金

▼保険制度の運営

　県では、令和3年度から令和6年度を期間とする第2期滋賀県国民健康保険運営方針が策定され、持続可能
な運営に向け、県内のどこに住んでいても、所得や世帯構成が同じであれば、国保税(料)も同じになるよう、
令和6年度以降できるだけ早い時期の統一を目指す取り組みを進めています。

▼令和6年度以降 国保税(料)の県内統一を目指します

　今年度の国民健康保険税率(国保税率)は、県が示した標準保険料率※が令和3年度税率を上回りましたが、
基金などの状況を考慮し、統一に向けた税率改定を検討していくため、市の国民健康保険運営協議会からの
答申を踏まえ、据え置くことにしました。
※県が市町ごとに算定した納付金を支払うために必要な保険料率のこと。
　市町は標準保険料率を参考に国保税(料)率を決定します。

低所得世帯は、一部軽減されます(世帯主と世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者※全員の所得申告が必要)。
※国保から後期高齢者医療制度へ移行した人で、引き続き同一の世帯に属する人。ただし、世帯主変更等の異動があっ
　た場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

▼令和4年度の国保税率は据え置きです

国保税の算定方法

所　得　割
均　等　割
平　等　割
課税限度額

基準総所得金額※×5.45％
22,400円／人　
16,000円／世帯
65万円　　

医療給付費分
(医療機関等で受診した時の医療費等の負担分)

使い道 後期高齢者支援金分
(後期高齢者医療制度への支援金分)

介護納付金分
(介護保険制度を支えるための納付金）
※40歳から64歳の被保険者のみ。

基準総所得金額×2.45％
9,900円／人　
7,000円／世帯
20万円　　　

基準総所得金額×2.19％
11,400円／人　　
5,700円／世帯
17万円　　　

所　得　割
均　等　割
平　等　割
　小　計
合計（年額）

217万円×5.45％
22,400円×4人分　　

16,000円
　223,800円　　

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40歳～64歳の被保険者のみ）

217万円×2.45％
9,900円×4人分　　

7,000円
99,700円　
399,500円　

217万円×2.19％
11,400円×2人分　　

5,700円
76,000円　

計算例

※前年中の所得から地方税法に基づき一定の額を引いた金額
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福祉医療(乳幼児、小中学生以外)の更新手続きをお忘れなく
□問 市 市民保険課　☎53-5114　□FAX 53-5118

胃内視鏡検査(胃カメラ検査)が始まります
□問 市 健康づくり課　☎53-5125　□FAX 53-5128

昭和37年～昭和54年生まれの男性は、風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう
□問 市 健康づくり課　☎53-5125　□FAX 53-5128

Information

　8月1日から福祉医療費受給券(乳幼児、小中学生以外)などが新しくなるため、引き続き医療費助成を受けるた
めには、更新の手続きが必要です。6月中旬に更新申請書を郵送しますので提出してください。また、申請書提
出後、所得審査などを行い、該当者には7月下旬に受給券などを郵送予定です。
※更新申請書の提出がない場合、新しい受給券は受け取れません。
※令和4年1月1日に米原市に住民票がない人は、前住所地などで、令和4年度所得課税証明書を取得してくださ
い。

　現在、40歳から50歳代の男性を中心に風しん患者が増加しています。昭和37年4月2日
から昭和54年4月1日生まれの男性は、風しんの予防接種を受けられていない世代です。
　今年度も対象となる全ての男性に、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けられるク
ーポン券を送付しています。この機会に、まずは抗体検査(採血)を受けましょう。

　　　　　　※①②は抗体検査のみです。予防接種が必要な場合は、医療機関を受診してください。
①勤務先の健康診断…オプションなどで受診できます。クーポン券を持参してください。　 　詳しくはこちら▼　　　　　　　　　　詳しくは勤務先の検診担当者に確認してください。
②市の集団健康診査…今年度は予約制ですので、事前に健康づくり課までご連絡ください。
　　　　　　　　　　また、受診の際は、クーポン券を持参してください。
③医療機関で受診  …事前予約が必要な場合があります。直接医療機関にお問い合わせください。

・重度心身障がい者(児)
・重度精神障がい者(児)
・重度心身障がい老人
・重度精神障がい老人

・母子家庭
・父子家庭
・ひとり暮らし寡婦
・ひとり暮らし高齢寡婦

・低所得老人
・知的障がい者医療費助成　
・精神障がい者入院医療費助成

更新申請が
必要な項目

抗体検査

風しんへの抵抗力があるか
チェック

予防接種

抵抗力がない(抗体なし)と分かった場合は、予防接種を
受けて風しんへの抵抗力をつけましょう

抗体なしの場合

受診方法

対　象

無料期間を3年間延長しました

50歳※以上の市民
※令和5年3月31日時点

＊胃の病気で治療中・経過観察中の人
　(ピロリ菌除菌中を含む)
＊胃の全摘手術を受けた人
＊抗血栓薬で治療中の人
＊のどや鼻に内視鏡の挿入ができないような
　疾患がある人
＊明らかに出血しやすい、またはその疑いが
　ある人
＊急性心筋梗塞や心房細動、重篤な不整脈な
　どの心疾患がある人
＊呼吸不全がある人
＊妊娠中または妊娠の可能性がある人

費　用 3,400円※

※受診料が免除になる場合があります。
　詳しくは健康づくり課まで。

受診回数 2年に1回

受診方法 実施医療機関(以下参照)へ｢市の胃内視鏡検査
(胃カメラ検査)を希望｣と直接申し込み。

下記の人は受診できません 　　医療機関名
伊藤内科医院
(医）福光会
塚田医院

長浜市立湖北病院

市立長浜病院
長浜赤十字病院
西川医院
（医）柊英会
佐々木クリニック

　　　住　所
米原市入江1673

米原市顔戸433-1

長浜市木之本町
黒田1221
長浜市大戌亥町313
長浜市宮前町14-7
長浜市元浜町28-31

長浜市小堀町80-1

米原市・長浜市の実施医療機関
電話番号
52-3534

52-0041

0749-82-3315

0749-68-2335
0749-63-2111
0749-62-4412

0749-53-1701
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　6月から特定健康診査などの集団健康診査が始まります。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必ず事前申込が必要です。当日申込は受け付けていません。
　※詳細は5月末頃に送付している「特定健診のご案内」(オレンジ色の封筒に同封のチラシ等)をご覧ください。

