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11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
11月7日(木)・21日(木)

◎山東庁舎・米原庁舎
11月14日(木)・28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

11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6期
s介護保険料（普通徴収） 第6期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第5期
s保育所保育料 11月分
s水道料金 11月分
（9～10月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 11月分
山東・伊吹・米原地域　　
（9～10月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（8～9月汚水量を1/2したもの）

s下水道事業受益者負担金 11月分　

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 12月2日(月)

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・下
水道事業受益者負担金除く)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

10月12日から14
日までの3日間曳山
祭りが行われ、たく
さんの人で賑わいました。市内には3
基の曳山があり、1度に揃うのは昭和
55年以来33年ぶりとのこと。湯谷神
社の前に3基並んだ姿は荘厳な様でし
た。子ども歌舞伎も奉納され、古来
「山を見るなら長浜、芸を見るなら米
原」と言われたように、子どもたちは
見事な演技を見せてくれました。
（表紙 写真サポーター 松居直和）

米原曳山まつり

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山東公民館
■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

～アイヌの方々からのご相談をお受けします～
相　談　は　無　料　で　す

～アイヌの方々からのご相談をお受けします～
相　談　は　無　料　で　す

結婚相談

相談日

11月14日(木)

12月12日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

愛らんど（春照56）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々の悩みをお受
けするフリーダイヤルを開設しました。嫌がらせ、プライバシー侵害などの
ご相談もお受けします。お気軽にお電話ください。

常用・パートなど雇用形態を問わず、
県内の事業所に雇用される全ての労働
者に適用されます。
彦根労働基準監督署　10749-22-0654

受 付 期 間 平成26年1月19日まで
相談専用電話 フリーダイヤル　1 0120-771-208

相談日 会　場

11月14日(木）

11月21日(木）

11月28日(木）

12月12日(木）

12月21日(土）

12月26日(木）

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)
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日　付

11月14日(木)

11月23日(土)

時　間

13時30分から16時まで

9時30分から12時まで

滋賀県最低賃金改定
平成25年10月25日から

1時間 730円
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平成25年分年末調整説明会を次の
日程で開催します。当日は、事前送
付した書類をご持参ください。

・長浜文化芸術会館へ車でお越しの
際は、豊公園の開放駐車場をご利
用ください。

・会場付近の私有地、路上には絶対
に駐車しないでください。

■問 長浜税務署　法人課税第1部門
1 0749ー62ー6144

～自己紹介＆ゲームで心も体もほっこりと
ランチ＆トークでじっくりと～

日時s12月22日（日）10時から
場所s近江母の郷文化センター

（宇賀野1364-1）
対象s50歳以下の未婚の男女。男性
は米原市または長浜市在住の方。
女性は不問。

募集人数s男女各18人（応募多数の
場合は抽選）

参加費s男性4,000円、女性3,000円
申込期間s11月11日(月)～12月6日(金)
平日8時30分～17時

申込方法s電話またはメールで下記
まで。

■問 湖北地区結婚相談員連絡会事務局
湖北地域農業センター(湖北農業会館内）
長浜市公園町９－２３
1 0749ー62ー4143
5 0749ー62ー4144
kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp

静岡県富士市で子どもの遊び場
「たごっこパーク」を運営されてい
る渡部達也氏をお招きして「自然に
ゆだね、見守る子育て」の魅力をた
っぷり語っていただきます。子育て
中の保護者のみなさん、保育・教育
現場のみなさん、子育てのヒントが
満載です。ぜひお越しください。
（事前申込不要）
日時s11月9日(土) 13時30分～15時30分
会場s河南小学校体育館
テーマ▼
「子育てのヒントを見つけよう！」

