
「ふるさと応援寄付金」に新しい特典がスタート
～ありがとうの心を特産品でお返しします～
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暴力団は、薬物密売による資金調達や暴力による民事介入な
どに加え、姿を隠しながら建設・不動産業へ進出を図るなど、
企業活動をよそおった資金獲得活動を活発化させています。ま
た、県内で暴力団関係者によるけん銃発砲を伴う事件も発生し
ています。
このような経緯から、滋賀県で「滋賀県暴力団排除条例」が

平成23年8月1日に施行されたことに伴い、米原市でも、暴力団
の排除を推進し、市民生活の安全と平穏を確保するために条例
を制定します。

条例制定の背景

条例のポイント

● 案の閲覧方法 市役所各庁舎・行政サービスセンター、市立図書館の市政情報プラザ
または、市公式ウェブサイト

● 意見の募集期間 8月15日（月）～9月14日（水）
● 意見の提出方法 閲覧場所で直接提出、または郵送・ファックス・Ｅメールにて下記まで

「ふるさと応援寄付金」で寄付をしていただいた方への特典に、
新しいメニューがスタートしました！
「伊吹旬彩の森」「醒井水の宿駅」「近江母の郷」からお勧めの
特産品をセットにしてお送りします。１万円以上の寄付をいた
だいた方に、5つのメニューからお好きなセットを１つ特典とし
てお送りします。（3万円以上は2セット）

ふるさと応援寄付金とは
「ふるさとを応援したい」、「このまちを応援したい」と
いう思いをかたちにするために、税の一部を応援した
い自治体へ寄付することができる制度です。

米原市の寄付メニュー
1．鉄道の薫り漂うまちづくりへ
（特産品と別に、「レール文鎮」プレゼント）
2．思い出あふれる学校づくりを応援しよう！
3．伊吹に息吹を、ホタルに輝きを！

【市民等の役割】
◆暴力団の排除のための活動に努める
◆市や警察に情報提供するように努める
◆債権の回収や紛争の解決等に、暴力団の威力
を利用しない
◆暴力団に対して、金品などの利益を与えない
◆事業者は、事業活動で暴力団に利益を与える
ことがないようにする

【市の役割】
◆市の建設工事や市の事務事業で、暴力団に利
益を与えることがないようにする
◆市民等に対して情報提供や必要な支援を行
い、警察と連携して安全確保に配慮する
◆公の施設の使用が、暴力団に利益をもたらす
ような場合は、その使用を認めない
◆中学校で暴力団排除教育などを行う

■問 市民部市民安全課（近江庁舎）〒521-8601 米原市顔戸488-3
1 52－6630 5 52－6930 bouan@city.maibara.lg.jp 

■問 政策調整課(米原庁舎）1 52－6626 5 52－5195 

特産品セットメニュー

A 伊吹大根ドレッシングセット
B 伊吹の薬草セット
C 伊吹のお米セット
D 梅花藻セット
E フルフルラーメンと淡海のめぐみセット

米原市暴力団排除条例（案）に対する
市民意見（パブリックコメント）を募集します



14public information  Maibara 2011.8.15

米原市内の交通事故（平成23年7月30日現在）※カッコ内は前年比
件数　95件（ －20件 ）、死者　3人（ ＋1人 ）、傷者　119人（ －34件 ）

なるほど食育コラム　食を通じた夏バテ予防
暑い毎日が続きます。そろそろ夏の疲れが出る頃です。長期休暇などで、
生活リズムが崩れ、食欲がない人も多いのではないでしょうか。
夏バテ気味の人にはビタミンＢ１が疲れたからだを元気にしてくれます。
ビタミンＢ１には、豚肉、大豆に多く含まれていますので、積極的にとり
ましょう。その他にも汗とともに失われがちなビタミン・ミネラル補給の
ために、野菜やタンパク質、海藻類などバランスの良い食生活を心がけま
しょう。
太陽の陽ざしをたっぷり浴びた夏野菜は他の時期より栄養分が多く、安
く購入することができます。真っ赤に熟したトマトは丸かじり、とりたて
のきゅうりはそのままポリポリ、とうもろこしは茹でたてのアツアツをフ
ーフーとかじりつく。夏野菜の味と香り、歯ざわりをぜひ味わってくださ
い。旬のものは旬においしく食べて、暑い夏を元気に過ごしましょう。ま
た、早寝・早起きをして、毎日しっかり朝ごはんを食べ、生活リズムを整
えましょう。

