
15 public information  Maibara 2012.8.1

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。

■ 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
■■・■ 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▼
8月 9日(木) 13時30分～16時
8月25日(土) 9時30分～12時

会場s近江公民館(両日とも)
■ 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。

■■・■ 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

犯罪被害者支援活動員 養成講座

結婚相談 ８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
8月2日(木)・16日(木)

◎山東庁舎・米原庁舎
8月9日(木)・23日(木)・30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 会 場

8月 9日(木)

8月16日(木)

8月23日(木)

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34-6）

相談日

8月 9日(木)

9月13日(木)

会 場

愛らんど（春照56）

ゆめホール（三吉570）
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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

８月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税 第2期
s国民健康保険税(普通徴収) 第3期
s介護保険料(普通徴収) 第3期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第2期
s保育所保育料 8月分
s水道料金 8月分
（5～6月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 8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）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 8月31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

7月14日、
奥伊吹スキー
場にて「伊吹
の天窓2012」
が開催され、
当日は遠方か
らも多くの方
が来場されていました。
地元産の野菜や特産品の販売はもち
ろん、東草野中学校生徒の有志による
「草かりダンス」など、地域を巻き込
んだ企画の多い一日であり、参加者に
米原市の魅力を伝えられる時間となっ
ていました。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

支援活動員を目指す方、相談支援活動について学びたい方、「聴き上手」
になりたい方などを対象に開催します。
●日 程 9月5日(水)～11月7日(水) 全10回の連続講座
●会 場 滋賀県厚生会館会議室(大津市京町4-3-28)
●定 員 30名程度
●料 金 全コース15,000円・基礎コース12,000円・1日コース2,000円
●締 切 8月31日(金)＊定員になり次第締切

■■・■ おうみ犯罪被害者支援センター 1・5 077ー527ー5310

伊吹の天窓2012が開催されました
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エレベータの研究・製造を行
うフジテック株式会社の会社見
学会を開催します。県内で最も
高い建築物であるエレベータ研
究塔の展望室で、まいばらの元
気・魅力を発見してみてくださ
い。
なお、この事業は市内の企業

に工場などを公開いただき、企
業の活動内容を知ることで、企
業と市民のみなさんとの交流を
広げ、「地域の絆」を深める取り
組みとして実施するものです。

●日 時 8月24日(金) 10時30分～11時30分
米原駅東口に9時45分集合

●対 象 小学生以上の市民の方 40人
小学生は保護者同伴

●参加費 近江鉄道乗車賃(往復)
おとな320円/こども160円

●申 込 往復ハガキに申込者(代表者)の氏名、
住所、電話番号、参加者全員の名前(ふ
りがな)・年齢(学年)を記入して投函

●締 切 8月10日(金) 当日消印有効
＊1枚のハガキで最大4名まで申し込みできます。
＊抽選後、結果はハガキでお知らせします。

■■・■
〒521-8501米原市下多良三丁目3番地
米原市都市振興局「企業見学会」申込受付係
1 52－6784 5 52－5195

フジテック ビッグウィング見学会
～絆事業 まいばらの元気･魅力を発見！～

国勢調査や工業統計調査など、各種統計
調査は私たちの身近なところで実施されて
います。
市では、統計調査員として新たに登録し

ていただける方を募集します。調査員とし
て活動したいという熱意のある方からのご
応募をお待ちしております。

●統計調査員の役割
国や県からの任命を受けて、世帯や事業所などを訪問し、調査

票の記入依頼や回収を行っていただきます。

●登録していただける方
① 20歳以上の方
②統計に関し、責任を持って調査事務を遂行できる方
③秘密の保護に関して責任の持てる方
④警察・税務・徴税・徴収などの業務に従事していない方、
および選挙活動に直接関係ない方

⑤暴力団員でない方、暴力団員と密接な関わりがない方

●申し込み方法
各庁舎の自治振興課または広報秘書課へ申込書を提出してくだ

さい。申込書は市の公式ウェブサイトからダウンロードできるほ
か、広報秘書課までご連絡ください。

●申込締切 締切りはありません。随時募集しています。

統計調査員として
登録しませんか？

医薬品の開発・製造を行うア
ストラゼネカ株式会社（本社：
大阪市北区）から、平成20年以
来、毎月300個のトイレットペ
ーパーを寄贈いただき、小学校
や保育園などに配布しています。
このトイレットペーパーは、

