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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。奇数月には身体障がい者・
知的障がい者の相談もあわせて行
います。
相談は無料で、秘密は厳守され

ます。時間はいずれも10時から12
時までで、相談時間は1時間程度で
す。受付は10時から11時です。

■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
応じる「法律相談」を開設してい
ます。秘密は厳守されます。
時間はいずれも10時から12時ま

でで、相談時間は30分以内で、事
前に予約が必要です。

費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援局(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

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。
日時▼
1月10日(木) 13時30分～16時
1月26日(土) 09時30分～12時
会場s伊吹薬草の里文化センター
■問 市 商工観光課(伊吹庁舎)

1 58－2227 5 58－1197

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。時間はいずれも10
時から12時まで。

＊前日までの予約、電話またはセン
ターでの直接相談が原則です。

＊相談無料・秘密厳守、男女問わず
受け付けます。

■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

心配ごと総合相談

法律相談

結婚相談 １月の時間外窓口のご案内

夜間窓口（19時まで延長）
《実施日と場所》
◎伊吹庁舎・近江庁舎
1月10日(木)・24日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
1月17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(旧町ナンバー含む)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

相談日

1月10日(木)

2月14日(木)

会　場

ゆめホール(三吉570）

ルッチプラザ(長岡1050-1)
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１月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税 第4期
s国民健康保険税(普通徴収) 第8期
s介護保険料(普通徴収) 第8期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第7期
s保育所保育料 1月分
s水道料金 1月分
（11～12月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 1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 １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～

上記の税等について、納付書の使用
期限までなら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

12月11日、
甲津原の行徳
寺でみらいつ
くり隊と泉市
長の新春座談
の撮影が行わ
れました。こ
の日は、雪が
降り続く寒い
一日でした
が、隊員のみ
なさんの熱意を感じる夜でした。

（写真サポーター 松居直和）

雪がしんしんと降る
甲津原で

相談日 会　場

1月10日(木)

1月17日(木)

1月24日(木)

2月07日(木)

2月16日(土)

2月28日(木)

和
なごみ

ふれあいセンター(朝妻筑摩34-

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）

和
なごみ

ふれあいセンター(朝妻筑摩34-

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）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

少年に関する悩みごとは
米原市少年センターへ
不登校やいじめ、進学や仕事
など、青少年に関するあらゆ
る相談を受け付けています。

相談専用電話1 54－5000

平成25年度「県政モニター」を募集
アンケート調査への回答や、県政に関する意見や
提案の提出にご協力いただける「県政モニター」を
募集しています。

●活動期間　平成25年4月から平成26年3月31日まで
●応募方法 滋賀県ホームページ「しがネット受付サ

ービス」からお申し込みください。
●応募締切　2月15日(金)17時

■問 滋賀県広報課 県民の声担当　1077－528－3046

詳しくは、こちらのURLから
http://www.pref.shiga.jp/
a/koho/monitor/index.html



新春テレビガイド 
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学校支援地域本部事業
読書で支援絆事業　成果報告会

みと本は　
っと　
かよし

市では、地域のボランティアさ
んにご協力いただきながら、巡回
文庫や学校図書館の整備など、子
どもたちの読書環境の充実に努
めています。この取り組みにつ
いて、次のとおり成果報告会を
開催します。

日時　1月26日(土)10時～
会場　ルッチプラザ
●「わたしの好きなこの1冊」
各小学校の代表児童が、お気に
入りの絵本や児童書を紹介。好き
なセリフや場面、本との出会いの
思い出などを発表していただきま
す。
●読書感想文の発表
●伊吹小学校5年生の群読の実演

ご来場いただいた方に、冊子
「わたしの好きなこの1冊」をプレ
ゼント。発表者を含め約70冊の
おすすめコメントを掲載する予定
です。入場は無料で、申込は不要
です。ぜひご来場ください。
■問 山東図書館 1 55ー4554

国民年金は、老後の生活保障だけでなく、
万が一病気やケガで重い障がいが残ったと
きなどに、あなたや家族を支えてくれる公
的年金制度です。20歳になったら必ず加入
しましょう。