　高齢者の熱中症による事故を未然に防ぐため、新たにエアコンを設置する高齢者世帯に購入・設置費用を補助します。

□問 市 市民保険課　☎53-5114　□FAX 53-5118　
国民健康保険加入の40歳～74歳の皆さんへ
特定健康診査が無料で受けられます

□問 市 高齢福祉課　☎53-5122　□FAX 53-5119
75歳以上の高齢者世帯へ エアコン設置費用を補助します

Information

対象者

医療機関に通院中の人へ

国民健康保険に加入する40歳以上74歳以下の人　　　　

対象要件
・市内に1年以上居住している
・75歳以上の高齢者のみの世帯である
・新たにエアコンを購入※し設置する
　(すでにエアコンを設置している住宅は対象外）
・住民税非課税世帯に属する　　
・世帯員の全員が市税などを滞納していない
　※市内事業者からの購入のみが対象です。

申請の流れ
①事前申請：申請書を高齢福祉課へ提出。
　　　　　　見積書､エアコン･室外機の
　　　　　　設置予定箇所の写真を添付。
②現地調査：市職員が自宅へ訪問し、
　　　　　　エアコンの有無を確認。
③交付決定
④実績報告：実績報告書を高齢福祉課へ提出。
　　　　　　領収書(写し)､明細書､エアコン･
　　　　　　室外機の写真を添付。
⑤交付確定
⑥請求
⑦補助金の支払い

補助対象経費
エアコンの購入および設置費用
※市内の事業者が販売・設置工事を行うものに限る。

補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限5万円）
※1世帯につき1回のみ。

受診料 無料　※今年度から無料です。

　通院中の医療機関で特定健康診査と同様の検査を受けている人は、健診の案内に同封した「治療中患者情報
提供票」を医療機関に提出すると、特定健康診査を受けたことになります(検査項目が足りない場合は、特定健康
診査を受診してください)。かかりつけの医療機関にご相談の上、情報提供にご協力をお願いします。

受診をする時は、マスクを必ず着用し、受診券に記載された受付日時を守ってお越しください。　　
※受診当日は、特定健診の案内に同封した「新型コロナウイルス感染予防のための質問票」をもとに体調確認を
行います。場合によっては、入場をお断りすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

会社など職場で健康診査を受けている人へ

集団検診を受診予定の人へのお願い

　職場で受診された特定健康診査の結果を健康づくり課に提出してください。

ビ　ワ　　　　 テ　ク

特定健康診査を受診し、スマホアプリ「B
ビ
IW

ワ
A-T

テ
EK
ク
U」

で健康ポイントをためて応募すると、抽選で景品がも
らえます。

人間ドックに要した費用の2分の1(上限2万円)を助
成します。助成を希望する人は、医療機関に予約後、
市民保険課または山東支所、各市民自治センター、各
行政サービスセンターで申請してください(受診後の
申請は不可）。
※同じ年度内に人間ドック助成と特定健康
診査を両方受けることはできません。詳しくは、B

ビ

IW
ワ

A-T
テ

EK
ク

U
ウェブサイトへ▶

「BIWA-TEKU｣で健康ポイントをためよう！ 人間ドック助成を活用ください

詳しくは、市公式ウェブサイトへ▶
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市の地域資源を生かした創業計画を募集します
□問 市 農政商工課　☎53-5146　□FAX 53-5139

　市では創業支援として、市内の地域資源を生かした創業計画を募集しています。また、採択事業の実施に必要な経費
に対して、補助金を交付しています。

・市内に主たる事業所を設置して創業する場合(創業後1年未満の人を含む)
・異なる産業分類に属する複数事業者が共同で新事業を実施する場合

創業して1年未満の人へ
米原市伴走型創業促進補助金をご活用ください□問 市 農政商工課　☎53-5146　□FAX 53-5139

□問 米原市商工会　☎52-0632

Information

応募資格

応募資格

下記のいずれかに該当すること　　

●上限(補助率：1/2)
　 自由テーマ型：80万円   行政テーマ型：100万円
　※1年度あたり50万円、3年間の交付が上限
●補助対象経費
　人件費、工事請負費、備品購入費など

支援内容

6月1日(水)から9月7日(水)までに申請書類を農政商工課へ提出してください。
※採択事業の決定は、専門家による評価委員会により行います。
※申請者のプレゼンテーションが必要です。

応募方法

自由テーマ：地域の経済的活力の創出に役立つ事業
行政テーマ：｢伊吹在来そば｣等の市内の地場食材を
　　　　　　活用する取り組み
行政テーマ：歴史ある米原の伝統工芸品(近江真綿、
　　　　　　上丹生木彫)を未来につなぐ取り組み

募集事業

　市内で創業して商工会から継続して経営指導を受ける人を対象に、創業にかかる経費の補助金を交付しています。

　「まいばら経営塾」は、これまでの経験を仕事に生かしたい、自由に仕事がしたいなど、同じ
想いを持った人たちが一緒に学ぶ場所です。皆さんのご参加をお待ちしています。

日時 :7月6日(水)～8月31日(水)
  　  18時30分～20時40分 
　　　＊水曜日開催 全8回
場所 :米原市役所 本庁舎 コンベンションホール

初心者にわかりやすい!
創業の基礎が身に付く!
事業計画書が作れる!

