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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▼
2月14日(木) 13時30分～16時
2月23日(土) 09時30分～12時
会場s米原公民館
■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 ２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
2月7日(木)・21日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
2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

2月14日(木)

3月14日(木)

会　場

ルッチプラザ(長岡1050-1)
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２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9期
s介護保険料(普通徴収) 第9期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第8期
s保育所保育料 2月分
s水道料金 2月分
（11～12月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 2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 ２月28日（木）

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

1月17日に
「寺子屋ひろ
ば(親子活動)」
が山東公民館
で開催され、
この日は駒遊
びなどで楽し
みました。
市内4つの

子育て支援セ
ンターでは、
未就園児家庭を対象に楽しい子育て
を応援しています。みなさんも遊び
にいってみませんか。

（写真サポーター 松居直和）

みんなでわいわいお正月遊び！

相談日 会　場

2月07日(木)

2月16日(土)

2月28日(木)

3月14日(木)

3月21日(木)

3月28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

行方不明者の情報提供に
ご協力をお願いします

平成24年12月に米原市の山中で年齢70歳くらいの男性と女性の白骨死
体(死亡推定:平成24年10月ころ)が発見されましたが、まだ身元がわかり
ません。
平成24年1月以降、ご近所で見かけなくなった高齢者の夫婦や、連絡が
つかない高齢者の方についての情報があれば、下記までご連絡ください。

米原警察署刑事課 152－0110
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＊平成25年度の保険料は、2月上旬に決定します。金額など詳しいことは、お近くの年金事務所または年金相談センターにお
問い合わせください。

■問 日本年金機構彦根年金事務所　1 0749ー23ー1114

宝くじの助成金による各種助成事業は、あらゆるまちづくり活動に役立てら
れています。平成24年度に米原市内で宝くじの助成金を受け整備した事業を紹
介します。

コミュニティ助成事業とは･･･
コミュニティ組織（自治会）の活動に必要な施設の整備や自主防災組織の育

成など地域活動を行うために必要な事業に対して助成されるものです。

平成24年度 宝くじ助成事業のご紹介

■問 伊吹市民自治センター自治振興課(伊吹庁舎)   158ー2221 5 58ー1630

朝妻区
（一般コミュニティ助成）

多良区
（地域防災組織育成助成）

西山区
（一般コミュニティ助成）

野一色区
（一般コミュニティ助成）

助成額　100万円
コピー機等事務機器

助成額　160万円
防災倉庫等防災資材

助成額　140万円
除雪機

助成額　140万円
除雪機

国民年金保険料の納付は１年前納がお得です!!
～口座振替・クレジットカードでの前納手続きは2月末までに～
●国民年金保険料を１年前納（1年分まとめて納付）
や6か月前納（6か月分まとめて納付）すると保険
料が割引になります。新規で前納を希望される場合
は2月末までに手続きをしてください。

●これまでから前納されている方は手続きの必要はあ
りませんが振替方法を変更する場合は、手続きが必
要です。

4月分から翌年3月分
までの保険料を4月
末に振替

希望される金融機関、年金事務所、
市役所各庁舎窓口 年金事務所、市役所各庁舎窓口

4月分から9月分まで
の保険料を4月末に、
10月から翌3月分ま
での保険料を10月末
に振替

毎月の保険料を当月
末または翌月末に振
替
＊口座振替で当月末
振替の場合は、「早
割制度」が適用

振替
方法

１年
前納

毎月
納付

手続き場所

６か月
前納

1回

12回

12回

2回

3,770円

600円

0円

2,040円

3,190円

0円

1,460円

支払回
数／年 割引額/年内　　容 保険料額/年

( )は1回あたりの支払額

175,990円

177,720円
(88,860円)×2回

176,570円

178,300円
(89,150円)×2回

翌月末振替
179,760円

(14,980円)×12回

当月末振替「早割制度」
179,160円

(14,930円)×12回

翌月末振替
179,760円

(14,980円)×12回

割引額/年保険料額/年
( )は1回あたりの支払額

「口座振替」を利用した場合 「クレジットカード」を利用した場合参考 平成24年度保険料額



子育て講座
のご案内
参加希望の方は下記まで。
あゆっこ　152ー1114
はなばたけ　158ー2001
ふたばっこ　152ー0363
寺　子　屋　155ー3767
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がん患者を支え援
たす