同社の米原工場から出る段ボー
ルや古紙類を循環利用し、環境に優しいトイレットペ
ーパーに再生させたもので、環境教育の一環として大
切に利用させていただいています。
■ 市 政策調整課(米原庁舎)

1 52ー6626 5 52ー5195

■ 市 広報秘書課(米原庁舎)
1 52ー6627 5 52ー5195

環境にやさしい
トイレットペーパーの寄贈
アストラゼネカ株式会社 様

このたび、財団法人
日本公衆電話会から、
「ぼくも、わたしも社
会の一員 こども手
帳」を市内の小学校5
年生を対象に589冊寄
贈いただきました。
この手帳には、「自分の体や命を自分で守る方法」

や「人を助ける方法」などが掲載されています。子ど
もも社会の一員として考えて行動できるよう、安全教
育などに活用させていただきます。
■ 市 学校教育課(山東庁舎)

1 55ー8109 5 55ー4040 

「ぼくも、わたしも
社会の一員 こども手帳」の寄贈
財団法人日本公衆電話会 様

調査員さんのご協力が、
政策の重要な資料にな
っていきます
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次の3件の不動産を公売します。
日時s9月25日(火)13時30分～
会場s米原市役所近江庁舎会議室2F
公売財産▼
(1)見積金額 649,000円
公売保証金額 65,000円
入江字明神439番(田)  1,244㎡
入江字明神439番1(畑)  220㎡
入江字明神439番2(畑)    34㎡

(2)見積金額 723,000円
公売保証金額 73,000円
入江字丸葭134番1 (田) 1,468㎡
入江字丸葭134番2 (田) 31㎡

(3)見積金額 619,000円
公売保証金額 62,000円
朝妻筑摩字直道2095番 (田)

1,335㎡
注意事項s今回の公売財産は、農地
のため米原市農業委員会発行の買
受適格証明書が必要です。買受適
格証明書の発行については、農業
委員会総会審議のため1か月程度
の日数を要し、受付締切日があり
ます。9月総会審議にかかる受付
締切日は8月15日(水)です。

■ 市収納対策課 (近江庁舎)
1 52ー3189 5 52ー6930

受給資格をお持ちの方で、現況
（所得状況）届の提出が必要な方に
書類を郵送します。次のとおり期限
内に提出してください。
提出書類と受付期間
○児童扶養手当現況届
8月1日(水)～8月31日(金)

○特別児童扶養手当所得状況届
8月13日(月)～9月10日(月）
提出場所
こども元気局（山東庁舎）、各庁舎
窓口、各行政サービスセンター
＊郵送での受付は行いません
■ 市 こども元気局(山東庁舎)

1 55ー8104 5 55ー4040

●募集期間
8月20日(月)～9月20日(木)
●募集施設と担当課
山東生涯学習センター
■ 市生涯学習課(ルッチプラザ内)
1 55－8106 5 55－4556
(仮)近江総合体育館
■ 市スポーツ振興室(ルッチプラザ内)
1 55－8020 5 55－4556

詳しくは各担当まで！

おしらせ おしらせ 「児童扶養手当」・「特別
児童扶養手当」の手続き

田島茂代が歌う「日本の歌」
9月9日(日) 14時開演
ソプラノのソリ

ストとして活躍中
の彦根市出身の声
楽家田島さんのコ
ンサート。
豊かな表現力、

透き通った歌声をぜひベルホール
３１０でお楽しみください。
チケット発売中！＊全席自由
一般1,000円(前売)・1,500円(当日)
大学・高校生500円/中学生以下無料
＊未就学児は親子室で鑑賞
～友の会会員特典～
当日会員証を提示すると、無料で入場で
きます。さらに、2枚までチケットを
500円引きで購入できます！