■問 市 子育て支援課（山東庁舎）
1 55ー8104 5 55ー4040

長浜農業高校の生徒が自分たちで
生産した農産物や加工品を販売しま
す。昨年は1,500人が来場され、好
評いただいています。ぜひお越しく
ださい。
日時s11月16日（土）9時～12時
場所s長浜農業高等学校　農場
（長浜市名越町600）
販売内容s牛肉、堆肥、草花、米、
野菜、カキ、肉加工品、おにぎり、
パン、ジャム等加工品、ハボタンと
ハボタン寄植、花苗、椅子等木工品、
竹細工など
※品目が変更される場合もあります。
※売り切れの際はご了承ください。
■問 滋賀県立長浜農業高等学校

1 0749ー62ー0876

12月４日から12月10日までの人
権週間の開催に合わせ、市内から募
集した人権ポスター、作文、標語を
展示します。市内の小学生・中学
生・一般の皆さんから応募のあった
作品をご覧いただき、ぜひこの機会
に、人権について考えてみましょう。
展示場所・期間▼
● 米原公民館　１階ロビー
11月10日(日)～24日(日)

● ルッチプラザ　２階ロビー
11月27日(水)～12月12日(木)

■問 市人権政策課（米原庁舎）
1 52－6629 5 52－4539
jinsui@city.maibara.lg.jp

盲学校専攻科では、視覚障がい者
の自立に向け「あんま、マッサージ、
指圧師」や「はり師、きゅう師」を
目指す職業教育を行っています。授
業の見学や体験をしていただき進路
選択の参考にしてください。
日時s11月14日（木）9時30分～
場所s滋賀県立盲学校（彦根市西今町）
申込s11月8日（金）までに電話で
お申し込みください。

■問 滋賀県立盲学校　
専攻科オープンスクール担当 平井
1 0749ー22ー2321

おしらせ 源泉徴収義務者の方へ
年末調整説明会

催し 長浜農業高校
秋の農産物販売会

催し 人権啓発パネル展

催し 県立盲学校（専攻科）
オープンスクール開催

催し クリスマスで愛つくり
婚活パーティー00

催し 上丹生冒険遊び場
講演会（入場無料）

金子三勇士ピアノコンサート
～金子三勇士とルッチの未来のピアニストたち～
金子三勇士ピアノコンサート
～金子三勇士とルッチの未来のピアニストたち～

ハンガリーの血をひく新進気鋭の国際的ピアニスト
金子三勇士と、ルッチプラザ・ピアノコンクールの歴代
優秀賞受賞者が贈るジョイントコンサート！
日時▼平成26年１月19日（日）
開演　14：00 （開場　13：30）

会場▼ルッチプラザ・ベルホール３１０
チケット料金（全席自由）▼
一般：前売1，500円　当日2，000円

小学生～高校生：前売・当日ともに　500円
※友の会価格はそれぞれの料金の１割引です。
※３歳未満は親子室での鑑賞です。
■チケット発売日　10月17日（木）10：00～
■チケット販売所　ルッチプラザ、ビバシティ平和堂、アルプラザ長浜、

滋賀県立文化産業交流会館、ひこね市文化プラザ、
ローソンチケット（Lコード：55487）

■問 米原市民交流プラザ（ルッチプラザ） 1 55－4550

11月18日
(月)

11月19日
(火)

・10時～12時
・13時30分～
15時30分

13時30分～
15時30分

開 催 日 時 　 間

長浜文化芸術
会館（長浜市
大島町37）

米原公民館
（米原市下多
良3-3）

会 　 場

標語の部　最優秀賞▼
●小学生の部
守ろうよ　みんなであの子の　あの笑顔

●中学生の部
人と人　つなげる手と手の　あたたかさ

●一般の部　
守られて　守って人権　光る米原

ま ち
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日時s11月25日(月)13時30分受付
会場s近江庁舎会議室2F
公売財産▼
①長岡字阿原997番18（宅地：
234.20㎡)・同997番地18(居宅：
146.95㎡）・同997番地18（物
置：16.70㎡）
見積金額 2,910,000円
公売保証金 291,000円

