
20public information  Maibara 2011.4.1

■平成23年度上半期の受入日程

4月　 4月24日(日) 7月　 7月24日(日)
5月　 5月22日(日) 8月　 8月28日(日)
6月　 6月26日(日) 9月　 9月25日(日)

●受付時間　８時30分～12時/13時～16時30分
●料　　金　10kgまでごとに40円

＊指定ごみ袋で持ち込む場合は無料
★10月以降の日程は、9／15号に掲載予定です。

■注意事項
○都合により受入日程が変更になる場合がありま
す。変更する場合は、事前に広報などでお知ら
せします。
○クリーンプラントへの持込は、左記地図のとお
り指定道路を通り、必ず制限速度を守って、安
全走行でお願いします。

■受入可能なごみと場所

大切な琵琶湖を
不法投棄から守ろう！

お問い合わせ 経済環境部 環境保全課（伊吹庁舎）
1５８―２２３０　5５８―１６３０

お問い合わせ 水資源機構琵琶湖開発総合管理所　湖北管理所
1５２―５１６０　5５２―５４７０ （休日夜間）1０７７―５７４―０６８０

琵琶湖の周りに設置されている湖岸堤は、琵琶湖の洪
水を防ぐための堤防であり、湖岸道路としても利用され
ています。
水資源機構では、この湖岸堤や、湖岸に設置されてい

る水門などの施設をパトロールしていますが、テレビ、
冷蔵庫などの家電製品や、自転車、タイヤ、剪定枝など
の不法投棄が後を絶ちません。昨年も4月から12月まで
に90件の不法投棄がありました。
ごみの投棄は、景観上の問題だけでなく、生態系への

影響や水質汚染にもつながる可能性があります。琵琶湖
の豊かな自然環境を守るために、みなさんのご協力をお
願いします。もし、琵琶湖周辺でごみを不法投棄してい
る現場を見かけたり、不法投棄されたごみを見つけたり
した時には、警察または下記へご連絡ください。

※不法投棄に対する罰則が平成22年5月から強化され、
法人に対しては最大３億円、個人に対しては最大
1000万円の罰金となっています。▲後を絶たない家電製品などの不法投棄

ご み の 種 類 受 入 場 所

可燃ごみ・資源ごみ
＊古紙、空き缶、ペットボトルは持込不可

クリスタルプラザ　162ー7141
（長浜市八幡中山町200）

不燃ごみ・粗大ごみ
＊エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコンは持込不可

クリーンプラント　174ー3377
（長浜市大依町1337）
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毎月第４日曜日
クリスタルプラザ・クリーンプラントへ
家庭ごみの持込ができます！
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人権・行政・心配ごとなど、市
民のみなさんのさまざまな相談に
応じます。
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10時から12時までで、相

談時間は30分以内です。事前に予
約が必要です。
4月から相談予約先が、市の福祉

支援局に変わりました。

費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援局

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s4月14日（木）・4月28日（木）

いずれも13時30分～16時
場所s近江公民館　
■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。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。

4月から木曜開催になりました。

※相談日前日までの予約と、電話ま
たはセンターでの直接相談を原
則とします。

※相談予約がない場合は、急な電話
相談にも対応します。

※相談は無料、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

結婚相談

法律相談

４月の時間外窓口のご案内

実施日s4月7日(木)･21日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
4月14日(木)･28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

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５月２日（月）

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

憲法週間記念行事　滋賀弁護士会の無料相談会
日　　時s5月2日(月)9時30分～16時　
会　　場s大津地方裁判所　本館1階
定　　員s33人（先着順）
申込期間s4月11日(月)～4月28日(木)

憲法週間記念行事　裁判員制度説明会
日　　時s5月16日(月)13時15分～15時30分
会　　場s大津地方裁判所　別館
定　　員s50人（先着順）
内　　容s裁判員裁判用の法廷見学や刑事裁判の傍聴、裁判員制度の

説明など

■■申・■問 大津地方裁判所　事務局総務課　1 077－503－8112

相談日 会　場

4月14日(木)

4月21日(木)

4月28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)

和ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

注意

相談日

4月14日(木)

5月12日(木)

会　場

愛らんど（春照56）

ゆめホール（三吉570）

相談日

4月05日(火)

4月12日(火)

4月19日(火)

4月26日(火)

5月10日(火)

5月17日(火)

5月24日(火)

5月31日(火)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ゆめホール（三吉570）

愛らんど（春照56）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ゆめホール（三吉570）

愛らんど（春照56）

注意

今月の表紙

環境省レ
ッドリスト
の準絶滅危
惧種に指定
される貴重
なセツブン

ソウを来訪者と区民とが積極的
にふれあうことで共に守ってい
こうと、３月12日・13日に大久
保区で「第２回セツブンソウふ
れあい祭りが」開催されました。
イベントには県内外から150

人を超える参加があり、小さな
セツブンソウから大きなふれあ
いの輪が生まれていました。
（撮影／写真サポーター 松居直和）

みんなで守ろう
セツブンソウふれあい祭り

男女共同参画
「こころの悩み相談室」
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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

