
●本庁舎・山東支所 …　1日㊍、8日㊍、15日㊍、
　　　　　　　　　　22日㊍、29日㊍

9月の相談窓口 9月の時間外窓口

9月の税･料金等の納付

 6日(火)  近江学びあいステーション
13日(火）山東支所 多目的室
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)

 8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

20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。

14日(水)・28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。

8日(木)・22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。

 4日(日) 9時30分～12時
 8日(木) 18時30分～20時30分
24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
9月30日(金)です

●固定資産税　　  　第3期　●国民健康保険税　第4期
●後期高齢者医療保険料  第3期　●保育料　　　 　　9月分
●介護保険料　　　  第4期
市 収納対策課　☎53-5116　□FAX 53-5118

市 市民保険課　☎53-5113　□FAX 53-5118

●水道料金　　　　  9月分　●下水道使用料　  9月分
●下水道事業受益者負担金　第2期
市 上下水道課（山東支所）　☎53-5173　□FAX 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（下水道事業受益者負担金を除く）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8月1日現在】
人口▶37,997人 (‒42人)、男▶18,564人 (‒19人)、女▶19,433人 (‒23人) 世帯数▶14,902世帯 (‒17世帯) 
65歳以上の人数▶11,393人　高齢化率▶２９．９8％　外国人人口▶５７0人　外国人割合▶1.50％

9月1日(木)～10日(土)は屋外広告物適正化旬間です

人のうごき

くらしのガイド

□問 市 都市計画課　☎53-5144　□FAX 53-5138

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。

　文字、イラスト、写真、シンボルマークなどで、公
衆に対し、継続して屋外に掲出されるものです。

市では、「屋外広告物クリーンキャンペーン」として、屋外広告物のルールの啓発や違反広告物の簡易除却を行います。

屋外広告物とは？ 　危害を及ぼすおそれのある屋外広告物の掲出
は禁じられています。
　広告物を掲出する場合は、定期的な点検を行
い、広告物の安全管理を徹底してください。

安全管理を徹底しましょう

　市では、条例に基づき地域によって掲出できる広告
物の大きさや高さに基準を設けて規制しています。必
要な許可を得ていない場合は、条例違反となります。

屋外広告物は許可が必要です
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硬式テニススクール受講生募集
■時 10/5、10/12、11/9、11/16、
12/7、12/21、1/11、1/25 
19時30分～21時　(全8回、水曜日)
■所 長浜バイオ大学ドーム(長浜市田村町1320)
■対 11歳以上の初級者　
■定 20人(先着順)　
■料 7,000円(全8回)
■申 9月27日(火)までに名前と連絡先を
下記へ
問 長浜テニス協会
□〉　nagahamatennis@yahoo.co.jp

米原・ふるさと見聞講座受講者募集
■第1回「曳山3基が子ども歌舞伎を競演｣
■時 10月9日(日)9時～12時30分
■所 米原学びあいステーション
■第2回「東草野の山村景観」
■時 10月19日(水)9時～12時30分
■所 伊吹山文化資料館
■第3回「一豊の母の郷と名刹福田寺｣
■時 10月28日(金)9時～12時30分
■所 福田寺
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
■料 700円(3回分、資料代・保険料・
拝観料などを含む)
■申 9月30日(金)までに下記へ
問 米原観光ボランティアガイド協会
　 ☎ 56-0440 (平日9時～15時)
　 市 シティセールス課
　 ☎ 53-5140　□FAX　53-5139

お仕事体験DAY参加者募集(無料)
■検品、ピッキング作業体験
■時 9月20日(火)10時～12時
■所 株式会社ナンガ(本市場182-1)
■ワイヤーハーネス組み立て作業体験
■時 9月28日(水)10時～12時
■所 福岡産業株式会社(長浜市神照町888-6)
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 県内の子育て期の女性 ＊託児あり
■定 各日5人(先着順)
■申 下記へ事前予約
問 合同会社LOCO
　 ☎ 0749-53-4480　
　 LINE▶@naj8040k
　 □〉　loco.living1@gmail.com