市内で事業を営み、創業した日から申請日までの期間が1年未満の人

応募方法 商工会の確認を受けた上で、申請書類を農政商工課へ提出してください。

●上限5万円
●補助対象経費
　創業費(設立登記費用など)、設備費(機械器具費など)、
　広告費(ウェブサイト作成費など)

支援内容

つくる未来展の出展者を募集します
□問 市 自治環境課　☎53-5111　□FAX 53-5138

　つくる未来展では、市民団体として既に活動している、または今後活動を考えている人が活動内容を展示します。「市
民団体同士の交流」「市民活動のPR」「チャレンジしたいことの発信」ができますので、ぜひ、ご応募ください。
対　　象 米原市・長浜市・彦根市で活動している市民団体(市民活動はNPOやボランティア活動なども含む)
展 示 日 8月11日(木・祝)から13日(土)を予定
展示場所 米原市役所 本庁舎など
申込方法 6月30日(木)までに応募用紙※をメール(　□〉 jichi@city.maibara.lg.jp)または

自治環境課へ持参　※市公式ウェブサイトまたは自治環境課で配布

▼詳しくはこちら

▼詳しくはこちら

▼詳しくはこちら

創業を学びたい人へ
｢まいばら経営塾」受講者募集中

申し込みは
こちら

6月上旬 申請受付開始予定
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市長との意見交換会(オンライントーク)をご利用ください
□問 市 秘書室　☎53-5160　□FAX 53-5148

　市では、市民に寄り添った市政運営を目指して、市長と市民がつながる意見交換会を行っています。オンライン
による意見交換会(オンライントーク)も開催していますので、希望する団体などは、お気軽にご相談ください。

Information

空家等除却支援補助金をご活用ください □問 市 シティセールス課　☎53-5140　□FAX 53-5139
　将来的に悪影響を及ぼす恐れのある空家を、解体撤去する際の費用を一部補助します。
　※事業開始までに申請が必要です。※予算が無くなり次第、受付を終了します。
対象空家 ・居住の用に供していた住宅で、1年以上居住されていないもの

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
対象事業 市内事業者の施工による解体撤去工事 申請方法 6月30日(木)までに申請書※をシティセールス課

へ提出してください。
※市公式ウェブサイトまたはシティセールス課で配布補助金額 上限20万円(補助率1/3)

対　　象 市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する団体
・市内で活動している市民グループもしくは団体
・市の施策を推進していくため市長などとの意見交換が
　必要と思われる市民もしくは団体等
　※原則として1団体等当たりおおむね15人まで
　(政治団体や宗教団体、営利団体を除く）

トーク時間
・1時間程度

申し込み
・実施提案書※に必要事項を記入の上、
　担当部署を通じて秘書室まで
　※市公式ウェブサイト(右記QR)からダウンロード可能

意見交換の内容
・市政全般に関する事項または特定の行政課題
　に関すること
　(市に対する苦情や交渉などは対象外)

実施方法
・対面形式またはウェブ会議システム※など
　※Wi-Fiなどの環境のほか、パソコンやタブレット、
　　スマホ等の端末が必要

詳しくはこちら▶

びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金をご活用ください
□問 市 農政商工課　☎53-5146　□FAX 53-5139

　市内事業者の活用による地域経済の活性化を促進するため、住宅リフォーム工事費の一部を支援します。
　※事業開始までに申請が必要です。※予算がなくなり次第、受付を終了します。
対　　象 市内在住または転居予定の人の住宅

狩猟免許取得のための経費を助成します □問 市 まち保全課　☎53-5175　□FAX 53-5179

□申 ・□問 湖北森林整備事務所　☎0749-65-6616

狩猟免許のための予備講習会受講費全額助成

狩猟免許試験日

日　時　6月12日(日)、8月28日(日)、11月13日(日)
　　　　いずれも9時～17時
場　所　東近江市あかね文化ホール
　　　　(東近江市市子川原町461-1)
対象者　市内在住で有害鳥獣駆除にご協力いただける人
定　員　予算がなくなり次第終了
助成額　13,000円(1種類受講)または
　　　　15,000円(2種類以上受講)
　　　　※事前にまち保全課へ申し込みください。

第１回
第２回
第３回

日　時
6月19日(日)
9月4日(日)
11月18日(金)

場所

東近江市
あかね文化ホール

受付期間
受付終了

  7月22日(金)～8月4日(木)
10月4日(火)～18日(火)

①三世代同居、子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯)のいずれかに該当…5万円
②住宅用太陽光発電システムなどの設置を伴うリフォームを実施した場合…5万円

対象事業 市内事業者による100万円以上の住宅リフォーム工事

申請方法 申請書※に必要事項を記入し、農政商工
課、山東支所、各市民自治センターへ
提出してください。
※市公式ウェブサイトまたは農政商工課で配布

補助金額 10万円 ※以下の場合加算されます。

詳しくはこちら▶

対 象 者　市内在住で、令和4年度に狩猟免許を取得した人
　　　　　※市税等の滞納がない人
免許種類　網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟
対象経費　写真代、医師の診断書料、受験料、狩猟税、
　　　　　狩猟者登録手数料
助 成 額　補助対象経費の3分の2以内
　　　　　(免許ごとに上限3万円)
申請方法　申請書※、狩猟免状、補助対象経費にかかる領
　　　　　収書、市税の納税証明書(または非課税証明書)
　　　　　の写しをまち保全課へ
　　　　　　※市公式ウェブサイト(右記QR)から
　　　　　　　ダウンロード可能

狩猟免許試験の経費助成
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□問 市 健康づくり課　☎53-51２５　□FAX 53-51２８

7月の基本健康診査およびがん検診等日程(要予約)　　9時から10時45分まで

がん検診をまとめて受診できる「パック検診」をご利用ください

※全ての健診(検診)は予約制です。
　受診を希望する人は、必ず事前に健康づくり課へお
　申し込みください。
※今年度から特定健康診査の受診料は無料です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを
　着用して来所してください。
　また、会場内の混雑を避けるため、受付日時の厳守
　にご協力ください。

