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国民年金についてのおしらせ

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

1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
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20歳になったら国民年金に加入しましょう！

国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、
病気やケガで重い障がいが残ったときなど、あなた
や家族を支えてくれる公的年金制度です。ただし、
加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受け
られないこともありますので忘れずに国民年金に加
入しましょう。
20歳到達日の前日に日本年金機構から加入手続き

の案内を送付します。必ず資格取得届を返送してく
ださい。

年金受給者のみなさんへ
源泉徴収票が送付されます

老齢年金、所得税法上の雑所得として課税の対象
です。老齢年金を受けている方には、年金の年間支
払総額などを記載した「源泉徴収票」が１月中旬に
送付されます。「源泉徴収票」は確定申告の際に必要
なので、大切に保管してください。
もし、紛失された場合でも再発行できますので、

下記までお問い合わせください。なお、「障害年金」
や「遺族年金」は、課税の対象となっていないため、
源泉徴収票は送付されません。

■問 日本年金機構彦根年金事務所　10749－23－1116

平成24年度 入札参加資格審査申請の受付について

平成24年4月1日から
2年間

○市内業者
2月1日(水)～2月15日(水)
○準市内業者・市外業者
2月20日(月)～2月29日(水)
いずれも土日祝日を除く
9時～12時/13時～16時

郵送不可
下記へ直接持参のこと

市役所各庁舎で配布、市公式
ウェブサイトからダウンロー
ド、または郵送請求

米原市 総務部 管財課（米原庁舎）
152ー6781 552ー4447

種　　　別

受 付 期 間
および時間

受 付 方 法

書 類 配 布

受付および
お問い合わせ

有 効 期 間

受 付 機 関 米原市 長浜水道企業団 湖北広域行政事務センター

①建設工事
②委託・設計・コンサルタント等
③物品調達

要綱を参照

2月1日(水)～2月10日(金)
土日祝日を除く
9時～11時30分/13時30分～16時

郵送不可
下記へ直接持参のこと

総務課で配布（実費によりコ
ピー）、またはウェブサイトか
らダウンロード

長浜水道企業団 総務課
162ー4101 563ー6819

①建設工事
②委託業務（設計・測量コン
サルタント・施設維持管理等
③物品（修繕）

平成24年4月1日から
①・②は1年間、③は2年間

1月23日(月)～2月17日(金)
土日祝日を除く
8時30分～12時/13時～17時15分

下記へ持参または郵送で受付

総務課で配布、またはウェブ
サイトからダウンロード

湖北広域行政事務センター総務課
162ー7142 565ー0245

①建設工事
②コンサルタント等業務
③物品供給等
④庁舎等管理
⑤土木施設維持管理業務
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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s1月12日（木）・1月26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

障がい者の方を対象とした就職
面接会を開催します。面接会では、
会場内に設けられた企業席を自由
に訪問し、人事担当者と直接面談
することができます。
参加は無料、事前申込も不要で

す。当日は何通か履歴書をお持ち
ください。
日時と会場など▼
彦根会場･･･東近江・湖東・湖北地域
に事業所がある企業を中心に15社
程度
2月3日(金)13時30分～15時30分
ビバシティ彦根（彦根市竹ヶ鼻町43－1）
草津会場･･･大津･湖西･甲賀･湖南地
域に事業所がある企業を中心に
25社程度
2月15日(水)13時～15時30分
クサツエストピアホテル(草津市西大路町4－32)
■問 ハローワーク長浜

1 62－2030 5 65－3246

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」

障がいをお持ちの方へ
就職面接会を開催します

結婚相談 １月の時間外窓口のご案内

実施日s1月5日(木)・19日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
1月12日(木)・26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

１月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税（普通徴収） 第4期
s国民健康保険税（普通徴収）第8期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第7期
s介護保険料（普通徴収） 第8期
s保育所保育料 1月分
s水道料金 1月分
（11～12月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 1月分
山東・伊吹・米原地域　
（11～12月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（10～11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１月31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

1月12日(木)

1月19日(木)

1月26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

1月12日(木)

