
職員の身だしなみは 
いかがでしたか 

良い 
57%

良い 
57%

良い 
77%

良い 
72%

普通 
42%

普通 
41%

普通 
23%

普通 
27%

悪い 
1%

職員の説明は 
わかりやすかったですか 総合評価 

待ち時間は 
いかがでしたか 

職員の言葉づかい・ 
態度はいかがでしたか 

悪い 
1%

遅い 
2%

とても満足 
28%

満足 44%

普通 
25%

不満 
3%
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休日の救急医療は、当番制で対
応しています。受診の際には、保
険証・お薬手帳などをお忘れなく。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

11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

市民自治センターでは、市民目線を大切にした窓口対応を提供できるよう日々
取り組んでいます。8月に窓口対応の改善を目的に各庁舎窓口でアンケートを実
施しましたので、その結果をお知らせします。

[実施期間] 8月1日～8月31日　　[回答数] 134件

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
（長浜市八幡東町632  165-1525）

受付時間　08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

日赤

市民

日赤

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

市民

日赤

市民

○ ○ ○ ○ ○ ○

窓口サービスの満足度は？
「窓口アンケートの結果」を公表します

「時間外窓口」をご存じですか？

11/3
（木）

11/6
（日）

11/13
（日）

11/20
（日）

11/23
（水）

11/27
（日）

■問 市民窓口課（米原庁舎）152－6927 5 52－4539

平日の執務時間（8時30分～17時15分）にお仕事などでお越しいただけない方のた
めに、窓口延長業務を次のとおり実施しています。
第1・3木曜日…伊吹・近江庁舎 19時まで／第2・4木曜日…山東・米原庁舎 19時まで

＊木曜日が休日の場合は前日に実施します。
＊第5木曜日は2庁舎交互に実施しますので、事前に下記までお問い合わせください。

アンケートの中には、来庁者の方に気がつ
くのが遅い、順番を待たせているのに声かけ
がないなどのご意見がありました。
いただいたご意見に真摯に向き合い、より

一層のサービス向上、改善に向け努力してい
きます。
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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、秘密厳守。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・第
4木曜日に開設しています。相談は無
料です。お気軽にご来場ください。
日時s11月10日(木)・11月24日(木)

いずれも13時30分～16時
会場s市役所山東庁舎
■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。女性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。

※相談は無料、秘密厳守、男女を問
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

次の期間、女性に関わる相談の専
用電話を設置して人権擁護委員や法
務局職員が相談に応じます。
期間s11月14日(月)～11月20日(日)

8時30分～19時(土日は10時～17時)
相談電話s0570－070－810

（ナビダイヤル）
■■問 大津地方法務局 人権擁護課

1077－522－4673

心配ごと総合相談

法律相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

「女性の人権ホットライン」
強化週間

結婚相談 11月の時間外窓口のご案内

実施日s11 月2日(水)・17日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
11月10日(木)・24日(木)
山東庁舎・米原庁舎

実施時間s19時まで延長
《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

・外国人登録に関する証明書の発行
・税に関する証明書の発行
・税金の納付
・125cc未満のバイクの登録
・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

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後期高齢者医療保険料（普通徴収）第5期
s介護保険料（普通徴収） 第6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）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 11月30日（水）

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。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

相談日 会　場

11月10日(木)

11月17日(木)

11月24日(木)

伊吹薬草の里文化センター
（春照37）

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

11月10日(木)

12月08日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

愛らんど（春照56）
今月の表紙

10月9日、
大野木の八

はっ

相宮
そう ぐ う

にて毎
年 恒 例 の
｢大野木豊年
太鼓踊｣が
開催されました。
雨乞いのために太鼓を打ち鳴ら
し踊ったとされるこの太鼓踊り
が、今も貴重な郷土芸能として地
域に息づいていますね。
（撮影／写真サポーター松居直和）

大事な歴史を
受け継ついで・・・

相
談
日

11/01

11/08

11/15

11/22

12/06

12/13

12/20

12/27

(火）

(火）

(火）

(火）

(火)

(火)

(火)

(火)

会
　
場

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

ゆめホール

愛らんど

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

○

○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

平成23年分の年末調整説明会を開催します。米原市内の事業所を対象とす
る日程は次のとおりです。当日は事前に送付した書類を持参してください。
日時と会場
11月21日(月)長浜文化芸術会館　10時～12時／13時30分～15時30分
11月22日(火)米原公民館　　　　13時30分～15時30分