催催し・イベント

滋賀の保育所・認定こども園等
就職フェア
■時 9月11日(日)14時～16時
■所 ビバシティ彦根(彦根市竹ヶ鼻43-1)
■対 保育の職場に就労希望の学生、一般求職者
■内 各園の保育内容や特色、採用情報、
働く保育士の話など
問 滋賀県保育士・保育所支援センター
　 ☎077-525-5203　□FAX　077-521-2117
 　 □URL　https://shiga-hoiku.jp/

第2回保育士再就職支援研修会・
保育補助者研修会IN大津
■時 9月8日(木)10時～12時
　 　　　　　13時～15時
　 9月15日(木)10時～12時
　 　　　　　　13時～15時
■所 滋賀県保育士・保育所支援センター
2階研修室(大津市におの浜4-4-5)
■対 県内の保育施設への就職・再就職
を希望する人
■内 現場経験豊富な園長や保育士が、
最近の事情や最新の保育知識を解説
■申 9月1日(木)までに下記へ
問 滋賀県保育士・保育所支援センター
　 ☎077-516-9090　□FAX　077-521-2117
 　 □URL　https://shiga-hoiku.jp/

第76回滋賀県美術展覧会作品募集
■平面・書のみの作品搬入
■時 11月25日(金)、26日(土)
■所 草津市立草津クレアホール(草津市野路6-15-11)
■平面・立体・工芸・書の作品搬入
■時 11月26日(土)
■所 滋賀県立文化産業交流会館
■立体・工芸のみの作品搬入
■時 11月26日(土)、27日(日)
■所 滋賀県立美術館(大津市瀬田南大萱町1740-1)
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
■時 各日とも10時30分～16時
■対 県内に在住または通勤・通学する人
(中学生以下は除く)
■料 作品1点につき1,300円 
※18歳未満の人は減免申請により650円になります。
■申 詳細は下記URLから
問 滋賀県芸術文化祭実行委員会事務局
　 ☎ 077-523-7146
 □URL　https://www.biwako-arts.or.jp/rd/about/shiga_art/

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 9月14日(水)13時30分～14時30分
○愛らんど 　☎58-1770
　■時 9月26日(月)13時30分～14時30分
---------------------------------------
■対 おおむね65歳以上の人
■持 飲み物、タオル、屋内用シューズ、マスク
＊各会場への事前申し込みが必要です
(各定員5人)

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・交流会
■時 10月8日(土)9時～12時
■所 世継自治会館・(有)親和農場(世継)
■内 講座：保育のこころ、交流会：稲刈り体験
■料 100円(小学生以下無料)
■申 10月1日(土)までに下記へ
問 米原市ファミリー・サポート・センター
　 ☎54-3100　□FAX　54-3115

危険物取扱者試験事前講習会
■時 9月18日(日)9時～16時50分
■所 長浜市民交流センター(長浜市地福寺町4-36)
■定 60人(先着順)
■内 危険物関係法令の解説など
■料 防火保安協会会員1,000円、
　　非会員2,000円
　問・申 米原市防火保安協会事務局
　　 ☎55-0108　

8月18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。

寄附金をいただきました
　日昇金属(株)から現金
50万円を寄附いただき
ました。寄附金は、中
学校への入学支援に活
用されます。

９月のテレビガイド 毎週金曜日更新
放送期間

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。

9/2～9/8
9/9～9/15
9/16～9/22
9/23～9/29
9/30～10/6

原子力災害を知る・備える
地域の話題をお届け
伊吹山歴史物語「ヤマトタケルと荒ぶる神」
一人ひとりの心がけから守る地域の交通安全
かっとび伊吹　ファイナル大会をお届け

主な内容

問 市 情報政策課　☎53-5163　□FAX　53-5149

都市計画道路の変更に関する
説明会(申込不要)
■時 9月22日(木)19時から
■所 米原市役所本庁舎3階 会議室3-C
■内 都市計画道路見直し方針に基づき、
市決定の都市計画道路の変更に関す
る説明会を開催します。

詳細は
市公式ウェブサイトから▶

問 市 都市計画課
　 ☎53-5144　□FAX　53-5138
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知お知らせ 募 募集

2023年版県民手帳 予約受付中
サイズ▶139mm×82mm
受取時期▶11月上旬予定
編集発行▶滋賀県統計協会
               (☎077-528-3393)
■料 1冊700円
■申　9月20日(火)までに情報政策課また
は以下へ電話か直接窓口で予約くださ
い。
地域振興課(山東支所)☎53-5171
市民自治センター
近江☎53-5191　伊吹☎53-5190
問 市 情報政策課
　 ☎ 53-5163　□FAX　53-5149