2月09日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

ルッチプラザ（長岡1050-1） 今月の表紙

2011年に大活躍した伊吹高校の
書道部のみなさんに新年にかける想
いを書いていただきました。2012
年のご活躍も期待しています。
（撮影／写真サポーター松居直和）

次号の広報まいばら発行日
1月15日号　1月12日（木）

想いよ、届け！
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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



第30回 鴨の里盆梅展・蘭展

無 料 招 待 券
平成24年１月10日（火）から３月11日（日）まで

★本券１枚につき１名様のみ有効　　　グリーンパーク山東

第30回 鴨の里盆梅展・蘭展

無 料 招 待 券
平成24年１月10日（火）から３月11日（日）まで

★本券１枚につき１名様のみ有効　　　グリーンパーク山東

第30回 鴨の里盆梅展・蘭展

無 料 招 待 券
平成24年１月10日（火）から３月11日（日）まで

★本券１枚につき１名様のみ有効　　　グリーンパーク山東

滋賀県福祉人材・研修センターの
職員が、働きたい女性のための福
祉・介護の仕事内容や資格などに関
する相談をお受けします。
事前申し込みは不要です。直接会

場にお越しください。（事前に予約
することもできます）
相談日s1月24日(火)10時～16時
会場s滋賀マザーズジョブステーシ
ョン（滋賀県立男女共同参画セン
ター内　近江八幡市鷹飼町）

■問 滋賀県社会福祉協議会
1 077ー567ー3925

生涯現役でいるための生活の工夫
や運動についてわかりやすく、楽し
くお話いただきます。参加は無料で
す。お気軽にご参加ください。
定員s100名（先着順）
日時s2月10日（金）14時～16時
会場s県立文化産業交流会館　
テーマ▼
「自分でするリハビリテーションで、
活力ある生活を！」
姫路獨協大学　医療保健学部
教授　横

よこ

井
い

賀津志
か つ し

先生
申込s2月3日（金）までに下記へ
■問 県立リハビリテーションセンター

1 077ー582ー8157
5 077ー582ー5726
ef4701@pref.shiga.lg.jp

いずれの講座も参加は無料です。
お気軽にご参加ください。

第5回公開講座　　　　　　　　
1月26日(木）市立長浜病院　講堂　

第１部s15時30分～16時30分
「脱毛による頭皮ケアについて
～皮膚障害も含めて」
スヴェンソン毛髪技能士

内
うち

尾
お

啓
けい

子
こ

先生
抗がん剤や分子標的薬の副作用等
で頭皮の障害や脱毛が起こりま
す。よい髪が再生するためにケア
の方法を理解しましょう。

第2部s17時30分～18時
「音楽を聴こう」
SPM音楽事務所所属「BOYCE」
疲れたとき、うれしいときに寄り
添ってくれる音楽をみんなで聴き
ませんか。大阪の音楽事務所所属
の新生のユニットです。

第6回公開講座
2月2日(木) 市立長浜病院　講堂

「ここまでできる緩和ケア」
時間s17時30分～19時
講師市立長浜病院
緩和ケアチーム 花

はな

木
き

宏
こう

治
じ

医師
がんかもしれないと思ったときか
ら始まる緩和ケア。痛みも辛さも
向かい合い、関わり合い、外来か
ら始まり、在宅に戻ることを目指
します。

■問 市立長浜病院がん相談支援センター
1 68ー2354（直通）

次のとおり不動産の公売を実施し
ます。ご不明な点は担当まで。
公売方法s入札方式
公売場所s米原市役所近江庁舎
公売日時s3月19日(月)14時30分
売却決定日s3月26日(月)
＊公売財産の情報は、平成23年12
月22日現在です。

＊見積価額や公売保証金等の公売財
産の明細など、公売に関する詳細
については、収納対策課に据え置
きの「公売広報」をご覧ください。

＊農地（田・畑）については、入札
参加要件として、市農業委員会発
行の買受適格証明書が必要になり
ます。（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ので、公売広
報を必ずご確認ください）

＊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
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滋賀マザーズジョブステーション
福祉のお仕事出張相談