7月1日(金）

7月2日(土）

実施日 会　場
基本
健康
診査

胃
がん

大腸
がん

肺
がん

乳
がん

子宮
頸がん

骨粗
しょう症

近江学びあい
ステーション

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

　ＫＫＣウエルネスひこね健診クリニックで、市の検診として最大５種類のがん検診をまとめて受診できる「パック検診」を
実施しています。

※パック内の検診は原則全て受診していただきます。単独での検査受診はできません。
※後期高齢者医療制度加入者は無料です。
※乳がん検診、子宮頸がん検診は2年に1度の検診です。無料クーポン券を利用できます。
※乳がん検診はオプションでエコー検査(5,919円・税込)を追加できます。
※国民健康保険加入者は特定健康診査も受診できます。予約時にお伝えください(令和5年2月末まで)。

期　　間　令和5年3月31日(金)まで
場　　所　KKCウエルネスひこね健診クリニック(彦根市駅東町15-1 近江鉄道ビル2階)
対　　象　40歳以上の人
予約方法　受診希望日の2週間前までに、KKCウエルネスひこね健診クリニックへご連絡ください。
　　　　　☎050-3535-5993(予約専用)
※予約時に、必ず「米原市の実施するパック検診」と伝えてください。予約後、受診案内が送付されます。

パック
標　準
レディース

○
○

胃がん検診

1,000円

検　診

料　金

○
○

大腸がん検診

500円

○
○

肺がん検診
300円

（喀痰検査がある
場合は1,000円）

○
乳がん検診

1,500円
(50歳以上は1,000円）

○
子宮頸がん検診

1,000円

6月の救急医療 ６/５
（日）

６/12
（日）

６/19
（日）

６/26
（日）医 療 体 制

健康教室「がんの検査と治療について
～おなかにできるがんを中心に～」
日時　6月9日(木) 13時30分～
場所　長浜市民交流センター ホール(長浜市地福寺町4-36)
講師　長浜赤十字病院 副院長 外科部長
　　　塩

しお

見
み　 
尚
ひさ

礼
のり

先生
　　　問 湖北医師会　☎0749-65-3600

献血にご協力ください！
日　時　本庁舎：6月3日(金)10時～12時、13時30分～15時30分　　　
　　　　山東支所：6月22日(水)14時～15時30分
持ち物　運転免許証、健康保険証、(お持ちの人は、献血カード・献血手帳)

6月は食育月間です
「食べること」は「生きる力」を育むこと
この機会に家族や地域で次のことに取り組みましょう。
①1日3食、栄養バランスよく食べよう。
②誰かと一緒に食事や料理をしよう。
③季節の伝統料理を味わおう。
市では｢いきいき食のまちづくり計画(第3次)｣に基づき、
食育を推進しています。

健康 Information

ー休日に具合が
　　悪くなったときー
休日の内科・小児科の救急医療
は、当番制で対応しています。
感染症対策のため、受診前に必
ず電話連絡をし、マスクの着用・
健康保険証・お薬手帳・母子健康
手帳などをお忘れなく。

小児救急電話相談　短縮ダイヤル♯８０００　☎077-524-7856

こどもの救急ウェブサイト　□URL　http://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

日赤 日赤 日赤 日赤

市民 日赤 市民 日赤

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
（長浜市宮司町1181－２　☎0749-65-1525）
受付時間 8時30分～11時30分 12時30分～17時30分

診療時間
8時30分～
翌朝8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）

日赤　…長浜赤十字病院

市民　…市立長浜病院
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①4カ月児健康診査
　（令和4年2月生まれ）

②１０カ月児健康診査
　（令和3年9月生まれ）

７/２１㊍

７/２８㊍

③１歳８カ月児健康診査
　（令和2年11月生まれ）

７/１９㊋

④２歳６カ月児歯科健康診査
　（令和元年12月生まれ）

７/２１㊍

⑤３歳６カ月児健康診査
　（平成３０年１2月生まれ）

７/１４㊍

⑥７カ月児もぐもぐ教室
　（令和３年１2月生まれ）要予約※ ７/２９㊎

⑦すくすく相談（育児相談）
　要予約※

７/１２㊋

７/２８㊍

子育て世代包括支援センター(ルッチプラザ内)　☎55-4551　■□FAX 55-４５５６
■□問 市 健康づくり課　☎53-51２５　■□FAX 53-51２８

下多良146-1(まいばら認定こども園内)
☎52-1114　□FAX　52-5131

顔戸199-1(おうみ認定こども園内)
☎52-0363　□FAX　52-5561　

長岡1251(長岡学園近くの古民家)
☎55-3767　□FAX　55-8222

春照1950(いぶき認定こども園内)
☎58-1841　□FAX　58-2003

当月の活動情報はこちら

母子健康手帳は
健康づくり課・子育て
世代包括支援センター
で交付しています。

子育ての
不安・悩みは
すくすくホットライン
☎53-5125へ

市公式ウェブサイト
「新型コロナウイルス感染症に
関連したお知らせ」の乳幼児向
け情報はこちら

新型コロナウイル
ス感染症予防のた
め時間指定です。
対象のお子さんに
は個別通知をしま
す。

母子健康手帳、質問票、
すくすくファイルまた
は子どもノート、筆記
用具、バスタオル
 (①～⑤共通)

母子健康手帳、バスタ
オル、すくすくファイ
ルまたは子どもノート
(⑥⑦共通)

筆記用具(⑥のみ)

子どもの尿、聴力アン
ケート(⑤のみ)

10時30分～

9時30分～11時 ルッチプラザ 和室

伊吹地域福祉センター
愛らんど

市内には４つの地域子育て支援センターがあり、未就園児家庭を対象にさまざまな子育て支援活動を行っています。

・地域子育て支援センターは予約制で開所しています！
　感染症予防対策をしていますので、ぜひご利用ください。
　最新の運営情報や講座・地域活動の有無は市公式ウェブサイトや防災アプリ等で随時お知らせします。