ルッチプラザ夏祭り
「じゃんぐるっち」
8月4日(土) 10時～15時30分
昨年、大好評だったスイーツの

無料配布、バルーンアートや駄菓
子の販売に加え、ロビーコンサー
トなど音楽を楽しむ時間も設けま
した。(一部有料コーナーも併設)
また、今年の目玉は「ゆるキャ

ラ大集合」で湖北のゆるキャラが
勢ぞろい！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。ご家族おそろいで、お
楽しみください。

ブラスクリニックコンサート
8月23日(木) 14時開演
市内の中学校のブラスバンド部

の生徒が、3日間プロの演奏家にレ
ッスンを受けた成果を披露します。

ファーストクラシックコンサート
8月24日(金) 10時開演
プロの演奏家による本物の音楽

に、幼少期から触れてもらうため
開催します。0歳児さんでもOKで
すので、ぜひご来場ください。

第2回ルッチプラザ
ピアノコンクール１次審査

昨年度に引き続き、今年もピア
ノコンクールを開催します。みな
さんのご応募をお待ちしています。
詳しくは募集要項をご覧ください。
申込締切s9月30日(日)

■問 ルッチプラザ(長岡1050-1)
1 55ー4550 5 55ー4556

ルッチプラザニュース！差押財産
不動産公売のお知らせ

指定管理者を募集

日曜・祝日の内科・小児科の救急受診は、
長浜米原休日急患診療所へ！！
救急診療は、あくまでも救急のためのもので時

間外診療ではありません。急病以外のときは通常
の診療時間内に受診してください。
また、日曜・祝日に内科・小児科を救急で受診

される場合は、原則として「長浜米原休日急患診
療所」を受診してください。
※重症の恐れや、検査・入院の必要性がある場合
は病院を受診してください。

８月の救急医療
―休日に具合が悪くなったとき―

小児救急電話相談 短縮ダイヤル＃8000 1077-524-7856

こどもの救急ホームページ http://www.kodomo-qq.jp/

●相談日時 平日・土曜日18時～翌朝8時/日曜日・祝日 9時～翌朝8時
●対象者 県内在住の15歳以下のお子さんとその家族

医療体制

第一次医療体制
（比較的軽症なとき）

長浜米原休日急患診療所
（長浜市宮司町1181-2  165-1525）

受付時間 8時30分～11時30分
12時30分～17時30分

子どもの場合

上記以外

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

日赤

市民

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

市民

日赤

日赤

○ ○ ○ ○ ○

8/5
(日)

8/12
(日)

8/19
(日)

8/26
(月)

9/2
(日)

参加者
募 集

｛
｛

入場無料

入場無料

入場無料



18public information  Maibara 2012.8.1

風に揺れるサ
ギソウ、日本一
小さなハッチョ
ウトンボに会い
に山室湿原に来てください。
山室会館では、湿原の資料や写真

の展示のほか、「サギソウ米」や地
元野菜などを販売する区民フリーマ
ーケットを開催。また、営農による
新米の受け付けも行います。
日時s8月19日(日)9時～15時
場所s山室湿原・山室会館
■ 山室湿原を守る会

1・5 55ー1679(会長 奥田)

市では、「絆で築く元気な米原市」
を目指し、地域ぐるみであいさつ運
動の取り組みを展開しています。
あいさつの大切さ、家族や職場な

どでのあいさつを通した人とのつな
がりなどを20字程度にまとめた標語
をご応募ください。
応募資格s市内在住・在学・在勤の方
応募方法s所定の応募用紙かA4サイ
ズまでの用紙に、標語・郵便番号・
住所・氏名・年齢/学年をご記入の
うえ、下記まで郵送または持参

応募締切s9月7日(金)必着
■ 市青少年育成市民会議事務局
(山東庁舎こども元気局内)
1 55ー8104

テーマ①
人と人のつながり、「絆」を意識し
た交通安全に関する標語
応募資格s市内在住・在勤・在学の方
応募方法s様式は自由。郵送・ファ
ックス・メールか、各庁舎窓口へ
提出してください。1人5点まで。

