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米原市内の交通事故（平成25年3月31日現在）※カッコ内は前年比
件数 40件（－3件）、死者 0人（0人）、傷者 50人（－19人）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道

今年度の税や料金などの納期限は下記のとおりです。
納付計画の参考にしてください。

平成25年度 税・料金等の納期限について

◆納付は便利な口座振替で 市の窓口や指定金融機関に口座番号のわかるものと口座の届出印をご持参ください。
◆コンビニ納付も便利です 24時間いつでも気軽にコンビニで納付ができます。（後期高齢者医療保険料・下水道事業受益者負担金は除く）

市県民税(普通徴収)
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税(普通徴収)
後期高齢者医療保険料(普通徴収)
保育所保育料
介護保険料(普通徴収)
水道料金(上水・簡水)
下水道使用料(公共・農村)
下水道事業受益者負担金
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●平成25年度上半期の受入日程

●受付時間
8時30分～12時/13時～16時30分
●料金
10kgまでごとに40円
＊指定ごみ袋で持ち込む場合は無料

●ごみの種類と受入先

●注意事項
①日程が変更になる場合は、事前に広報等でお知らせし
ます。

②持ち込みの際には、指定道路を通り、大依町内では制
限速度20km以下を厳守した安全走行をお願いします。

●交付枚数
対象者１人あたり年度間(4月～翌3月)50枚が上限
●専用指定袋で排出できるもの
①紙おむつ ②尿とりパッド
③処理に使用した少量のティッシュ類
●申請方法
指定の申請書に必要事項を記入し、受付窓口に提出し
てください。（認印が必要です）
＊本人またはご家族の方、交付対象者から委任を受けた
方が申請できます。

＊受付窓口は、市役所各庁舎の窓口、各行政サービスセ
ンター、環境保全課です。

乳幼児がおられる家庭や介護などで常時紙おむつ類を
使用される家庭を対象に、「紙おむつ類専用ごみ指定袋」
を交付します。申請に基づいて無料で交付しますので、
必要な方は手続きを行ってください。
●交付対象者 市内にお住まいで、在宅で常時紙おむ
つ類を必要とされる次の方。
＊里帰り出産の方は対象外です。
①3歳以下の乳幼児
（平成22年4月1日～平成26年3月31日生まれ）
②介護等が必要な方

毎月第４日曜日に
家庭ごみの持ち込みができます

「紙おむつ類専用ごみ指定袋」
無料交付の申請受付中！

4月28日(日) 第4日曜日

5月26日(日) 第4日曜日

6月23日(日) 第4日曜日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

7月28日(日) 第4日曜日

8月25日(日) 第4日曜日

9月22日(日) 第4日曜日

ごみの種類

可燃ごみ・資源ごみ
古紙、空き缶、ペットボトル

は持込不可

クリスタルプラザ
162-7141

(長浜市八幡中山町200)

不燃ごみ・粗大ごみ
エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫）、

洗濯機（衣類乾燥機）、パソコンは持込不可）

クリーンプラント
174-3377

（長浜市大依町1337）

受入場所

■問 市 環境保全課（伊吹庁舎）
1 58－2230 5 58－1630

収納対策課からのおしらせ ■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

環境保全課からのおしらせ
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長浜農業高等学校の生徒が、日頃
の授業や実習で生産した農産物や加
工品を販売します。お誘い合わせの
上、ご来場ください。
日時s4月27日(土）9時～11時
場所s長浜農業高等学校 農場

（長浜市名越町600）
内容s野菜苗・花苗・堆肥・観葉植
物・寄せ植え・農産加工品など

■■■ 長浜農業高等学校
1 62ー0967 5 62ー0876

乳幼児を育児中の方を対象に、講
演会を開催します。「知っておきたい
小児の予防接種について」と題し、
小児科の安齋裕子医師が最近の情報
を中心にお話しします。
参加無料で、託児も行います(要申