・電話相談は各センターで随時受け付けています。（月～金　９時～15時）
　オンライン相談(ZOOM相談)も実施しています。(要予約)

・身体測定も随時行っています。希望する人はお気軽にセンター職員へお声掛けください。

子育て応援ひろば子育て応援ひろば7月の

子ども健康カレンダー子ども健康カレンダー7月の

あゆっこ

ふたばっこ

寺子屋

はなばたけ

●感染症予防のため、体調の悪い人等は受診を控えてください。判断に迷うときは、健康づくり課へご相談ください。
※すくすく相談・もぐもぐ教室は、予約制ですので相談前日までに、健康づくり課（☎53-5125）または子育て世代包括支援センター（ルッチプラザ内）
　（☎55-4551）までご連絡ください。また、すくすくホットラインを含め、オンラインでの相談が可能です。
●全ての乳幼児健康診査、7カ月児もぐもぐ教室は、伊吹地域福祉センター（愛らんど）で行います。
●③～⑤は、歯科診察とフッ化物塗布があります。必ず自宅でお子さんのハミガキをしてお越しください。
●感染拡大の状況により、今後の予定を変更することがあります。最新情報は市公式ウェブサイトをご確認ください。
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市内の学びあいステーション・図書館イベント情報市内の学びあいステーション・図書館イベント情報市内の学びあいステーション・図書館イベント情報

ふれあい文化祭
(米原市文化協会米原支部)
作品展：サークルの作品を展示します。
日 時 6月4日(土)14時～19時

6月5日(日)10時～16時

日　時

内　容
6月5日(日)13時～16時30分

芸能発表会：歌、舞踊、演奏、詩吟など。
日 時 6月5日(日)12時～16時

和漢三才図会に学ぶ民俗学
わ  かんさんさい ず   え

江戸中期に作られた百科事典(和漢三
才図会)を教材にして、江戸期の衣食
住や歴史、風俗の見識を深めます。
日　時 6月25日(土)13時～14時30分
料　金 500円 締め切り 6月18日(土)

「三島池と伊吹山」をテーマに、あなたの思いや留めて
おきたい瞬間などを絵手紙や写真にした作品を募集します。
応募作品は、山東学びあいステーションで展示します！

締め切り

春夏の部：9月10日(土)
秋冬の部：令和5年3月10日(金)

竹灯
とう

篭
ろう

展示会(入場無料)
竹から光があふれる灯篭が幻想的な
癒しの空間を演出します。
ぜひ、ご覧ください。

立命館大学の学生さんたちの楽しいワークショップ
(クルクルシャボン玉、紙飛行機、のびる剣、宝探しなど)

ツリーハウスフェスティバル絵手紙・写真の作品募集
テーマ
【三島池と伊吹山】

芝生広場に完成し
たツリーハウスのお
披露目会です。当日
は楽しいイベントが
盛りだくさん！

「みんな！夢の秘密基地へ遊びにおいでよ♥」

開催期間

6月3日(金)～30日(木)
9時～17時
※最終日は16時まで
※毎週月曜日は休館日
開催場所

研修室1-1～1-3

図書館  今月の本棚  「住宅を見直す」

①『住宅トラブルの85％は雨漏り　雨漏りトラブル完全解決』
　　日経ホームビルダー／編　日経ＢＰ社
②『がまんしない家』
　　水

みず

越
こし

　美
み　

枝
え　

子
こ　

／著　ＮＨＫ出版
③『猫と暮らす住まいのつくり方』
　　金

かね

巻
まき

　とも子
こ　

／監修　ナツメ社

6月のおはなし会

図書館からのお知らせ
■雑誌のリサイクルのご案内

5日(日)10時～ ジョイいぶき
25日(土)11時～ 近江図書館※

※近江図書館のおはなし会は事前申し込みが必要です

期　間　 6月11日(土)～30日(木)
　　　　 図書館開館時間中
場　所　 近江図書館　　

19日(日)14時～ 山東図書館

▲詳しくはこちら

応募者の中から
抽選で記念品を
贈呈します。

入場無料

「みんなが描く夢のツリーハウスの絵」
大募集中!(詳しくは下記へ)
　　

同　時
開催中

米原学びあいステーション 愛称 みらいく米原

山東学びあいステーション 愛称 キラリさんとう 伊吹学びあいステーション（伊吹薬草の里文化センター）
愛称 ジョイいぶき

近江学びあいステーション 愛称 こんせ近江

□問 米原学びあいステーション　☎52-2240　□FAX 52-2242　
□URL http://blog.livedoor.jp/maibarak/

□問 近江学びあいステーション　☎52-3483　□FAX 52-3895　
□URL http:// www.oumi-manabiaistation.jp

□問 山東学びあいステーション　☎55-2578　□FAX 55-0562
□URL https://www.kamon310.com/

□問 伊吹薬草の里文化センター　☎58-0105　□FAX 58-0296
□URL https://joyibuki.info

□問 山東図書館　☎55-4554　□FAX 55-4557
近江図書館　☎52-5246　□FAX 52-8177
いぶき図書室　☎58-0105　□FAX 58-0296
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●本庁舎・山東支所 … 2日㊍、9日㊍、16日㊍、23日㊍、
　　　　　　　　　　　 30日㊍

6月の相談窓口 6月の時間外窓口

6月の税･料金等の納付

14日(火) 本庁舎3階 会議室3-D
21日(火) 愛らんど 相談室
10時～12時(受付は11時まで）
＊人権・行政・心配ごとなど
　さまざまな相談に応じます。

心配ごと
相談
(無料)

法律相談

人権相談
(無料)

結婚相談
（無料）

教育相談
（無料）

女性の
ための
相談ルーム
つくし
(無料)

