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２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
２月６日(木)・20日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
２月13日(木)・27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(旧町分含む)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

s国民健康保険税（普通徴収）第9期
s介護保険料（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28日(金)

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除く)
について、納付書の使用期限まではコン
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

１月６日、山
東公民館で書き
初め教室が開催
され、小学生９
人が参加しまし
た。山東毛筆ク
ラブの６人か
ら、筆の持ち方
や止め、払いなど筆遣いのアドバイス
を受け、力強く筆を走らせました。書
き終えた後は、みんなでぜんざいをい
ただきました。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

新年の思いを込めて書き初め教室

相　談 

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。事前に予約が必要です。

時間s10時から12時まで
■■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します。お気
軽にご来場ください。

会場s米原公民館
■問 市 商工観光課(伊吹庁舎)

1 58－2227 5 58－1197

心配ごと総合相談

法律相談

結婚相談

相談日

02月13日(木)

03月13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）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

02月13日(木）

02月22日(土）

02月27日(木）
0

03月13日(木）

03月20日(木）

03月27日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

ルッチプラザ（長岡1050-1）

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)
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日　付

02月13日(木)

02月22日(土)

時　間

13時30分から16時まで

09時30分から12時まで

●日　　時　３月１日(土) 15時～20時まで
●場　　所　ルッチプラザ　健康ルーム　調理室
●募集人数　男女各15人
●参 加 費 男性3,000円、女性1,000円
●募集締切　２月14日(金)まで
●申込み・お問い合わせ

米原市結婚相談所事務局
(市商工観光課内)
1 58－2227 5 58－1197

米原結婚相談所　婚活企画

「ほかほかクッキング鍋パーティー」に参加しませんか？

●スケジュール●
15時 受付・あいさつ

自己紹介タイム
16時30分 調理開始、歓談
17時30分 食事・歓談
19時30分 マッチング集計・

発表
20時 解散
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＊平成26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　1 0749ー23ー1114

屋外広告物は、情報を提供するだけではなく、まちの景観を構成する重要な要素の一つです。しかし、周囲の風景と
調和しない規模・色彩の看板や、無秩序な表示は景観を損ねる原因となります。また、管理が適正に行われていないと、
人に危害を与える場合もあります。
このようなことを防止するために、米原市では「滋賀県屋外広告物条例」によって一定のルールを定めています。

知っていますか？屋外広告物のルール

■問 市　土木部　都市計画課(近江庁舎)  152ー6926 5 52ー8790

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～
●国民年金保険料を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。新規で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。

●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、
市役所各庁舎自治振興課

年金事務所、
市役所各庁舎自治振興課

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

６か月
前納

1回

12回

12回

2回

3,780円

600円

0円

2,060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

176,700円

178,420円
(89,210円)×2回

177,280円

179,020円
(89,510円)×2回

翌月末振替
180,480円

(15,040円)×12回

当月末振替「早割制度」
179,880円

(14,990円)×12回

翌月末振替
180,480円

(15,040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」を利用した場合参考 平成25年度保険料額

屋外広告物を掲出する際には
許可申請が必要となる場合があります。
取り付け前に都市計画課へ相談して下さい。
※現在未申請となっている屋外広告物の掲出者の方へ連絡をしています。
市の景観づくりにご協力をお願いします。

このような広告物は掲出できません！
・老朽や汚れ、色あせが著しいもの
・倒壊等危険なもの
・道路交通の安全を阻害するもの
・地色が黒や原色のもの
・ガードレールや標識などを利用して掲出するもの

※自家用広告物…自己の店名、事業内容などを
自己の営業所、工場等に表示するもの
※非自家用広告物…自家用広告物以外

99違反広告物
の一例

３㎡ 

５㎡ 

３㎡ 

株式会社 
◆非自家用広告物
原則申請が必要です。

ガードレール ガードレール 道路標識 道路標識 街路樹 街路樹 消火栓 消火栓 

◆自家用広告物
合計面積10㎡以上は
申請が必要です。
(琵琶湖周辺等
一部地域では５㎡以上)
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会員の自慢料理第5弾。炊き込みご
飯＆お手軽手羽先唐揚げを作ります。
日時s２月８日(土)13時～16時
集合場所sジョイいぶき（伊吹薬草
の里文化センター）１階　調理室

参加費s1,000円
持ち物sエプロン、手拭き、三角巾、

筆記具
定員s20人
申込締切s２月５日(水）まで
■■申・■問 一寸同志会事務局

1・5 56－2255(直井)
naoi-siga@za.ztv.ne.jp

刑事裁判の傍聴、質問コーナーな
ど、裁判員制度についてわかりやす
く説明します。どなたでもお気軽に
ご参加ください。
日時s２月28日（金）

13時15分～15時20分
会場s大津地方・家庭裁判所別館

（大津市京町3-1-2）
定員s先着40人(事前予約要)
その他s刑事裁判の傍聴は、都合に
より広報用映画の上映に変更する
場合があります。

■■申・■問 大津地方裁判所事務局
1 077ー503ー8112

しだれ盆梅ばかり
を集めました。梅の
香とともに丹精込め
て育てられた盆梅を
お楽しみください。
期間▼
２月28日(金)まで
（火曜定休） 10時～17時
場所▼醒井水の宿駅
ヒロ・ヤマガタ湧水ギャラリー
■問 醒井水の宿駅

1 54－8222 5 54－8223

広い国際的視野とリーダーシップ
を身に付けた青年を育成することを
目的に実施する平成26年度事業の参
加者を募集しています。
・グローバルユースリーダー育成　　

（２～３月）
・国際青年育成交流　　　　（９月）
・日本・韓国青年親善事業 （９月）
・青年社会活動コアリーダー
育成プログラム　　　　　（10月）
・東南アジア青年の船 (10月～12月)

詳しくは下記のホームページを
ご覧ください。
URL http://www.cao.go.jp/koryu/

■問 県子ども・青少年局　
1 077－528－3557

催し アクティブシニア交流会
～男の料理教室～

催し 裁判員制度説明会

催し しだれ盆梅展

おしらせ 青年国際交流事業に
参加しませんか？

5,000

入場無料

参加無料

まちづくりに関わる人、関わり
たい人が集まり、それぞれの活動
紹介や参加者同士の交流ができま
す。ぜひご参加ください！
日時s2月15日(土)13時～16時30分
会場sルッチプラザ(長岡1050-1)
内容▼
・講演会

福井の人々との出会いを楽
しむ旅のガイドブック『福井
人』の制作委員会の方々から
お話を伺います。

・活動団体の取り組み紹介、み
んなで米原のいいところを探
るマップづくり、好評の石臼
コーヒーなど

■問 市　政策調整課（米原庁舎）
1 52－6626 5 52－5195

ま ち づ く り
財 の 森 会

集
人

▲ガイドブック「福井人」

▲石臼でコーヒー豆を挽く様子

４ 月 入 学 生 募 集
あなたの夢が拓きます 放 送 大 学

出願期限 平成26年２月28日(金）まで
入学試験はありません。 １科目でも学べます。
大学卒業資格が取得できます。 自宅で学べます。
出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。

放送大学 滋賀学習センター Ｔel. ０７７－５４５－０３６２
〒５２０－２１２３　大津市瀬田大江町横谷１－５　龍谷大学瀬田キャンパス内

もっと知ろう、
まいばらのこと 参加

無料