20歳になったとき
●職場の厚生年金などに加入していない人
には、20歳到達日の前月に日本年金機
構から加入手続きのご案内を送付します。忘れずに手続きを行ってく
ださい。

●手続きは、市役所各庁舎・行政サービスセンターまたは日本年金機構
彦根年金事務所で。

20歳前から障がいをお持ちの方
●20歳前から障がいを持っておられる方は、障害基礎年金を20歳から受
給できます。（ただし、国民年金法で定められた障がいの状態の方）
詳しくは、右記の相談窓口へお問い合わせください。

新成人のみなさんへ
20歳になったら国民年金に加入！

老齢年金を受けている方には、
１年間の年金の支払総額などを記
載した「源泉徴収票」が１月中旬
に送付されます。確定申告の際に
必要となりますので、大切に保管
してください。
なお、「障害年金」や「遺族年

金」は、非課税のため、源泉徴収
票は送付されません。

年金受給者のみなさんへ
公的年金等の
源泉徴収票が
送付されます

1月1日(火)～1月3日(木)
●新年のごあいさつ
泉峰一市長と的

ま と

場
ば

收
しゅう

治
じ

議長
●新春特集①
「みらいつくり隊と泉市長の新春座談」
～地域のみらい 自分の夢～

1月4日(金)～1月10日(木)
●新春特集②
「岡田兄弟と新成人　

まいばら若者談義」
成人式実行委員会のみなさんと、
市民レポーターの岡

お か

田
だ

健
け ん

太
た

郎
ろ う

さん・
岡
お か

田
だ

通利
み ち と し

さんが語り合います。
●まいばら体操
お正月太りの解消をかねて、みんなで身体を動かしましょう。

1月11日(金)～1月17日(木)
●2012年アンコール放送
1月11日(金) 1月～3月ダイジェスト　セツブンソウふれあい祭りなど
1月12日(土) 4月～6月ダイジェスト　バラの植栽イベントなど
1月13日(日) 7月～9月ダイジェスト　オオムラサキを守る会の自然観察会など
1月14日(月)10月～12月ダイジェスト　ビワマス倶楽部簡易魚道設置作業など
1月15日(火) 特集「まいばら 琵琶湖 くらし1万年」
1月16日(水) 特集「絆マップdeまち歩き(寺倉・上板並編)」
1月17日(木) 特集「絆マップdeまち歩き(世継編)」「米原曳山まつり」

1月18日(金)から通常放送に戻り、新春の話題をお届けします。

「校歌をうたおう」もエンディング
で順番に放送します。

■問 市 広報秘書課(米原庁舎) 1 52ー6627 5 52ー5195

お問い合わせ
日本年金機構彦根年金事務所
お客様相談室 1 0749ー23-1116
市 保険課(近江庁舎) 1 52ー6922

き
ず
な



おうみ棚田 
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市では、再生可能
エネルギー等を利用
する設備の導入に対
し補助金を交付して
います。追加申請の
受付を行いますので、下記補助対象
者の方でまだ補助金の交付を受けて
おられない方は、市公式ウェブサイ
トをご覧いただくか、環境保全課ま
でお問い合わせください。
補助対象s平成24年4月1日以降、
自ら居住する市内の住宅に太陽光
発電設備または薪ストーブを設置
する契約を締結した方で、市税等
の滞納がなく、平成25年3月31日
までに設置が完了する方

補助金額▼
太陽光発電設備 1kwあたり2万円

（限度額8万円）
薪ストーブ　　 1件につき 5万円
＊1棟につき1回までで、両方設置す
る場合はどちらか一方のみ。

提出書類▼
①交付申請
申請書に次の書類を添えて提出し
てください。(契約書の写し・住
民票の写し･納税証明書）

②実績報告
工事完了後、実績報告書に次の書
類を添えて提出してください。
（対象設備に係る領収書の写し・対
象設備の完了前後の写真）

■問 市環境保全課(伊吹庁舎)
1 58ー2230 5 58ー1630

支払いを受けるべき日(通常は退
職した日)が平成25年1月1日以降の
退職所得(分離課税)にかかる個人住
民税(市・県民税)が、次のとおり改
正になりました。
○退職所得に係る個人住民税の所得
割額の10％税額控除が廃止に。