9日(木) 9時30分～11時45分
本庁舎3階 会議室3-E
＊予約制・1人30分・1,000円

28日(火)10時～12時
本庁舎3階 会議室3-D
＊人権擁護委員が相談に応じます。

8日(水)･22日(水)
13時～15時50分
市 人権総合センター S･Cプラザ
＊予約制・1人50分
＊女性カウンセラーが心の整理をお手伝
　いします。

9日(木)･23日(木)
13時30分～15時30分
市 人権総合センター S･Cプラザ
＊人権教育指導員が人権問題を原因とす
　る教育相談に応じます。

 9日(木) 18時30分～20時30分
12日(日) 　9時30分～12時
25日(土) 　9時30分～12時
本庁舎3階 会議室3-D、3-E
＊市内在住または結婚後に市内に居住する
　意思のある20歳以上の独身者が対象
＊事前予約にご協力ください。

口座振替日・納期限は
6月30日(木)です

●市県民税(普通徴収)　第1期　●介護保険料 　　第1期
●保育料　 　　　 ６月分　●国民健康保険税 第1期
市 収納対策課　☎53-5116　   53-5118

市　市民保険課　☎53-5113　 53-5118

●水道料金       6月分　　  ●下水道使用料 6月分　
市 上下水道課（山東支所）　☎53-5173　   53-5179

＊税･料金等の納付には、便利で納め忘れのない「口座振替制度」の  
　利用がおすすめです。また、スマートフォンから、らくらく納付
　「PayB」や「PayPay」サービスも利用できます。
＊口座名義人等に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。
＊上記の税等は、納付書の指定納期限までは、コンビニエンスストア
　でも納付できます。

＊(  )内は、前月との比較【令和4年5月1日現在】
人口▶38,050人 (＋２人)、男▶18,599人 (+18人)、女▶19,451人 (-16人) 世帯数▶14,879世帯 (+64世帯) 
65歳以上の人数▶11,395人　高齢化率▶29.95％　外国人人口▶561人　外国人割合▶1.47％

第72回全国植樹祭しが2022
きゃんせの森で苗木の植樹が体験できます(無料)

人のうごき

くらしのガイド

□問 県 全国植樹祭推進室
　 　☎077-528-3974 

市 福祉政策課
　☎53-５１２1
　□FAX 53-５１28

市 人権政策課
　☎53-5167
　□FAX 53-5148

市 子育て支援課
　☎53-5131
　□FAX 53-5128

人権教育推進
協議会事務局
(S・Cプラザ内)
☎・□FAX 54-2220

市 男女共同
参画センター
(相談専用)
　☎54-0808
　□FAX 54-3033

秘密は厳守します。安心してご相談ください。
感染症予防のため、マスクを着用してお越しください。 19時まで窓口を延長しています

　※伊吹・近江市民自治センターでの窓口の延長はありま
　　せん。
取扱業務/戸籍・住民票・印鑑証明の発行、住所異動の受付、印鑑登
録、マイナンバーカードの申請・交付・更新、国民健康保険の加入・脱
退手続き、税に関する証明書の発行(一部除く)、米原市ナンバーの廃
車、納付書の再発行、税金の納付
上記以外については、事前に担当課にお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用して
全国のコンビニエンスストアで
各種証明書の取得ができます。

天皇皇后両陛下がご臨席される全国植樹祭が、滋賀県(甲賀市)で47年ぶり(2回目)に開催されます。
その一環として、きゃんせの森では苗木の植樹が体験できます。
併せて、長浜養護学校伊吹分教室より、木工製品、野菜、苗木等が販売されます。

6月5日(日) 10時～15時

きゃんせの森(夫馬9)

日　時

場　所

苗木の植樹体験、苗木の配布など
※予約不要でどなたでも参加できます。
※汚れても良い服装でお越しください。

内　容

⑰　広報まいばら ２０２２．6



催催し・イベント

米原市ファミリー･サポート･センター
・サポーター養成講座(無料)
■時 7月6日(水)9時～12時　
■所 ゆめホール
■内 子どもの栄養と食生活、障がいの
ある子の預かり
■申 6月29日(水)までに下記へ
・救急救命講習会(無料)
■時 7月14日(木)9時～12時　
■所 ゆめホール
■■申 7月7日(木)までに下記へ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問 米原市ファミリー･サポート･センター
　 ☎54-3100　□FAX　54-3115

ハートフルフェスタ2022
男女共同参画落語（無料）
■時 6月24日(金)13時30分～　
■所 男女共同参画センター(S・Cプラザ
内)
■定 45人(先着)
■内 女流落語(ママさん落語家)から男女
共同参画について学ぶ。
■申 5月30日(月)～6月10日(金)に下記へ
問 男女共同参画センター
　 ☎54-2444

保育のしごと相談会(無料)
■時 6月7日(火)10時30分～15時
■所 イオン長浜店(長浜市山階町271-1)
■対 県内の保育所・認定こども園等に
就労を希望する人
問 滋賀県保育士・保育所支援センター
　 ☎077-516-9090
 　□FAX　077-521-2117

講講座
　

筋力トレーニングマシン講習会
○やすらぎハウス☎52-4393
■時 6月8日(水)13時30分～14時30分
○愛らんど☎58-1770
■時 6月27日(月)13時30分～14時30分
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■■対 おおむね65歳以上の人
■定 各5人
■持 飲み物、タオル、屋内用シューズ、
マスク
＊要事前申し込み

元気の一歩事業(無料)
　フレイル(虚弱)予防のためのウォー
キング事業です。
■対 市内在住の65歳以上の人
■内 6カ月間毎月ウォーキングカレンダー
に記録し、理学療法士からアドバイスを
受ける。
■申 電話またはファクスで下記へ
※詳しい内容は申し込み後、市職員が
説明します。
問 市 福祉政策課
　 ☎53-5121　□FAX　53-5128