込)。お気軽にご参加ください。
日時s5月25日(土)10時～12時
会場s長浜赤十字病院

2号館5階 大会議室
定員s50人程度
申込s5月10日(金)までに下記へ
■ 長浜赤十字病院 社会課

1 63ー2111 5 68ー3312

「フィットネス・フラ」は、フィ
ットネス効果のある易しいフラダン
スです。ゆったりした動きで、癒し
の効果もあります。あなたもチャレ
ンジしてみませんか。
日時s5月21日(火)～11月19日(火)
の第1・第3火曜日(主に月2回)
13時30分～14時30分

会場s人権総合センターS・Cプラザ
受講料s年間2,000円(保険料込)
定員s25人
申込s5月17日(金)締切＊先着順
■ 米原市人権総合センターS・Cプラザ

1 54ー2444 5 54ー3033

平成25年度各会計予算書および水
道事業会計予算書の有償頒布を行い
ます。
価格s1冊1,400円
規格sA4冊子390ページ 約1.1kg
購入方法▼
財政課(米原庁舎1階)で頒布します。
＊郵送を希望される場合は、別途送
料をご負担いただきます。

頒布期間s平成26年3月31日まで
＊数に限りがあるため、なくなり次
第、頒布を終了します。

■ 市 財政課(米原庁舎)
1 52ー1553 5 52ー4447

環境パートナーシップ会議は、米
原市環境基本計画を推進するために、
市民のみなさん、事業者の方、市が
共に考える場です。
「米原の自然が大好き」、「自然と

共生するまちをつくっていきたい」
というみなさん、ぜひご応募くださ
い。
募集人数s2人以内
活動内容s年2回程度の会議に出席
し、環境基本計画を推進するため
の取り組みについて検討

任期s平成25年6月1日～
平成26年2月28日

応募資格s次のすべてに該当する方
・平成25年4月１日現在で満18歳以
上の方

・市内在住・在勤の方
・国もしくは地方公共団体の議員ま
たは常勤の職員でない方

・環境問題に関心を持ち、環境リー
ダーとして活動いただける方

応募期間▼
4月12日(金)～5月8日(水)必着
応募方法s応募用紙に必要事項を記
入し、持参・ファックス・郵送・E
メールで提出。応募用紙は環境保
全課、各庁舎窓口に設置してある
他、市公式ウェブサイトからもダ
ウンロード可。

■ 市 環境保全課（伊吹庁舎）
1 58ー2230 5 58ー1630

kankyohozen@city.maibara.lg.jp

催し 長浜農高
春の農産物販売会

催し 子育て支援講演会
小児の予防接種について

催し 経験がなくても楽しめる！
フィットネス・フラ教室

おしらせ 各会計予算書
有償頒布について

募集 環境パートナーシップ会議
市民委員を募集！

米原市内の犯罪発生状況（平成25年3月31日現在）※カッコ内は前年比
総数 80件（＋20件）、侵入盗罪 10件（＋6件）、乗物盗 11件（＋2件）
非侵入盗罪 40件（＋7件）、その他の刑法犯 19件（＋5件）

車上ねらいが多発しています。
貴重品を車内に置かず施錠を
確実に!!

今月の表紙
日本代表選手と楽しく体験 米原市議会議員一般選挙の日程について

平成25年10月31日任期満了に伴う、米原市議会議員一般選挙の日程を次の
とおり決定しました。

●告示日 平成25年10月13日(日)
●投開票日 平成25年10月20日(日)
●定数 20人

■ 米原市選挙管理委員会(米原庁舎総務課内) 1 52ー1552 5 52ー4447 

3月16日、(財)伊吹山麓青少
年育成事業団主催のアンプテ
ィサッカー体験教室が、伊吹
第２グラウンドで開催されま
した。
アンプティサッカーは、主

に上肢や下肢の切断障がいを
持った選手がプレーするサッ
カーです。
この日は地元出身の冨岡忠

幸選手を含む日本代表選手と、
参加者の練習試合が行われま
した。子どもたちは、楽しみ
ながらアンプティサッカーを
体験しました。

参考データ 前回の米原市議会議員一般選挙の執行状況
（平成21年10月18日執行）

◇有権者数 32,679人 ◇投票者数 22,351人 ◇投票率 68.40％


