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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▼
4月11日(木) 13時30分～16時
4月27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 ４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
4月4日(木)・18日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
4月11日(木)・25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

休日窓口（日曜日に開庁）
《実施日と場所》
4月7日(日) 8時30分～12時
《取り扱い業務》
＊住民異動届(転入・転出・転居)の受付
＊住民票・戸籍・税の証明書の発行
＊印鑑登録申請・印鑑登録証明書の発行
＊市税などの納税相談
(詳しくは収納対策課まで152-3189)

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

相談日

4月11日(木)

5月09日(木)

会　場

愛らんど（春照56）

ゆめホール（三吉570）
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４月の税等料金・納付のお知らせ

s保育所保育料 4月分
s水道料金 4月分
（1～2月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 4月分
山東・伊吹・米原地域　
（1～2月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（12～1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 ４月30日（火）

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

4月11日(木)

4月20日(土)

4月25日(木)

5月09日(木)

5月16日(木)

5月23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

海外青年協力隊・シニア海外ボランティア
4月1日から受付をスタートします。海外でのボランティアにチャレンジし
てみませんか？
応募資格 ●海外青年協力隊

満20歳から満39歳(平成25年5月13日時点)で日本国籍を持つ方　
●シニア海外ボランティア
満40歳から満69歳(平成25年５月13日の時点)で日本国籍を持つ方

募集締切 5月13日(月)＊消印有効
詳細・
資料請求は
右記まで

JICA
ジ ャ イ カ

ボランティア募集選考窓口　
電話03-6261-0264

今月の表紙

旧山東東小学校
の校舎を活用して
グループホームな
どを展開されてい
る「緑泉会」。こ
の施設にあるボク
シングフィットネスジムで、4月
に岐阜で開催される大会に向け、
熱心にトレーニングされていまし
た。次々とくり出される迫力ある
パンチが印象的でした。

（写真サポーター 松居直和）

熱を帯びたトレーニング

JICAボランティア 
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学校給食の適切な運営や子どもた
ちに安心・安全でおいしい給食を提
供するために、学校給食運営委員会
でご意見をいただきます。ご応募を
お待ちしています。
募集人員s3人以内
任期s平成25年6月1日から

平成26年3月末まで
応募資格s市内在住・在勤・在学で
満20歳以上の人（平成25年４月
１日現在）＊市の他の審議会等の
委員に3つ以上委嘱されている方
は、委員になることができません。

申込用紙の配布s東部給食センタ
ー、西部給食センター、各庁舎の
自治振興課などに設置しているほ
か、市の公式ウェブサイトからも
ダウンロードできます。

応募方法s所定の応募用紙に必要事
項を記入の上、持参・郵送・ファ
ックス・メールのいずれかの方法
で提出してください。

応募締切s4月30日(火)まで
その他s選考委員会で面接を行い、
教育委員会で申込内容を総合的に
判断して決定します。

■問 米原市立東部給食センター
1 55ー1403 5 55ー1913

「電源立地地域対策交付金」は、公
共施設の整備や住民福祉の向上を図
る事業を支援するために国から交付
されるもので、発電用施設の設置に
ついて地元の理解促進などを目的と
しています。
平成24年度は、近江にし保育園お
よびいぶき認定こども園の運営に交
付金を活用しました。

＊市内の発電用施設は、伊吹発電所と
小泉発電所(いずれも水力発電)です。

■問 市財政課(米原庁舎)
1 52ー1553 5 52ー4447

広報まいばら写真サポーター
松居直和さんの写真展

おしらせ 電源立地地域対策交付金
活用事業を紹介

おしらせ 市立学校給食
運営委員を募集

●期間　4月8日(月)～6月7日(金)
10時～17時

●会場　醒井水の宿駅(入場無料)

2007年から広報まいばらの表
紙撮影にご協力いただいている松
居さんの写真展。平成24年滋賀県
広報コンクール(滋賀県広報協会主
催)で6月1日号の広報まいばらが
知事賞に輝きましたが、躍動感あ
ふれるお祭りの表紙写真も評価の
ポイントのひとつとなりました。
写真展では、これまでの広報写

真など約30点が展示されます。ぜ
ひご来場ください。
■問 醒井水の宿駅

1 54-8222 5 54-8223

国 民 年 金 の
お し ら せ

●毎月の保険料の納付を、口座振替の早割
制度（当月末振替）にされると、保険料
が月々50円の割引になります。

●4月分から3月分までの保険料を、納付
書でまとめて納付（前納）されると、保
険料が3,200円の割引になります。納期
限は4月30日(火)です。お手元に納付書
がない場合は、お問い合わせください。

＊口座振替およびクレジットカードによる
1年前納受付は終了しています。

国民年金には、学生本人の前
年所得が一定基準以下の場合、
申請して承認されると保険料の
納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。

◆申請窓口　
保険課、各庁舎窓口、各行政サービスセンター

◆申請に必要なもの　　
年金手帳、在学証明書（学生証の写し）、平成25年１月１日に
米原市に住所のない方は平成24年中の所得がわかる書類、同居
してない親族が申請するときは委任状（任意）、印鑑（本人自
署の場合は不要）