5月19日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
実施の有無等は事前に各お問い合わせ先へご確認ください。

□問 市 情報政策課 　☎53-5163 □FAX 53-5149

近江鉄道ギャラリートレインが運行します!
6月1日(水)から30日(木)まで近江鉄道車両内で、まい
ばら認定こども園と米原保育園の園児の作品が展示さ
れます。運行時間は日々異なりますので、下記までお
問い合わせください。
 平日  近江鉄道(株)鉄運輸課　☎0749-22-3303
 土日  近江鉄道(株)列車区　   ☎0749-23-2856

６月４日から10日は歯と口の健康週間です!
子どもの頃からお口の健康を保ちましょう!
　親と子の強い歯をつくろう運動
妊娠期と、子どもの6歳までの誕生月に、歯科健診な
どが親子一緒に無料で受けられます。
■所 親と子のお口の健康手帳に掲載している歯科医療機関
■持 母子健康手帳、親と子のお口の健康手帳、歯科健診無料券
■申 各歯科医療機関に電話で予約

統計調査の調査員を募集しています
国勢調査などの各種統計調査で調査員をしていた
だける人を募集しています。興味のある人は、ぜ
ひ、情報政策課までご連絡ください。
 調査員のしごとは・・・
国や県からの任命を受けて、世帯や事業所などを
訪問し、調査票の記入依頼や回収を行います。報
酬は1調査あたりおおむね3～5万円程度です。
 登録できる人は・・・
○市内在住で20歳以上の人
○警察、税務、徴税、徴収などの
　業務に従事していない人
○選挙活動に直接関係ない人
　などの条件を満たす人
問 市 情報政策課　 
　 ☎53-5163　□FAX　53-5149

６月のテレビガイド 毎週金曜日更新
放送期間

6/ 3～6/ 9
6/10～6/16
6/17～6/23
6/24～6/30
テレビでの視聴　ケーブルテレビへの加入が必要です。　申･問  ☎㈱ＺＴＶ0120-222-505　
市公式YouTubeでの視聴　放送開始日の翌週月曜日から配信します。

子育て支援センターに行こう！
猿被害の未然防止や被害軽減の方法とは
虚血性心疾患予防の食生活について
伊吹山歴史物語

　おくやみ情報が告別式後にも掲載できるように
なりました。
　伊吹山テレビの放送画面でリモコンのdボタン
を押すと、その他様々な情報がいつでも閲覧でき
ますので、ぜひデータ放送をご利用ください。

主な内容
伊吹山テレビのおくやみ情報について

　中山道柏原宿の記録｢萬留帳｣(よ
ろずとめちょう)の調査報告書第5
冊、第6冊、第7冊の計3冊を刊行
しました。
　報告書には、江戸時代後期から
明治時代初頭にかけて柏原宿で起
きた出来事(例：和宮の下向など)を
収録しています。
　■料 各冊1部2,000円
問 市 生涯学習課
　 ☎53-5154　□FAX　53-5129

柏原宿萬留帳調査報告書を
刊行しました
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知お知らせ

募 募集

交通遺児激励金を支給します
■対 交通事故により父または母を亡くし
た当時から引き続き市内に住所を有し
ている小中学生の養育者　
■内 進級時1人5,000円、小･中学校への
入学時１人10,000円、中学校卒業時
１人15,000円を支給
■申 該当すると思われる場合は、下記へ
問 市 子育て支援課
　 ☎53-5132　□FAX　53-5128

全国一斉
緊急地震速報訓練を実施します
■時 6月15日(水)10時～
■内 (サイレン音)
｢これは試験配信です。緊急地震速報。
大地震です。大地震です。｣×3　
※登録した米原市防災アプリまたは携
帯電話等に情報が届きます。登録がま
だの人はお早めに登録ください。
問 市 防災危機管理課
　 ☎53-5161　□FAX　53-5149

こほくる～るのとおり分別した
資源ごみに限り回収します
■時 6月11日(土)、29日(水)
9時～12時
■所 旧米原庁舎　西側倉庫
問 市 自治環境課
　 ☎53-5112　□FAX　53-5138

レイカディア大学44期生募集
■対 令和4年10月1日現在、60歳以上で
県内在住の人
■定　彦根キャンパス(アルプラザ彦根4階
COZYTOWN内)70人(園芸学科/30
人、北近江文化学科・健康づくり学科/
各20人)
■料 年間5万円 ※修業期間2年
■申 7月29日(金)までに必要書類を米
原校(下多良2-137)に郵送または持
参してください。
問 レイカディア大学事務局
　 ☎52-5110

6月23日から29日は
男女共同参画週間です
　それぞれの個性と能力が発揮できる
男女共同参画社会を実現するため、男
女のパートナーシップについて考えて
みましょう。
【今年度のキャッチフレーズ】
｢あなたらしい｣を築く、｢あたらしい｣
社会へ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ハートフルプランまいばら21
を策定しました
　男女共同参画社会の実現、ジェン
ダー平等の実現に向けて、｢第4次米
原市男女共同参画推進計画｣を策定し
ました。
　詳細は本庁舎、山東支所、各市民
自治センター、各図書館、市公式ウ
ェブサイトで閲覧できます。
問 市 人権政策課
　 ☎53-5167　□FAX　53-5148

あいさつ標語募集
　あいさつの大切さ、あいさつを通し
た人とのつながりを20字程度にまと
めた標語を募集します。
■対 市内に在住・在学・在勤の人　
■申 6月6日(月)～7月8日(金)に応募用
紙を郵送、ファクス、持参等で下記へ
問 市 子育て支援課
　 ☎53-5132　□FAX　53-5128