■■問 長浜税務署 法人課税第1部門　162－6144

長時間労働や賃金不払い残業に関する情報を受けつけています。厚生労働
省ホームページの「情報提供受付用バナー」まで、情報をお寄せください。

■■問 滋賀県労働局　1077－522－6649

源泉徴収義務者のみなさんへ

11月は労働時間適正化キャンペーン



次のとおり、差し押えた2件の不
動産を公売します。
日時s11月17日(木)14時30分～15時
会場s滋賀県湖東合同庁舎
公売財産▼
①彦根市戸賀町字上野入36番7
宅地 46.35㎡
見積金額 1,988,531円　
公売保証金 200,000円
②彦根市戸賀町字上野入37番8
宅地 170.98㎡
見積金額 7,335,469円
公売保証金 740,000円
＊①･②の2筆は一区画の土地であ
るため、一括で公売します。

■問 滋賀県東北部県税事務所
1 65ー6606

今年の1月1日から9月30日までの
間に国民年金保険料を納付された方
に、「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。年末調整や確定申告の際にはこ
の証明書(または領収証書)を添付す
る必要があるため、大切に保管して
ください。
なお、10月1日から12月31日ま

での間に今年はじめて国民年金保険
料を納付された方については、来年
の1月下旬に送付されます。
■■問 日本年金機構彦根年金事務所

1 0749ー23ー1114

職種と採用予定人数▼
A…電気技術職(上級) 若干名
B…技能員　若干名
受験資格▼
A…(1)および(2)に該当する人
(1)次のいずれかに該当する人
ア昭和51年4月2日から平成2年4月
1日までに生まれた人

イ平成2年4月2日以降に生まれた人
で、学校教育法に基づく大学(短
期大学を除く)を卒業、または3月
31日までに卒業見込みの人

(2)次のいずれかに該当する人
ア第三種電気主任技術者免状を取得
している人

イア以外の人で電気事業法の規定に
基づく主任技術者の資格等に関す
る省令に定める第三種電気主任技
術者免状の取得に必要な学歴を有
する人

B…昭和41年4月2日から平成6年4
月1日までに生まれた人

第一次試験日sA･Bとも12月3日(土)
受付期間sA･Bとも
11月1日(火)～11月17日(木)
申込s11月1日(火)から申込書を配
布。郵送請求の場合は、封筒の表
に「受験申込書請求」と朱書し、
宛先を明記した返信用封筒(角形2
号に120円切手貼付)を同封のう
え下記まで。

■問 長浜水道企業団職員選考委員会
〒526-0047 長浜市下坂浜町248-22
1 62ー4101 5 63ー6819

募集種目s陸上自衛隊高等工科学校
応募資格s中学校卒業(見込含）、15
歳以上17歳未満の方

受付期間▼
一般 11月1日(火)～1月6日(金)
推薦 11月1日(火)～12月16日(金)
試験日▼
一般 1月14日(土)
推薦 1月7日(土)～1月9日(月)

のうち指定する1日
■問 自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域事務所

1 0749ー26ー0587

55歳以上の県内在住者で講習に係
る就業を希望し、ハローワークで求
職登録をされている方を対象に開催
します。受講料は無料で、終了後に
就職合同面接会を開催します。
日程s12月1日(木)～12月9日(金)

土日を除く7日間　9時～16時
会場sプエルタ大津
定員s20人(応募多数は抽選)
申込s11月16日(水)までに下記へ
■問 滋賀県シルバー人材センター連合会

1 077ー525ー4128
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不動産公売のお知らせ

「国民年金保険料控除証明書」が
発行されます～大切に保管を～

長浜水道企業団　
平成23年度採用試験

自衛官等の募集について

再就職・就業支援「警備技能講習会」

1時間 709円 (平成23年10月20日改正)

県内で労働者を一人でも使用している事
業主は1時間709円以上の賃金を支払う必
要があります。

■問 彦根労働基準監督署
1 0749ー22ー0654

滋賀県最低賃金改正

子ども手当の
申請について

「くもんの先生」を始めてみませんか？
★くもんの先生 説明会 ★ ※時間 10:30～12:00

※左のQRコードから「くもんの先生 募集」の詳細や、他の会場･日時での「くも
んの先生 説明会」のご案内をご確認できます。

問合せは 0120-834-414（受付9:30～17:30 土･日･祝日を除く）

日本公文教育研究会　彦根事務局 彦根市大東町5-12 UKAIビル2F

日　程
11/28(月)
11/29(火)
12/08(木)
12/16(金)