○勤続年数5年以下の法人役員等の
退職所得について2分の1課税が
廃止に。

「法人役員等」とは…
ア 法人税法第2条第15項に規定する
役員

イ国会議員および地方議会議員
ウ国家公務員および地方公務員
■問 市税務課(近江庁舎)

1 52ー1556 5 52ー8730

釣った外来魚を琵琶湖に戻さない
という「琵琶湖ルール」を広めるた
めの大会です。釣り上げにご協力い
ただいた方、先着200人に焼き芋の
無料配布を行います。
日時s1月26日(土)10時～13時

荒天の場合は中止
会場s彦根旧港湾

県立彦根総合運動場で受付
参加費sえさ代として1人100円
＊釣り竿の無料貸し出しあります。
■問 滋賀県琵琶湖レジャー対策室

1 077ー528ー3485

平成25年度(中間年)の入札参加資
格審査申請書を次のとおり受け付け
ます。
区分s建設工事、コンサルタント等
業務、物品供給、庁舎等管理、土
木施設維持管理業務

有効期間s平成25年4月1日から平
成26年3月31日までの1年間

要領の配布s管財課(米原庁舎)およ
び山東・伊吹・近江庁舎で配布し
ているほか、市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。郵送
請求も可能です。

受付期間s2月4日(月)～2月15日(金)
9時～12時/13時～16時

＊いずれも土・日・祝日を除く。
受付方法s管財課へ直接持参のみと
し、郵便受付はしません。

提出方法s書類はA4サイズのファ
イルにひも綴じし、各部門とも正
本１部（「提出書類確認および受
理票」のみ2部）を提出。詳細に
ついては、入札参加資格審査申請
書提出要領をご覧ください。

■問 市 管財課(米原庁舎)
1 52ー6781 5 52ー4447

クレジット・サラ金・過払請求 

返しても返しても、少しも減らない借金･･･ 
誰にも相談できずに悩んでいませんか？ 
勇気を出してご相談下さい。 

借金のお悩み解決します 

あい湖司法書士事務所 
通話 
無料 0120-001-694  

相談無料　分割払可能　秘密厳守 大津市京町三丁目3番1号 
A&M・OTSUビル2F 
TEL 077-527-0023 
土・日・祝日、夜間の対応可 
（平日9:00～17:30の時間帯に要予約） 

ひ    ど 

司法書士　飛渡 あい子 

JR大津駅 
徒歩3分 

弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料　 １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士 竹内　 寛 
弁護士 中村 明宏 
（滋賀弁護士会所 属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530

おしらせ 

催し 琵琶湖を守ろう！
冬の外来魚駆除釣り大会

おしらせ 入札参加資格審査の
申請書の受付について

太陽光発電等補助制度
追加受付を行います！

おしらせ 退職所得の個人住民税
の改正について

11月18日(日)
醒井養鱒場で開催されたビワ

マスシンポジウムで、ビワマス
の卵をもらってきたよ。ペット
ボトルに入れたまま、冷蔵庫で
育ててねって言われたけど、こ
んな寒いところで大丈夫かなぁ。

12月17日(月)
実験から１か月で、元気にふ

化したよ！小さな小さな稚魚だ
けど、これも大切な命だね。し
ばらくは、お腹に持っている栄
養で成長するから、エサをあげ
る必要はないんだって。

■問 天野川ビワマス遡上プロジェクト会議(環境保全課)
1 58ー2230  5 58ー1630

ビワマスふ化実験 観 察日記　

ふ化実験中のみなさん。
ご不明な点は、こちらまで！

曲谷で雪かきボランティア募集！
●日時　２月２日(土)9時30分～
●場所　曲谷地区　●定員 20人
応募方法など詳しくは下記ホームページ
をご覧ください。

http:www.pref.shiga.jp/g/noson/tanada/

■問 滋賀県農村振興課1077-528-3961