4月の救急医療
―休日に具合が
悪くなったとき―

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
診療時間　9時～18時

165-1525

子どもの場合

上記以外

日赤

市民

○ ○ ○ ○ ○

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

日赤

日赤

市民

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

4/3
（日）

4/10
（日）

4/17
（日）

4/24
（日）

4/29
（金）

小児救急電話相談　短縮ダイヤル＃8000 1077-524-7856

●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

平成23年度の国民年金保険料は
月額15,020円

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。
また、平成23年4月分から平成24年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円の割引となり、大変お得です。
納期限は5月2日（月）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・クレジットカードによる1年前納受付は
終了しました。

ご存知ですか？　学生納付特例制度！
学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、国民

年金の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。
平成22年度に特例を受け、平成23年度も引き続き

在学予定の方には、3月下旬からハガキ形式の申請書
が送付されます。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。はじめて
申請をする方は、在学証明書等の書類が必要です。

◆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23
年1月1日に米原市に住所のない方は平成22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）

◆申請の受付期間
平成23年4月～平成24年4月まで（随時受付）

＊申請受付後に審査を行いますが、所得確定が6月以
降になるため、承認決定通知書等の送付には時間
がかかる場合があります。

■問 日本年金機構
彦根年金事務所
1 0749－23－1114
5 0749－23－9033

国民年金のおしらせ

企画展「桜さくらサクラ・道誉桜展」
「バサラ大名」京極道誉お手
植えの「道誉桜」をはじめ、
人々が愛でた様々な桜をビジ
ュアルに紹介。
●会期 5月8日(日)まで

9時～17時
●休館 月曜日・祝日の翌日

■問 柏原宿歴史館　157－8020



小中学校の就学に必要な給食費や
学用品費、通学用品費などについて、
経済的な理由など一定基準を満たす
保護者に援助します。
対象者s市内小中学校に通う児童生
徒の保護者で一定基準を満たす方

申請方法s申請書は各学校、各市民
自治センター、教育総務課で配布
します。必要事項を記入の上、各
学校長へ提出してください。

申込期限s5月13日（金）
■■問 市教委 教育総務課（山東庁舎）

1 55－8107 5 55－4040

平成23年度各会計当初予算書およ
び水道事業会計予算書の有償頒布を
行います。
価格s１冊1,300円
規格sA4冊子 486ページ1.5kg
購入方法s財政課(米原庁舎１階)で
頒布
※郵送を希望される場合は送料を
ご負担いただきます。詳しくは財
政課まで。

頒布期間s平成24年3月31日まで
※数に限りがあるため、なくなり
次第、頒布を終了します。

■問 市 財政課(米原庁舎)
1 52－1553 5 52－4447

4月1日
から、勤労
青少年ホー
ム（志賀谷）

の施設名が「山東生涯学習センター」
に変わります。愛称「きんせい」と
して、これからもよろしくお願いし
ます。
利用時間s9時～21時
休館日s日曜日・祝日

12月29日～翌年1月3日
■■問 山東生涯学習センター

1・5 55－3029

湖畔の
風景、伊
吹山や鍋
冠まつり
など、湖
北の風景
や広報表
紙のために撮影した写真を展示。
また、滋賀を本拠地に日本社会に

貢献されたウィリアム・メレル・ヴ
ォーリズさんの北米での足跡を訪ね
た際の写真もご紹介します。
会期s4月8日(金)～5月8日(日)
時間s10時～17時
会場s醒井水の宿駅（入場無料）
■■問 醒井水の宿駅

1 54－8222 5 54－8223

5月14日（土）から3つのコース
のパソコン教室を開催します。いっ
しょにチャレンジしませんか。
開催日時s各コース定員3人
毎月第2・4土曜日（全10回）
①はじめて1コース 9時45分～
②はじめて2コース 11時～
③ぼちぼちコース 13時30分～
会場s湖北しょうがい者相談センタ
ーほっとステーション

受講料s①と②は2,000円、③は
3,000円＊テキスト含む全10回分

応募方法s4月11日(月)～4月15日
(金)に電話またはファックス、メ
ールで下記まで。

■問 湖北しょうがい者相談センター
1 64－5130 5 64－5131
hotst@ex.bw.dream.jp

警察官を募集しています。詳しくは滋
賀県警のホームページをご確認ください。
http://www.pref.shiga.jp/police/
採用予定s男性A …57人程度

女性A…6人程度
受験資格s昭和56年4月2日以降生まれで、
4年制大学を卒業または卒業見込みの人

試験日程s第1次試験 5月8日(日)
■問 滋賀県警察本部

1 0120－204－314
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各会計当初予算書の有償頒布
を行います

しょうがい者対象パソコン教室

第1回滋賀県警察官
（A・大卒程度）採用試験

伊吹法律事務所 
Tel 0748-32-4732 
平日10時～17時 

 
簡易な事件だけでなく、全ての法律問題に最後まで責任が持てるのは弁護士だけです。 
電話予約にて、米原出身の弁護士が市内で相談をお受けできます。 

勤労青少年ホームが
「山東生涯学習センター」に！

広報まいばら写真サポーター
「松居直和　写真展」

小・中学校の保護者のみなさんへ
「就学援助制度」のご案内

「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）

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 草津市渋川1丁目9番41号 
TEL 077-565-3180 
月～土 9：00～19：00
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草津駅 
徒歩5分 