会　　場
日本公文教育研究会 彦根事務局
長浜文化芸術会館 練習場
ビバシティ彦根２Ｆ 研修室
日本公文教育研究会 彦根事務局

KUMONの考えや教育法、先生の仕事や教室
開設をサポートする制度などについて説明い
たします。お気軽にご参加ください。 国の法改正により、子ども手当の申請が必要になりま

す。申請書を手当受給中の世帯に送付していますので、
期限までに提出してください。
万が一提出がない場合は、2月支給分からの手当が受け
られなくなりますので、ご注意ください。

●提出期限 11月30日(水）
●提出書類 子ども手当認定請求書、厚生年金に加入さ

れている方は健康保険証のコピーまたは年
金加入証明書など

●提出場所 各庁舎窓口、各行政サービスセンター、こ
ども元気局

●そ の 他 公務員の方は職場への申請になります

■問 市こども元気局（山東庁舎）
1 55ー8104 5 55ー4040

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~



俳句や短歌の展示と演奏や舞踊な
ど、会員が日頃の成果を発揮して、
多彩な芸能の発表を行います。
日時s11月13日(日)10時～16時
会場s伊吹薬草の里文化センター
■問 市教委 生涯学習課内
文化協会事務局(ルッチプラザ)
1 55ー8106 5 55ー4556

ブルーグラス音楽にルーツを持ち、県内外で活
躍するバンドの演奏が楽しめます。入場無料です。
日時s11月19日(土)19時～
会場s米原公民館
■問 米原公民館

1 52ー2240 5 52ー2242

今回は、ひきたて打ちたて湯がき
たての伊吹そばを楽しみます。
日時s11月12日(土)13時30分～17時
会場s道の駅伊吹の里旬彩の森
定員s先着20名
参加費s2,000円(試食１人前付)
＊持ち帰り分は1人前400円で要申込
持ち物sエプロン、三角巾、タオル
申込s11月8日(火)までに下記へ
■問 粗！一寸（ルッチプラザ内）

1 55ー7171（月曜休み）

対象施設s国民健康保険近江診療所
募集人数s2人
＊応募多数の場合は選考で決定
応募資格s市内在住・在勤・在学の
満20歳以上の方

任期s平成23年12月1日から
平成24年3月31日まで

申込s所定の応募用紙に必要事項を
記入のうえ、下記担当まで。応
募用紙は各庁舎窓口に設置する
ほか、市の公式ウェブサイトか
らダウンロード可

締切s11月16日(水)
■問 市 保険課（近江庁舎）

1 52－6922 5 52－8730

病気やけがなどで輸血を必要とし
ている患者さんの尊い生命を救うた
め、献血のご協力をお願いします。
対象者s16歳から69歳までの健康
な方（65歳以上の方は60歳から
64歳の間に献血経験がある方）

持ち物s免許証または健康保険証、お
持ちの方は献血カード（献血手帳）

実施日時と会場▼　
11月15日(火)
10時～12時　　　山東庁舎
14時～15時30分 近江庁舎　
11月18日(金)
10時～12時　　　米原庁舎

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55ー8105 5 55ー2406

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。
日時s11月19日(土)9時～12時
会場s長浜農業高等学校　農場
内容s牛肉・堆肥・米・野菜・各種
加工品・花苗・寄せ植え・木工
品・竹細工など

■問 長浜農業高等学校
1 62－0876 5 65－1343

がん緩和ケアシリーズの第4回目
となる講座です。参加は無料で、ど
なたでもご参加いただけます。
日時s11月10日(木)17時30分～
会場s市立長浜病院2階　講堂
内容s「禁煙について

～肺がんだけではありません～」
講師市立長浜病院呼吸器内科 野口哲男医師

■問 市立長浜病院がん支援センター
1 68－2354 5 65－2730

家族にも親しい友人にも話せない悲
しみ、寂しさなど抱えているお気持ち
を安心できる場でお話しください。
日時s11月12日(土)14時～16時
会場s長浜勤労福祉センター臨湖
参加費s300円(茶菓代)
■問 滋賀県立精神保健福祉センター

1 077ー567ー5010
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長農秋の農産物販売会

市立長浜病院 公開講座

大切な家族を自死で亡くした遺族の方へ
「凪

なぎ

の会おうみ」in長浜

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

米原市文化協会 展示･芸能発表会

市文化協会米原支部後援
第29回米原ブルーグラス・コンサート

アクティブシニア交流会　
～男の料理教室第７弾～

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 

公の施設における指定管理者の
候補者選考委員を募集(市民部門)

400ml献血にご協力ください