応募締切s9月14日(金)
その他s選考結果は表彰者のみに通
知し、作品の著作権は事務局に帰
属します。

■ 米原市交通対策協議会事務局
（近江庁舎 防災危機管理局内）
1 52ー6630 5 52ー6930
bosai@city.maibara.lg.jp

テーマ②
横断歩行者を交通事故から守るため
の標語
応募資格s市内在住で住所と氏名を
教えていただける方

応募方法s近くの交番・駐在所また
は米原警察署へご連絡いただく
か、ハガキでご応募ください。

応募締切s8月31日(金)
その他s審査で上位3位に入賞した
作品には賞状と賞品を授与

■ 米原警察署 交通課企画係
1 52ー0110

自分たちの手で、思い出深い成人
式をつくりませんか。
応募資格s成人式の対象者で、会議
(月1回程度)に出席できる方

募集人員s10人程度
募集締切s8月21日(火)
申込方法s生涯学習課まで電話、ファ
ックスまたはメールにて、名前・住
所・連絡先をお知らせください。

●平成25年 成人式●
と き 平成25年1月13日(日)

13時30分～16時
ところ 県立文化産業交流会館
平成4年4月2日～平成5年4月1

日生まれの方を対象に開催。市外
へ転出した方で、参加を希望され
る方は、担当までご連絡ください。

■ 市教委生涯学習課(ルッチプラザ内)
1 55ー8106 5 55ー4556
manabi@city.maibara.lg.jp

マイバックやグリーン購入をテー
マにしたエコCMのアイディアを募
集します。最優秀賞作品はＣＭを制
作し、テレビ等で紹介します。詳し
くはウェブサイトをご覧ください。
URL  http://shigagpn.gr.jp/
■ 滋賀グリーン購入ネットワーク

1 077ー510ー3585

募集 催し 「交通安全」の
標語を募集

募集 平成25年成人式
実行委員募集

募集 びわっ子エコＣＭ
コンテストアイディア募集

山室湿原観察会
を開催！

募集 心の通う明るいまちづくり
「あいさつ標語」を募集

人権を尊重した楽しい家庭づくりや明るく住みよい
まちづくり、相手の気持ちを思いやることの大切さや
実践を題材とした作品を募集します。
【一般の部】
①人権ポスターの部
四つ切り画用紙（縦書き・横
書き、画材は自由）を使用し
人権のメッセージを盛り込ん
でください。ただし、貼り絵
や文字・絵等が貼ってあるも
のは不可。

②人権標語の部
用紙・様式は自由

③人権手記の部
400字詰め原稿用紙5枚以内

◆応募資格 米原市内に在住・在勤の方
◆応募締切 9月14日(金)
◆表彰および発表
優秀作品は、11月下旬開催予定の人権作品表彰式で表
彰し、審査結果は優秀作品者のみに通知します。

＊作品には「住所、氏名(ふりがな)、電話番号」を記入。
＊作品は、自作・未発表のもので、一人１点に限ります。
＊入選作品の著作権は主催者に帰属し、応募作品は返却
しません。

＊応募作品はさまざまな人権啓発の機会に使用します。
＊小・中学生の部は、学校を通じて募集します。
◆お問い合わせ・提出先
米原市下多良三丁目3番地 米原市役所人権政策課
152－6629 552－4539
jinsui@city.maibara.lg.jp▲昨年の作品
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職種および採用予定人数▼
保育士・幼稚園教諭 5人程度

受験資格▼
・昭和52年4月2日以降に生まれた
人

・保育士資格および幼稚園教諭免許
の両方を有する人または平成25
年3月31日までに取得見込みの人

試験日程s第1次試験 9月16日(日)
受付期間s8月6日(月)～

8月20日(月)
採用予定s平成25年4月1日
その他s申込方法など、詳しくは下
記までお問い合わせください。

■ 市 総務課(米原庁舎)
1 52ー1552 5 52ー4447

市では市内公立保育所や幼稚園で
勤務していただく保育士・教諭の登
録制度を実施しています。
この登録制度は希望する勤務時

間、勤務場所をあらかじめ登録いた
だくことで、保育士や幼稚園教諭に
欠員が生じたときに、条件に合う方
の中から審査の上、選考して採用す
るものです。
登録を希望される場合はこども元

