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

取扱業務 /マイナンバーカードの申請・交付・更新、
暗証番号の再設定、マイナポイントの申し込み手続きなど

12月の相談窓口 12月の時間外窓口

12月の税･料金等の納付

13日(火) 本庁舎3階　会議室3-E
20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)

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

27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)・21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。

１１日(日) 9時30分～12時
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
１月４日(水)です

●固定資産税　　　　第4期　●国民健康保険税　 第7期
●後期高齢者医療保険料 第6期　●保育料　 　　　12月分
●介護保険料　　 　第7期
問市 収納対策課　☎53-5116　□FAX 53-5118

問市 市民保険課　☎53-5113　□FAX 53-5118

●水道料金　　　  １2月分　●下水道使用料　  １2月分

問市 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11月1日現在】
人口▶37,906人 (‒11人)、男▶18,499人 (＋２人)、女▶19,407人 (‒13人) 世帯数▶14,902世帯 (＋１０世帯) 
65歳以上の人数▶11,359人　高齢化率▶２９．97％　外国人人口▶５84人　外国人割合▶1.54％

薬物の乱用はダメ!ゼッタイ! 

人のうごき

くらしのガイド

□問 米原市少年センター(人権総合センターS・C プラザ内)
　☎・□FAX 54-５００１

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

●4日㊐ 近江市民自治センター ●11日㊐ 山東支所
●25日㊐ 本庁舎

12月のマイナンバーカード休日窓口 ８時30分～12時

　※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。

　薬物の乱用は深刻な社会問題の一つとなっています。 
　「薬物乱用」とは、法律やルールから外れた目的や方法で薬物を使用すること
をいいます。覚醒剤、麻薬(コカイン、MDMA)、大麻、危険ドラッグなどの薬物
は、誰かに渡したり、持っているだけでも法律によって厳しく罰せられます。 
　インターネットやＳＮＳの急速な普及に伴い、若者が「薬物乱用による犯罪」に
巻き込まれる危険性が著しく増加しています。青少年の違法薬物の乱用を防止
する地域環境づくりについて、皆さんのご協力をお願いします。 
　薬物乱用、依存防止に限らず、青少年の非行などの心配ごとや悩みごとがあり
ましたら、少年センターまでお気軽にご連絡ください。 

心配や不安は1人で悩まずご相談ください

☎54-5000（相談専用） 厚生労働省 薬物乱用

㉕　広報まいばら ２０２２．１2



催催し・イベント

物忘れ相談室を開催します(無料)
■時 12月13日(火)10時～12時
■所 ふくしあ 2階研修室(新庄77-1)
■内 タッチパネルでの簡単な認知機能
の検査や専門職との相談
問 市 福祉政策課
　 ☎ 53-5121　□FAX　53-5128

カイゴとフクシ就職フェアinしが(無料)
■時 12月3日(土)13時30分～16時
■所 ビバシティ彦根2階ホール
　(彦根市竹ヶ鼻町43-1)
■対 介護・福祉の仕事に興味がある人
■内 出展法人ブースでの説明会
問 滋賀県介護・福祉人材センター
    ひこねセンター
　 ☎ 0749-21-6300　

11月16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。

きこえの相談(無料)
　テレビの音が大きくなった、会話が聞き取りにくいなど聞こえに関するこ
と、補聴器に関すること、生活上の不便や悩みがある人はご相談ください。
■時 令和5年1月28日(土) 　 
10時～、11時～、13時～、14時～、15時～　※１人につき45分間
■所 米原市役所本庁舎 3階　会議室3-C
■内 言語聴覚士への相談
■申 下記へ電話予約または右記QRコードから
　 申請書をダウンロードできます。
問 滋賀県立聴覚障害者センター　☎ 077-561-6111　□FAX　077-565-6101

小さな負担で大きな特典と充実した福利厚生
湖北地域勤労者互助会の新規会員を募集しています
　湖北地域勤労者互助会では、湖北地域の事業主と従業員の福利厚生を充実
させ、働く皆さんの豊かな生活をお手伝いしています。
活動内容　勤続祝金、結婚祝い支給、
　　　　　人間ドック受診、インフルエンザ予防接種の助成、
　　　　　全国の割引提携施設での優待サービス　など
加入対象　湖北地域の中小企業の事業主、従業員、
　　　　　湖北地域に在住または在勤の人
問 湖北地域勤労者互助会　 ☎ 53-3553　　　　　　　　　　▲詳細はこちら

12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。

12/2～12/8
12/9～12/15
12/16～12/22
12/23～12/31

人権動画　Ｈｕｍａｎ　Ｒｉｇｈｔｓ
お得の真実“登録すれば1万円がもらえる！”
森林を守る地域林政アドバイザーの仕事
全国花のまちづくりコンクール優秀賞受賞団体を紹介