◆受付期間(平成25年度分)
平成25年4月1日～平成26年4月30日

＊申請受付後、審査に必要な所得等の確認を行います。所得確定
が６月以降になるため、決定通知書等の送付には時間がかかる
場合があります。

＊平成24年度に学生納付特例制度が承諾された方で、平成25年
度も引き続き在学予定の方には、３月下旬にハガキ形式の申請
書を送付します。同一の学校に在学する場合はこのハガキに記
入するだけで手続きができます。

ご存じですか？「学生納付特例制度」

平成25年度の国民年金保険料は
月額15,040円です

■問 日本年金機構　彦根年金事務所
1 0749ー23ー1114

「人生、いろどり」上映会
4月12日(金)ルッチプラザ
過疎のまち徳島県上勝町の

「葉っぱビジネス」をテーマに
した映画です。上演時間など
詳しくはルッチプラザまで。

1 55ー4550
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市では、就学に必要な給食費や学
用品費、通学用品費などを援助する
就学援助制度を実施しています。詳
しくはお問い合わせください。
支給対象者▼
市内小・中学校に通学される児童
生徒の保護者のなかで、経済的な
理由など一定基準を満たす方

申請書設置場所▼
各庁舎窓口、教育総務課(山東庁
舎)、市内各小・中学校

申請方法▼
必要事項を記入した申請書を5月
10日(金)までに各学校長へ提出

■問 市教委教育総務課(山東庁舎)
1 55ー8107 5 55ー4040

4月30日(火)と5月7日(火)は、滋賀
県立文化産業交流会館が休館日のた
め、米原出張窓口はお休みします。申
請には、平日の火・水・木曜日にお越
しください。
なお、大津の窓口(ピアザ淡海1階)
は、土・日・祝日・年末年始を除き、
申請受付業務を行っています。
■問 滋賀県パスポートセンター

1 077ー527ー3323

固定資産税の縦覧は、みなさんが
所有されている土地や家屋の評価額
が、他の固定資産と比較して適正で
あることを確認するための制度で
す。平成25年度の固定資産税の縦覧
を次のとおり実施します。
縦覧できる内容▼
・土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格
・家屋価格等縦覧帳簿
所在、種類、構造、床面積、価格
＊土地・家屋の所有者や税額につい
ては、縦覧の対象外です。

縦覧できる人▼
平成25年1月1日時点で、市内に
課税対象の土地や家屋を所有して
いる人

縦覧期間s4月1日(月)から5月31日
(金)までの執務時間内

縦覧場所s近江庁舎は税務課、米原
庁舎は市民窓口課、山東・伊吹庁
舎は各自治センター自治振興課で
縦覧できます。

縦覧に必要なもの▼
・納税者本人であることが確認でき
る書類（運転免許証など）

＊代理人または納税者から委任を受
けた方は委任状が必要となります。

■問 市税務課(近江庁舎)
1 52ー1556 5 52ー8730

市民生活のエコライフへの転換を
図り、持続可能なまちづくりを推進
するため、家庭用再生可能エネルギ
ー利用設備の導入に対し、補助金の
交付を行います。
対象設備▼
太陽光発電設備・薪ストーブ
対象者▼
＊平成25年4月1日以降に設備の設
置工事に着手し、自ら居住する市
内の住宅に住宅用太陽光発電設備
または薪ストーブを新たに設置す
る方。（平成26年3月31日までに
完了する方）

＊太陽光発電設備と薪ストーブを同
時に設置する場合は、どちらか一
方のみが対象となります。

＊1棟につき1回の補助が限度です。
＊市民税等の滞納がない方。
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
＊申請金額が、予算額(820万円)を
上回る時点で、申請受付を終了

申請手続等▼
着手前に交付申請書に次の書類を
添えて提出してください。(申請
者本人の住民票・平成24年度の
納税証明書・位置図・対象設備に
係る契約書の写し・設備のカタロ
グ等)

■問 市 環境保全課(伊吹庁舎)
1 58ー2230 5 58ー1630

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 太陽光発電設備等の
購入補助について

おしらせ 固定資産税の
「縦覧」について

おしらせ 保護者のみなさんへ
就学援助制度について

おしらせ パスポートセンター
米原出張

住所 米原市野一色367-32Tel 080-4765-6123

添削指導と段級位認定 
幼児～成人　月謝3000円 

伊富貴書道教室 

習字セットプレゼント 習字セットプレゼント 

い 　 ぶ 　 き  日本習字教育財団 

毎週木・金曜日15：00～21：00

入会特典 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 13,300部
●申し込み 広報秘書課　152-6627

お詫びと訂正
5ページ「水源の里まいばら水フォーラム」
【誤】＊この事業は全国モーターボート競争施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。
【正】＊この事業は全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

平成24年の広報まいばら7月1日号に誤りがありました。
大変遅くなりましたが、下記のとおり訂正しお詫びします。環境保全課 158-2230