納付書等送付用窓あき封筒
広告主募集
広告規格▶縦60mm×横100mm
掲載位置等▶裏面1枠(単色刷り)
印刷枚数▶20,000枚
掲載期間▶9月頃から使い切るまで
■料 申込金額の最高額(最低制限価格
5,000円)
※版下作成費用は広告主負担　
■申 6月6日(月)～17日(金)に申込用紙
と広告原稿(案)を下記へ
問 市 収納対策課
〒521-8501 米原1016
　 ☎53-5116　□FAX　53-5118

令和5年 二十歳のつどい
(旧成人式)実行委員募集
■対 二十歳のつどいの対象者で会議(全
2回程度)に出席できる人
■定 15人程度　
■申 6月30日(木)までに電話またはメー
ル、ファクスで名前、住所、電話番号
をお知らせください。
問 市教委 生涯学習課
　 ☎53-5154　□FAX　53-5129
　　□〉　manabi@city.maibara.lg.jp

■時 日時　■所 場所　■対 対象　■定 定員　■内 内容　■料 料金　■持 持ち物
■申 申し込み　問 問い合わせ　☎電話　□FAX　FAX　□〉　メール　□URL　ウェブサイト

広  
告

広  

告

広  

告
広  

告 ●●●
●●

広報まいばら 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45㎜×横87㎜ ２色刷り
●掲載料金　1号1枠15,000円
●発行部数　13,500部
●申し込み　情報政策課　☎53-5163

●●●
●●

広報まいばら 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45㎜×横87㎜ ２色刷り
●掲載料金　1号1枠15,000円
●発行部数　13,500部
●申し込み　情報政策課　☎53-5163

●●●
●●

広報まいばら 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45㎜×横87㎜ ２色刷り
●掲載料金　1号1枠15,000円
●発行部数　13,500部
●申し込み　情報政策課　☎53-5163

●●●
●●

広報まいばら 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45㎜×横87㎜ ２色刷り
●掲載料金　1号1枠15,000円
●発行部数　13,500部
●申し込み　情報政策課　☎53-5163

くらしのガイド
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　山東小学校の3年生がホタルの保護活動などを行う近江
長岡駅周辺地域活性化懇話会A

あ

MO
も 

の田
た 

中
なか

眞
しん

示
じ　

さんたちか
ら、ゲンジボタルの幼虫と飼育箱を受け取りました。児童
たちは自分が育てる飼育箱に土と水を入れて、ホタルマン
ションを完成させました。

4月15日

ゲンジボタルの保護学習(山東小学校)
　3年ぶりに開催されたチューリップ祭りでは、大雪に耐
えた1万5千本のチューリップが咲き誇りました。今年は
「モネの池」をテーマに睡蓮や錦鯉が表現され、訪れた多
くの人が楽しみました。また、ふれあい広場には屋台やキ
ッチンカーが出店し、ステージでは生バンドや大道芸など
のパフォーマンスが披露されました。

4月17日

第14回上丹生チューリップ祭り(上丹生)

　人力車と共に日本一周中の福
ふく

浪
なみ

弘
ひろ

和
かず

さんが長岡学園を訪
れ、園児たちに人力車体験を行いました。福浪さんは人力
車の魅力を伝えるべく兵庫県明石市を出発後、大阪府、京
都府そして、滋賀県を訪れ、笑顔を届けました。

4月19日

人力車体験(長岡学園)
　米原市を拠点にするホッケーチーム、BlueSticks SHIGA
がホッケー日本リーグ2部の開幕を前に市長を訪問しまし
た。この日は、山

やま

堀
ほり

貴
たか

彦
ひこ

監督、瀧
たき

上
がみ

諒
りょう

大
た　

副主将、嵐
あらし

谷
だに

迅
じん

選手、大
おお

塚
つか

幸
こう

弥
や　

選手、有
あり

光
みつ

翔
しょう

吾
ご　

選手5人が訪れ、開幕戦へ
の意気込みやチームの目標などを話しました。

　子どもの積極的な読書活動意欲を高めるため、特色ある
優れた実践を行う団体等に贈られる文部科学大臣表彰を、
米原市立図書館(山東図書館・近江図書館)が受賞しました。
図書館だけでなく、学校・園・市民ボランティアなどの市
全体での取り組みが評価されました。

　近江・オオムラサキを守る会の樋
ひ　

口
ぐち

善
ぜん

一
いち

郎
ろう

さんが息長小
学校3年生に向けてオオムラサキの生態や飼育の授業を行
いました。児童たちはこの日から、3匹のオオムラサキの
幼虫を飼育し始め、蝶へと羽化する6月下旬頃まで観察し
ます。

4月19日

BlueSticks SHIGAが市長を訪問
ブルースティックス　　　　シ　ガ

4月23日

市立図書館が文部科学大臣表彰受賞
4月28日

オオムラサキの勉強会(息長小学校)

　市は、佐川急便㈱と災害時の支援物資の受け入れおよび
配送等に関する協定を締結しました。災害発生時には、市
の要請に基づき、支援物資の受け入れや配送等の支援が行
われます。

　　　　　　　　　　　　　　
ビッグ　　　ブ　レ　ス　

　大野木にあるBIG・BREATHでモルックのユニバーサル
大会「U

ユ

N
ニ

IS
ス

P
ポ

O2022in米原」が開催されました。トーナメ
ント部門には40チーム、レクリエーション部門には18チー
ムが参加し、障がいの有無や年齢、性別等に関係なく多く
の人がモルックを楽しみました。

4月28日

佐川急便㈱と災害時連携協定を締結
5月4日

全国初ユニバーサルモルック大会開催(BIG・BREATH)

編
集
・
発
行
／
米
原
市
役
所
情
報
政
策
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■広報誌「まいばら」 ■市公式SNS
発行部数▶13500部　単価▶1部あたり16円（1円未満切り捨て、職員の人件費は
含まれていません）　次回発行日▶6月30日（木）
広報まいばら音声版▶申し込み、問い合わせは米原市社会福祉協議会（☎54-3100）へ

各SNSアカウントはQRコードからご覧ください
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まいばらの話題をお届け Maibara Topics
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