
17 2014.7.1

くらしのガイド 

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3日(木)・17日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
7月10日(木)・24日(木)・31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

7月の税等料金・納付のお知らせ

7月の時間外窓口のご案内

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 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(木）
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(後期高齢者医療保険
料・下水道事業受益者負担金を除
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

５月31日、
伊吹小学校の児
童92人と保護
者71人が伊吹
山へ登りまし
た。自分の体力
に合わせて3合
目まで、山頂ま
でのコースを選んで登ります。
３合目では、白イノシシのキャラ
クターが出迎え、疲れた児童たちを
和ませていました。
（表紙　写真サポーター　松居直和）

伊吹山へ登ろう！

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～12時
受付時間s10時～11時
相談時間s1時間程度
■問 市 福祉支援課(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～12時
相談時間s30分以内
費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援課(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～12時
■■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山東公民館
対象s市内に在住または在勤する

未婚の人
■問 市 子育て支援課(山東庁舎)

1 55－8104 5 55－4040

心配ごと総合相談

相 談

法律相談
結婚相談

相談日

7月10日(木)

8月14日(木)

会　場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ゆめホール（三吉570）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

07月10日(木）

07月17日(木）

07月24日(木）

08月07日(木）

08月16日(土）

08月21日(木）
0

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

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)

相
談
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(火)
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(火）

(火）

(火）

会
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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
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相談日

7月10日(木)

7月26日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

滋賀労働局では、中小企業・小規模事業主のみなさまへの支援事業と
して次の事業を実施しています。

・「中小企業労務管理相談センター」の開設
経営面と労働面の相談にワンストップで対応する無料相談窓口

・「業務改善助成金」の交付
労働能率の増進に資する設備・器具の導入等について業務改善する経費を助成

詳細は以下にお問い合わせください。

■問 中小企業労務管理相談センター　 1 077－526－3760
滋賀労働局労働基準部賃金室　 1 077－522－6654

「中小企業労務管理相談センター」および
「業務改善助成金」のお知らせ
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日時s8月2日(土)7時30分～9時30分
場所s長浜地方卸売市場（田村町）
内容s卸売場・セリ場などの施設見
学、マイナス20℃の冷蔵庫体験、
魚・果物の試食など（参加費は無料）

対象s米原市および長浜市在住の小
学生と保護者

定員s20組40人（初めての人優先）
※応募者多数の場合は抽選
申込s７月１日(火)～14日(月)
７時～17時までに電話もしくはメー
ルにて（水曜・日曜・祝日は休み）

■問 長浜地方卸売市場　
1 63－4000
nagasijo@mx.bw.dream.jp

毎月第２土曜日は、通常入場で
きない卸売市場を一般開放します。
日時s７月12日（土）11時～13時
場所s長浜地方卸売市場（田村町）
内容s特売セール、福引抽選会、
均一コーナー、軽食コーナーなど

■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000

山の樹木ときれいなダム湖を見
に来ませんか。渓流魚（マス等）
の魚つかみ、水鉄砲づくりの体験
もできます。参加費は無料です。
日時s７月12日(土)

9時30分～11時30分
場所s姉川ダム管理事務所（曲谷）
対象s小学生（保護者同伴）
定員s20人＊申込多数の場合抽選

当選者には7月8日(火)17時ま
でに連絡します。

申込s７月７日(月)12時までに下
記へ電話にて(土日は除く)

■問 姉川ダム管理事務所
1 59－0061

国蝶のオオムラサキを、すぐ近
くで撮影しませんか。カメラ持参
であれば、どなたでも参加できま
す。(無料）
日時s７月６日(日)15時～17時
＊14時30分～15時に多和田会館
前へ集合（駐車場あり）

＊荒天中止
場所sかぶと山の山麓、観察ハウス
持物s撮影機器、水筒、雨具
■■問 近江・オオムラサキを守る会（樋口）

1 54－0440

催し 夏休み
親子市場見学会

催し きゃんせ土曜市

催し 森と湖に親しむ
姉川ダム夏のイベント

催し オオムラサキの
撮影会

社会を明るくする運動の強調月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

この運動は、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、明るい社会を築こうとするものです。
犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えるとともに、犯罪
や非行に陥らない地域社会をめざして、理解と協力の輪を広
げましょう。

■問 第64回“社会を明るくする運動”米原市地区実施委員会
社会福祉課（山東庁舎） 1 55－8102

青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間です
県内の少年非行の現状は、非行の入口と言われる万引きな

どの初発型非行で検挙・補導される少年が多く、深刻な状況
にあります。
また、インターネット上には有害な情報が氾濫しており、

こうしたサイト等を通じて青少年が児童ポルノや児童買春な
どの被害に遭ったり、トラブルに巻き込まれるなど極めて憂
慮すべき状況にあります。
「地域の力で子どもをまもり、はぐくむ」という観点に立ち、
地域が一体となり青少年の非行・被害を防止するため、みな
さんのご協力をお願いします。

■問 米原市少年センター　(Ｓ・Ｃプラザ内) 1 54－5001
米原市青少年育成市民会議（山東庁舎子育て支援課） 1 55－8104

７月は

なくそう就職差別

企業内公正採用・
人権啓発推進月間です
就職は、生活の安定や生きがいを求め

る上で、とても重要なことです。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 58－2227

ルッチプラザ夏祭り「じゃん
ぐるっち」を今年も開催!!大好評
の「ゆるキャラ大集合」では湖
北のゆるキャラが勢揃い！図書
館やデイサービスセンターでの
お楽しみコーナーもあります。
ぜひ、ご家族お揃いで、夏休
みの１日を「じゃんぐるっち」
でお楽しみください。

その他の主な催し物
・健康推進員によるフルーツゼリー
・バルーンアート体験コーナー
・駄菓子の販売、スーパーボールすくい
・アニメ映画の上映会（２回上映）
・米原警察署の交通安全シュミレータ－体験
・米原消防署の地震体験
・長浜税務署の紙芝居
■問 ルッチプラザ 1 55－4550

ルッチプラザ夏祭り

「じゃんぐるっち」 ８月２日(土) 10時～16時