主な内容

問 市 情報政策課　☎53-5163　□FAX　53-5149

高齢者等物価高騰等対策生活支援事業
　新型コロナウイルス感染症拡大および原油価格、物価高騰等の影響を受けている高齢者および重度障がい児(者)の生
活を支援します。
対 象 者　令和4年12月１日現在において、市内に住民票があること

①令和5年4月１日までに満75歳になる人
②令和4年12月1日現在において障がい者手帳の交付を受けている人のうち、身体障害者手帳の等級が１級
　または２級の人、療育手帳の等級がＡ１またはＡ２の人、精神障害者保健福祉手帳の等級が１級の人

助 成 額　5,000円分の商品券(1,000円×5枚)
支給時期　12月上旬に商品券を発送します(手続き不要)
問 75歳以上の人 ▶ 市 高齢福祉課　☎ 53-5122　□FAX　53-5119
　　対象の障がい者手帳をお持ちの人 ▶ 市 社会福祉課　☎ 53-5123　□FAX　53-5119

●●●
●●

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

伊吹山テレビで先生による手作り英語番組を放送!
小学生に向けた学習動画「How′s the weather?」
(7分)を放送します。

テレビでの視聴 12/23～12/31
通常番組の後に放送　毎時20分～
市公式YouTubeでの視聴
12/23公開

※学校を通じて視聴用URLをお知らせします。

広報まいばら ２０２２．１2　㉖



知お知らせ

募 募集

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

資源ごみを回収します
■時 12月10日(土)、27日(火)
9時～12時
■所 旧米原庁舎　西側倉庫
＊こほくる～るのとおり分別した資源
ごみ限定
＊庁舎の解体工事により敷地内での迂
回が必要になる場合があります。
問 市 自治環境課
　 ☎ 53-5112　□FAX　53-5138

交通遺児激励金を支給します
■対 令和4年4月1日現在、市内在住で、
交通事故により父または母を亡くした
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
ご相談ください。
問 市 子育て支援課
　 ☎ 53-5132　□FAX　53-5128

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 12月7日(水)13時30分～14時30分
○愛らんど 　☎58-1770
　■時 12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)

介護福祉士国家試験対策公開講座
「全国統一模擬試験」
■時 12月11日(日) 
9時30分　開場
10時～　　　オリエンテーション
10時10分～11時40分　午前試験/63問
12時40分～14時40分　午後試験/62問
15時～16時　ポイント解説
■所 特別養護老人ホームアンタレス4階
(長浜市加田町3360)
■定 30人(先着順)
■料 4,950円(税込)
■申 12月10日(土)12時までに下記へ
問 青祥会法人本部
　 ☎ 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

年末のクリーンプラントへのごみ持ち込み
は事前予約制です
　12月29日(木)、30日(金)にクリーンプラント
へごみを持ち込む場合は、28日(水)までに電話予
約が必要です。

【予約電話番号】0749-74-1300

※受付台数に限りがあるため、希望の日時に予約
　できない場合があります。
※12月は第４日曜日の持ち込みはできません。

問 湖北広域行政事務センター
　（クリーンプラント）
　 ☎ 0749-74-3377
問 市 自治環境課
　 ☎ 53-5112 □FAX　53-5138

募集区分 受付期間

随時

令和5年1月
6日(金)まで

自衛官候補生 

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

中学校を卒業(見
込みを含む)した
17歳未満の男子 

湖北広域行政事務センター
ウェブサイト

令和5年度(中間年)の入札参加
資格審査申請受付
　受付種別　▼
①物品供給②役務その他委託業務
　受付期間　▼
・市内業者および準市内業者
　令和5年1月10日(火)～19日(木)
・市外業者
　令和5年1月20日(金)～31日(火)
　申請方法　▶申請書等を下記へ郵送(信
書扱い)してください。
　書類配布　▶市役所本庁舎、山東支所、
各市民自治センターで配布のほか、
市公式ウェブサイトからダウンロード
　その他注意事項　▼
建設工事およびコンサルタント等業務
の2種別については、令和5年度入札
参加受付より滋賀県および県内市町に
よる共同受付となり、県内共通のシス
テムを利用した電子申請を随時受け付
けています。
※12月23日(金)までが受付期限です
ので、ご注意ください。
問 市 財政契約課
　 ☎ 53-5166　□FAX　53-5148

12月1日(木)から12月31日(土)は
年末の交通安全県民運動です
　交通事故の無い安全・安心な米原市
を目指して、道路を利用する全ての人
が「思いやり」と「ゆずり合い」の気
持ちを持って行動しましょう！
問 滋賀県交通対策協議会
　 ☎ 077-528-3682

●●●
●●

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
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●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
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