市立長浜病院の公開講座 不動産の公売を実施します

県民のための健康講座

ストーブの上で洗
濯物を干したり、点
火したまま給油した
りしていませんか。
くれぐれも取り扱
いにはご注意を！
■問 市民安全課(近江庁舎）

1 52ー6630 5 52ー6930

ストーブ火災に注意しましょう

盆梅展では推定樹齢300年の老木を含
めた約120鉢を厳選して展示します。蘭
展は華麗で優雅な蘭を展示・即売します。
また、今回は第30回特別企画として、

入場者全員を対象に地デジ対応テレビや
自転車、蘭の花などのプレゼント抽選も
実施します。ぜひ、ご家族おそろいでご
来場ください。
期　間s1月10日(火)～3月11日(日)

9時30分～17時
会　場sグリーンパーク山東内　

すぱーく山東
入場料s大人400円、中高生200円

小学生以下無料
■問 グリーンパーク山東

1 55ー3751

湖北に早春の訪れを告げる
第30回 鴨の里盆梅展・蘭展
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国蝶オオムラサキの動向を知るた
めに、越冬幼虫のカウント調査を実
施します。どなたでもできる簡単な
作業です。ぜひご協力ください。
日時s1月15日(日) 

10時に多和田会館に集合
荒天の場合は22日に延期

持ち物s弁当・水筒・雨具・
筆記具・レジャーシートなど

■問 近江・オオムラサキを守る会
1 54ー0440（樋口）

釣った外来魚
を琵琶湖に戻さ
ないという「琵
琶湖ルール」を
広めるための大
会です。ご協力
いただいた方、
先着200人にびわ湖の日30周年記念
グッズをプレゼントします。
日時s1月28日(土)10時～13時

荒天の場合は中止
会場s彦根旧港湾

県立彦根総合運動場で受付
参加費sえさ代として1人100円

釣り竿の無料貸し出しあり
■問 県琵琶湖レジャー対策室

1 077ー528ー3485

里親制度は、里親となることを希望
する人に、様々な事情により家庭で暮
らせない子どもたちの養育をお願いす
る児童福祉法に基づく制度です。
説明会を開催しますので、関心が

ある方はぜひご来場ください。参加
は無料です。
日時s1月28日(土)13時30分～
会場s米原公民館
申込s1月25日(水)までにファック
スまたはメールで下記へ

■問 県 子ども・青少年局　
1 077ー528ー3551
5 077ー528ー4854
capdvup@pref.shiga.lg.jp

2月に手当を受給するには、1月13
日（金）までに申請してください。申請
書は、手当受給中の世帯に送付してい
ます。
また、平成23年10月分からの手当
を受給するには、平成24年3月30日
（金）までの申請が必要です。
必要書類s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など

申請場所s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s公務員の方は職場での申請
となります。

■問 市 こども元気局（山東庁舎）
1 55ー8104 5 55ー4040

福祉の資格を持っている人も、経
験のない人も、滋賀県内の福祉施設
の求人情報を一気に集めるチャンス
です。参加無料・事前申込不要・履
歴書も不要です。
福祉の仕事に関心のある方は、ぜ

ひご参加ください。
日時s2月6日(月)10時30分～16時
会場s大津プリンスホテル
内容s福祉の職場就職セミナー（谷
口キヨコトークショー・施設職員
と語る！）、福祉の職場説明会
（約90事業所から情報収集）など
■問 滋賀県社会福祉協議会

1 077ー567ー3925

県内の病院・訪問看護ステーショ
ンなどが集まり、就職の説明・面接
が受けられます。看護職・未内定の
看護学生の方はもちろん、職場への
復帰をお考えの方は、ぜひご参加く
ださい。入場無料・予約不要で、無
料の託児もあります。
日時s1月23日(月)13時30分～16時

（受付は15時30分まで）
会場sクサツエストピアホテル
対象s看護師・准看護士・保健師・
助産師・未内定の看護学生

その他s面接希望の方は履歴書をお
持ちください。

■問 滋賀県ナースセンター
1 077ー564ー9494
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第2回
福祉の職場総合就職フェア

看護職就職フェアinしが

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

オオムラサキ
越冬幼虫カウント調査

びわ湖の日30周年関連事業
冬の外来魚駆除釣り大会

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 

社会で子育てフォーラム
里親制度説明会～里親体験発表会～

子ども手当は改めて申請が必要です