毎月19日は「食育の日」

ほたるんの
食育通信
第10号

■問 市健康づくり課（山東庁舎）1 55－8105 5 55－2406

「事故0」を
滋賀の道から
あなたから

食育の基本は家庭にあります。家
庭でおいしく楽しい食育に取り組み
ましょう。

婚活パーティーで、素敵な出逢い
をみつけませんか。ぜひ、ご参加く
ださい。
日時s9月17日(土)

10時30分～14時30分
会場s北近江リゾート ダイニング
ラ・ピラミッド（長浜市高月町唐
川89）

対象s50才以下の未婚の男女、各30
人。男性は湖北地域在住、女性は
地域不問。

参加費s男性5,000円　女性4,000円
申込締切s8月25日（木）
※定員になり次第終了
申込方法s参加費を持参し下記へ直
接お申し込みください。

■問 湖北地域農業センター（長浜市公園町9-23）
1 62－4143 5 62－4144

養護学校の児童・
生徒が学習で制作し
た焼き物や絵画を展
示します。ぜひ、ご
来場ください。
期間s8月26日（金）

～28日(日)
10時～21時
(最終日は19時まで)

会場sアル・プラザ長浜1階　
■問 滋賀県立長浜養護学校

1 63－9721

カヌー体験やライフジャケットの
浮遊体験などを通じて、親子の絆を
深めてみませんか。
日時s9月11日(日)9時～12時
場所s琵琶湖
（近江母の郷文化センター付近）
定員s20名（親子10組）
参加費s500円（保険料込）
申込締切s8月31日（水）
※定員になり次第終了
申込方法s電話で下記へ直接お申し
込みください。

■問 市 生涯学習課スポーツ振興室
（ルッチプラザ内）
1 55－8020 5 55－4556

高齢者や障がい者
をめぐる人権問題に
ついて、人権擁護委
員や法務局職員が相
談に応じます。
実施期間▼
9月5日(月)～9月11日(日)
8時30分～17時
＊土曜・日曜は10時～17時
相談電話▼
全国統一　0570－003－110
■問 大津地方法務局人権擁護課

1 077－522－4673

こほくふれあいパーティー2011

第15回 長浜養護学校作品展

「親子マリンスポーツの集い」
参加者募集！

全国一斉「高齢者・障がい者
の人権安心相談」強化週間

日時s10月2日(日)15時30分～　
会場sルッチプラザベルホール310
チケットs全席指定5,000円
・友の会会員は１割引
・未就学児の入場はご遠慮ください。
■問 ルッチプラザ　

1 55－4550 5 55－4556

加藤登紀子コンサート
詩と歌の世界

「広報まいばら」お詫びと訂正
8月1日号「まいばらカレンダー」
の掲載内容に誤りがありました。
・12ページ　8月13日・14日の欄
（誤）山東、近江図書館は臨時休館
（正）山東公民館は臨時休館
・9ページ　8月15日の欄
（誤）井之口豊年太鼓踊り14時
（正）井之口豊年太鼓踊り10時30分
上記のとおり、訂正してお詫びします。
■問 広報秘書課(米原庁舎) 152－6627
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Yahoo!JAPANが提供するインタ
ーネットオークションシステムを利
用して、市税の滞納により差押さえ
た財産の公売を実施します。
この公売には参加申込が必要とな

りますので、Yahoo!JAPANのイン
ターネット公売(官公庁オークション)
で手続きをしてください。
手続きは8月15日13時以降から可

能です。詳しくは担当までお問い合
わせください。

公売の日程

公売財産s動産(額付アートポスタ
ー・コピー機など)

公売方法sせり売り方式
公売場所sヤフー㈱が提供する官公
庁オークションシステム上

申込期間s8月15日(月)13時～
8月26日(金)23時

入札期間s9月2日(金)13時～
9月4日(日)23時

買受代金納付期限s9月12日(月)
14時30分

下見会の日程

日時s8月21日(日)13時～15時
会場s旧坂田診療所(宇賀野）
■問 市収納対策課(近江庁舎)