けるしくみにつ
いて考えるフォーラムです。ぜひご
参加ください。
日時s2月17日(日)

13時30分～16時30分
会場s長浜文化芸術会館　ホール
内容▼
・講演「がん患者として知っておく
べき社会保険・労働の役立つ知識」

・シンポジウム「がんになっても安
心して暮らせる滋賀を目指して」
「当院におけるがん患者・家族支
援の取り組み」

今回のテーマは、抗がん剤の副作
用対策「食べられる食事の工夫」で
す。治療の副作用や病気からくる食
欲不振・吐気など、食事の工夫で治
療をのりこえましょう。
日時s2月28日(木)14時～
会場s市立長浜病院 2階講堂
講師s市立長浜病院

管理栄養士　中川太郎
がん化学療法看護認定看護師　
佐藤真弓

参加は無料でどなたでもご参加い
ただけます。下記までお申し込みく
ださい。
■問 市立長浜病院

1 68ー2354 5 65ー2730

次の市有地を一般競争入札により
売り払います。
一般競争入札による市有地の売払

いとは、市があらかじめ定めた予定
価格（最低売払価格）以上で最も高
い価格で入札された方を落札者と
し、契約する方法です。
●物件番号①
米原市一色字中屋敷320番1
雑種地　530.85m2

最低売払価格　2,623,000円
●物件番号②
米原市宇賀野字備太郎69番4
宅地　106.66m2

最低売払価格　3,680,000円
申込受付▼
2月18日(月)～2月22日(金)
入札日s3月6日(水)
■問 市管財課(米原庁舎)

1 52ー6781 5 52ー4447

広い国際的視野とリーダーシップ
を見につけた青年を育成することを
目的に実施する「東南アジア青年の
船(平成25年10月～11月)」などに
ついて、参加者を募集しています。
詳しくは下記のホームページをご覧
ください。
URL http://www.cao.go.jp/koryu/
■問 滋賀県子ども・青少年局

1 077ー528ー3557

平成25年度の入札参加資格審査申
請書を次のとおり受け付けます。

受付種別s①建設工事、②委託・設
計・コンサルタント等、③物品調
達、④小規模業務登録

受付期間s2月1日(金)～2月12日(火)
土日祝日を除く
9時～11時30分/13時30分～16時
受付方法s総務課へ直接持参

(郵送不可)
書類配布sホームページからダウン
ロードまたは総務課で配布(実費
によりコピー)

http://www.eonet.ne.jp/̃nagasui/
■問 長浜水道企業団 総務課

1 62ー4101 5 63ー6819

受付種別s①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)

受付期間s1月21日(月)～2月15日(金)
土日祝日を除く
8時30分～12時/13時～17時15分
受付方法s総務課へ直接持参または
郵送

書類配布sホームページからダウン
ロードまたは総務課で配布

http://www.kohoku-kouiki.jp/
■問 湖北地域行政事務センター総務課

1 62ー7142 5 65ー0245

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。 

借金のお悩み解決します 

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 
（平日9:00～17:30の時間帯に要予約） 

ひ    ど 

司法書士　飛渡 あい子 

JR大津駅 
徒歩3分 

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

催し おしらせ 入札参加資格審査の
申請書の受付について

市立長浜病院
からのご案内

おしらせ 市有地の　
売払いについて

おしらせ 青少年国際交流事業に
参加しませんか

親子で
ふれあって遊ぼう
パート1 リズム遊び
2月27日(水)
9時30分から
ルッチプラザ健康ルーム
→平成23年9月までに生ま
れたお子さんと保護者の方
が対象。(先着50組)

親子で
ふれあって遊ぼう
パート2 ベビーマッサージ
3月13日(水)
1回目9時15分/2回目10時45分
近江公民館1階和室
→平成23年9月以降に生ま
れたお子さんと保護者の方
が対象。(各回先着30組)

人形劇団とんとが
やってくる！!
3月6日(水)
10時30分から
かたりべホール(近江図書館内)
→人形劇団とんとの楽し
いお話が待っているよ。
どなたでもご参加いただ
けます。

①第5回がんフォーラム　　　　　
･･･がん対策推進室　

②がん緩和ケアシリーズ公開講座
･･･がん相談支援センター

①②とも

長浜水道企業団

湖北広域行政事務センター

2/13(水)受付開始

2/20(水)受付開始

まいばら体操
2月1日(金)～2月7日(木)
伊吹山テレビで放送するよ!