10月1日～7日は｢公証週間｣です
■時 9/23㊎㊗、9/24㊏ 9時～13時
10/4㊋～10/6㊍　9時～19時
10/8㊏、10/10㊊㊗　9時～13時
■所　長浜公証役場(長浜市勝町715)
■内　遺言、任意後見、離婚(養育費等)の
無料相談
■申　下記へ事前予約
問 長浜公証役場
　 ☎ 0749-63-8377　□FAX　0749-68-1771
□〉　that_6f_4c@yahoo.co.jp

人権意識調査にご協力ください
■時　9月30日(金)まで
■対　市内在住の18歳以上の人から2000
人を無作為抽出
問 市 人権政策課
　 ☎ 53-5167　□FAX　53-5148

ニホンザル生息状況調査に
ご協力ください
■時 9月12日(月)～10月7日(金)
■内 調査員が巡回中、ほ場等にいる人か
らサル被害についてお話しを伺います。
問 県 自然環境保全課鳥獣対策室　
　 ☎ 077-528-3489
　 (株)野生鳥獣保護管理事務所　
　 ☎ 078-982-3340
　 市 まち保全課
　 ☎ 53-5175　□FAX　53-5179

選定療養費が変わります
市立長浜病院に受診する人で、他の医
療機関の紹介状が無い場合は選定療
養費が掛かります。

問 市立長浜病院医事課
　 ☎ 0749-68-2300
 　□FAX　0749-65-1259

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 9月10日(土)、29日(木)
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

米原市民チャリティーゴルフ大会
■時 10月15日(土)
■所 彦根カントリークラブ
■対 市内在住または市内在勤の人　
■定 120人(先着順)　
■料 参加料1人3,000円＋プレー代金
12,250円[昼食1,000円分付](参加料
は当日集めます)
■申 9月30日(金)までに下記へ
＊申込用紙は本庁舎、山東支所、
各市民自治センター、各学びあいステ
ーションに設置
問 近江学びあいステーション
　 ☎ 52-3483　□FAX　52-3895

自衛官募集

問 自衛隊滋賀地方協力本部 彦根地域事務所
　 ☎ 0749-26-0587
介護職員初任者研修受講生募集
■時 9月26日(月)～12月23日(金)
■所 特別養護老人ホーム アンタレスほか
■対 全課程(24回)を受講できる人　
■定 40人
■料 33,000円(教材・実習費含む)
＊研修の全日程を受講し、修了評価に
合格した人に5,000円を返金
■申 9月25日(日)までに下記へ
問 社会福祉法人 青祥会
　 ☎ 0749-68-4114

■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

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催決定!
　滋賀県が令和7年開催の第79回国民スポーツ
大会・第24回全国障害者スポーツ大会(わた
SHIGA輝く国スポ・障スポ)の開催地に決定しま
した。これに伴い、記念イベントを開催します。
 日 時  9月11日(日)11時～17時
 場 所  イオンモール草津

滋大祭フリーマーケット出店募集
■時 10月29日(土)、30日(日)
10時～16時(9時受付開始）
■所 滋賀大学経済学部
　 (彦根市馬場1－1－1)
■定 各日65区画(先着順)
■料 1日1区画500円、両日1区画700円
■申 9月1日(木)～30日(金)にQRコードから
問 滋大祭実行委員会　☎ 070-8935-6323
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募集区分

自衛官候補生
防衛大学校学生
（一般）

陸上自衛隊高等
工科学校生徒
（一般）

　　　　対象
18歳以上33歳未満の人

高校を卒業（見込み含む）
した18歳以上21歳未満の人

中学校を卒業（見込み含む）
した17歳未満の男子　

受付期限

随時

10月26日(水)まで

10月1日(土)～　　
令和5年1月6日(金)

内容

初診時選定療養費
（他の医療機関の紹介
状がなく初診の場合）

再診時選定療養費
(他院から他の医療機
関へ紹介後、紹介状
がなく再診の場合)

現行

5,500円（税込）

2,750円（税込）

10月1日（土）から

7,700円（税込）

3,300円（税込）
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