1 52－3189 5 52－6930

申請を希望される方は、事前に農
林振興課へご相談ください。
受付期間▼
8月15日(月)～9月14日(水)
土･日･祝日を除く＊期限厳守
8時30分から17時15分まで
受付場所s農林振興課
＊上記期間を過ぎた場合は、次回受付
(12月中旬～1月中旬頃)となります。

農用地区域からの除外
（農振除外）の要件

次の①から⑥までの要件をすべて
満たす必要があります。
①必要性および緊急性があり、除外
したい農用地以外に代替すべき土
地がないこと。

②周辺農用地の集団性が保たれてい
ること。

③農業用施設等の機能に支障がない
こと。

④土地改良事業等の工事が完了した
年度の翌年度から起算し、８年を
経過した土地であること。

⑤効率的かつ安定的な農業経営を営
む者（認定農業者や集落営農組織
等）に対して農用地の利用や集積
に支障を及ぼす恐れがないこと。

⑥他の法令（都市計画法、農地法等）
の許可見込みがあること。

■問 市農林振興課（伊吹庁舎）
1 58－2228 5 58－1719

「人と人(親子・地域・家庭など)の
つながりのある交通安全作品」をテ
ーマに、交通安全標語を募集します。
応募締切s9月13日(火)
応募資格s市内在住・在勤・在学の方
応募方法等▼
・自作で原則1人5点まで。
・様式は自由で、氏名（ふりがな）、
住所、電話番号を明記

・郵送、ファックス、メールなどで
下記事務局へ、または各庁舎・行
政サービスセンター窓口へ直接提
出してください。

・著作権は協議会事務局に帰属
・選考結果は表彰者のみ通知
■問 米原市交通対策協議会事務局
市民安全課（近江庁舎）内
1 52－6630 5 52－6930
bouan@city.maibara.lg.jp

インターネット公売のご案内

交通安全標語募集！

「広報まいばら」「市公式サイト」への広告掲載に関するお問い合わせは市　広報秘書課 152－6627へ…
◎広報まいばら　広告掲載料金：１枠　15,000円（13,300部発行・市内全戸配布）
◎市公式サイト　広告掲載料金：１枠・１月　10,000円（月平均アクセス数　18,000件）

人口41,117人（＋16） 男20,154人（＋10） 女20,963人（＋6） 世帯数13,706世帯（＋22）

65歳以上の人口　10,185人　　高齢化率　24.77% ※（ ）内は前月との比較【平成23年8月1日現在】

農用地利用計画の変更
（農振除外）の受付について

今月の表紙
第46回滋賀県消防操法
訓練大会が行われました

７月31日、東近
江市の消防学校で第
46回滋賀県消防操
法訓練大会が開催さ
れ、米原市からは@

番班と市場班が出場
されました。当日は、
消防車などから送ら
れてくる高圧・大量の水をうまく
コントロールする競技が行われ、
本番のために両班とも度重なる練
習を行われてきたそうです。消防
団の方々の日々の努力がまちの安
全を支えているのだと改めて感じ
ることができる一日でした。

節電、そしてSave the earth!!
震災の影響により、この夏は日本各地で節電の取り組みがなされ、市

役所庁舎でも冷房時間の短縮や照明の減灯、ノー残業デーの徹底など節
電対策を行っています。節電は停電を回避するためだけでなく、地球環
境を守ることにもつながります。これを機に、私たち人間と自然とのつ
ながりを見つめ直してみませんか。

≪身近な実践例≫
◆冷房設定温度27℃→28℃　 30.24kwh(CO2  10.6kg)
◆エアコンフィルターのこまめなお掃除 31.95kwh(CO2  11.2kg)
◆54W白熱電球→12W電球形蛍光ランプ 84.00kwh(CO2  29.5kg)
◆冷蔵庫設定温度「強」→「中」 61.72kwh(CO2  21.7kg)
◆冷蔵庫の中身を詰め込み過ぎ→半分 43.84kwh(CO2  15.4kg)

年間合計約252kwh、CO2約88kgの削減に!!

一人が変われば
、 

世界も変わる！
! 
４ 

愛犬のフンを始末して
きれいなまちに！
道路や公園などが犬のフンで汚さ

れ、多くの方が迷惑されています。フ
ンの後始末は飼い主の義務です。飼い
主が責任をもって始末してください。

愛犬の散歩のときには・・・
●フンの後始末が出来る用意を忘れ
ずに（シャベル、ビニール袋など）

●必ず引綱をつけましょう
環境保全課