②長岡字助谷1059番3(山林：427㎡
雑種地課税）・同1063番1（山
林：177㎡　雑種地課税）・字愛
宕3096番（山林：340㎡雑種地課
税）・同3098番（山林：152㎡
山林課税）
見積金額 561,000円
公売保証金　 57,000円

③村居田字清水川147番2（雑種
地：51㎡）
見積金額 527,000円
公売保証金 53,000円

＊詳細については、収納対策課設置
の「公売広報」をご覧ください。

＊公売を中止することがあります
が、ご了承ください。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52ー3189 5 52ー6930

スクールバスを公募型見積合せに
より売り払います。
予定価格▼
42,000円

売払物品▼
車名：三菱ローザ
初年度登録：
平成７年３月

排気量：4210㏄（軽油）
総走行距離：206,795ｋｍ

見積書提出期間▼
11月18日(月)から22日(金)まで
８時30分～17時15分

提出方法▼
下記まで持参または郵送。（郵送
の場合は、期限内必着）

※詳しくは、管財課で配布する要項
をご確認ください。（市公式ウェ
ブサイトにも掲載しています。）

■問 市　管財課（米原庁舎）
〒521-8501 米原市下多良三丁目３番地
1 52ー6781 5 52ー4447

「住生活総合調査」は国が住生活全
般に関する実態や居住者の意向・満
足度等を調査するもので、５年ごと
に実施します。市内では10月に実施
された住宅・土地統計調査に回答い
ただいた世帯の中からの約200世帯
が対象になります。
調査方法▼

統計調査員証を携帯した調査員
が11月下旬頃、対象のご家庭に
調査票を配布し、12月上旬頃に
回収しますので調査へのご協力を
お願いします。

調査内容▼
・現在お住まいの住宅および環境
評価について

・最近の居住状況の変化について
・住宅の住み替え・改善の意向に
ついて　など

■問 市　都市計画課（近江庁舎）
1 52ー6926 5 52－8790

おしらせ 不動産公売を実施します おしらせ 住生活総合調査に
ご協力ください

おしらせ スクールバスを
売り払います

5,000

広報 広 告 主  
募 集  

●掲載時期 各月1日号（前月末頃発行）
●広告規格 1枠縦45mm×横87mm 2色刷り
● 掲載料金 1号1枠15,000円
●発行部数 13,400部
●申し込み 広報秘書課　152-6627

歳末たすけあい募金を配分します
地域のみなさまのご協力により集められる「歳末たす

けあい募金」を支援が必要な方に配分します。

申込期間s11月1日（金）～16日（土）
対 象 者sひとり暮らし高齢者、身体障がい者（児）、

知的障がい者（児）、精神障がい者、ひとり
親世帯、低所得者世帯

申請方法s社協広報誌「てとて」11月号の折り込みま
たは下記に設置する申請書兼同意書を下記各
センターまたは民生委員児童委員まで。

■問 米原市社会福祉協議会
伊吹地域福祉活動センター 1 58ー1770
山東地域福祉活動センター 1 55ー3933
ボランティアセンター三島荘 1 55ー3933
米原地域福祉活動センター 1 54ー3110
近江地域福祉活動センター 1 52ー1463

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます！
～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、平成25年中に納付

した全額が社会保険料控除の対象となり、申告する場合は、「国民年金保険料
控除証明書」または「領収証書」を添付することが義務付けられています。
11月上旬から、「国民年金保険料控除証明書」が日本年金機構本部から送

付されますので、大切に保管し、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明
書（又は領収証書）を添付してください。
※10月1日以降、今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、平成26
年２月上旬に送付されます。

■問 日本年金機構彦根年金事務所　1 0749－23－1114

中川敏和写真展「湖北の野鳥」
ミサゴやカワセミなど奥伊吹で

も見られる鳥の写真を展示します。
日時s11月10日（日）まで

10時～16時（月曜休館）
会場s甲津原交流センター1階
■問 1 59ー0225（山}}）