気局幼児教育室までお申し込みくだ
さい。
■ 市 こども元気局(山東庁舎)

1 55ー8104 5 55ー4040

試験区分および採用予定人数▼
男性Ａ(大卒程度)14人程度
女性Ａ(大卒程度) 3人程度
男性Ｂ(高卒程度)13人程度
女性Ｂ(高卒程度) 3人程度

試験日程s第1次試験9月16日(日)
受付期間s8月1日(水)～8月31日(金)
＊インターネットは8月28日(火)まで
その他s受験資格など、詳しくは滋
賀県警のウェブサイトをご確認く
ださい。

URL http://www.pref.shiga.jp/police/
■ 滋賀県警察本部 警務部警務課

1 0120ー204ー0314

職種および採用予定人数▼
消防職(中級) 6人程度

受験資格s昭和61年4月2日から平
成5年4月1日までに生まれた人

試験日程s第1次試験9月16日(日)
受付期間s7月30日(月)～

8月20日(月)
＊締切日の消印有効

その他s受験申込書はお近くの消防
署や市役所にあるほか、ウェブサ
イトからダウンロードできます。
申込書の郵送請求については下記
までお問い合わせください。
URL  http://www.shiga-kohokuarea119.jp/

■ 湖北地域消防本部 職員選考委員会
1 62ー4194 5 65ー4450

上方ならではの話芸をお楽しみく
ださい。出演者は次のとおりです。
1本目…ザ・ぼんち、つばさ・きよし
2本目…横山たかし・ひろし

立山センター・オーバー
日時s9月21日(金)18時30分～
会場s伊吹薬草の里文化センター
応募締切s8月31日(金)必着
応募方法s官製の往復はがきに次の
ことを記入して応募

(往信裏面) 郵便番号・住所・
名前・電話番号

(返信表面) 郵便番号・住所・名前
(返信裏面) 何も書かないでください。

応募先〒521-0314米原市春照37
伊吹薬草の里文化センター
「上方演芸会」係

* 1枚で2人入場可。応募多数の場合は抽選。
*1歳以上から入場整理券が必要。
■ 伊吹薬草の里文化センター

1 58ー0105 (月曜休館) 

8月6日の「長浜・北びわこ大花火
大会」にあわせて、クリスタルプラ
ザ展望研修棟を無料開放します。
日時s8月6日(月)

18時30分～20時30分
その他s事前申し込みは不要です。
棟内での飲食禁止、土足禁止です。

■ 湖北広域行政事務センター 業務課
1 62ー7143

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

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。 

お 悩 み 
解決します 借金の 

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（要予約） 

ひ    ど 

司法書士／飛渡 あい子・飛渡 貴之 

JR大津駅 
徒歩3分 

おしらせ 

おしらせ 湖北地域消防本部職員
採用試験

おしらせ 臨時保育士・幼稚園
教諭の登録制度

催し NHKラジオ「上方演芸会」
ジョイいぶきで公開録音

催し 長浜・北びわこ花火大会を
クリスタルプラザから見よう！

米原市職員
採用試験

おしらせ 第2回滋賀県警察官
採用試験

水源の里まいばらの大切さを学ぶ教材として、子ど
も向けの小冊子「水と環」が完成しました。
この小冊子を紹介する「おはなし会」を次のとおり開

催します。ここでしか聞けないまいばらの水にまつわる
お話を、執筆者の方々をお招きして、大人にも子どもに
もわかりやすく紹介します。ぜひご参加ください。

日時 8月12日(日) 13時30分～15時
会場 ルッチプラザ ベルホール310

まいばら水探険隊(現地学習会)の
隊員も募集しています！

■ 市 水源の里振興室(伊吹庁舎)
1 58ー1121 5 58ー1630

水源の里まいばら元気みらいづくり小冊子

「水
み ず

と環
わ

」発刊記念
おはなし会
水は友だち～水の旅に出発しよう～


