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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。
日時と会場▼
10月11日(木) 13時30分～16時
米原公民館
10月27日(土) 09時30分～12時
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。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

全国地域安全運動　
10月11日～10月20日

結婚相談 10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
10月4日(木)・18日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
10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

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

相談日

10月11日(木)

11月08日(木)

会　場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

やすらぎハウス（顔戸21-2）
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男女共同参画
「こころの悩み相談室」

滋賀県最低賃金改定
平成24年
10月6日から 1時間 716円
常用・パートなど雇用形態を問わ
ず、県内の事業所に雇用される全て
の労働者に適用されます。
彦根労働基準監督署10749ー22ー0654

10月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税 第3期
s国民健康保険税(普通徴収) 第5期
s介護保険料(普通徴収) 第5期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第4期
s保育所保育料 10月分
s水道料金 10月分
（7～8月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 10月分
山東・伊吹・米原地域　
（7～8月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（6～7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 10月31日（水）

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

米原曳山まつり「子ども歌舞伎」
の練習風景を取材しました。
振付師の市川団四郎さんの演技指

導を受け、子ども役者のみなさんは
真剣なまなざしで稽古に取り組んで
いました。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

犯罪のない、安全で明るく住みよい地域社会を実現するために、一人ひとり
の防犯意識を高めるとともに、地域一体となった安全運動を広げましょう。

●通学路における子どもの安全対策の強化
滋賀県の ●住宅を対象とした侵入犯罪の防止
重点取り組み ●自転車盗・万引きの防止　

●振り込め詐欺の被害防止
■問 米原警察署 1 52ー0110

当日の演技が楽しみです

10月11日は
安心・安全なまちづくりの日

相談日 会　場

10月04日(木)

10月13日(土)

10月25日(木)

11月08日(木)

11月15日(木)

11月22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)
土曜日開設!!

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）
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休日の内科・小児科の救急医療
は、当番制で対応しています。受
診の際には、健康保険証・お薬手
帳などをお忘れなく。

■ 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

10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
（長浜市宮司町1181-2  165-1525）

受付時間 8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

日赤

日赤

市民

市民

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

日赤

○ ○ ○ ○ ○

10/7
(日)

10/8
(月・祝)

10/14
(日)

10/21
(日)

10/28
(日)

インフルエンザは、高齢者がかかると、肺炎等の合
併症をひきおこし重症化しやすい病気です。高齢者の
方を対象に次のとおり予防接種を実施しますので、接
種を希望される方は、この機会に指定医療機関で接種
してください。

●実施期間 10月15日(月)から12月31日(月)
＊実施日は医療機関にお問い合わせください

●接種対象 ①接種日において65歳以上の方
②接種日において60～64歳で、心臓・腎
臓・呼吸器の機能障がいで身体障害者
手帳1級程度の方、またはヒト免疫不全
で同程度の状態にある方

●接種場所 指定医療機関（市内は右表のとおり）
＊長浜市内等の医療機関でも接種できます。
＊詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧いただ
くか健康づくり課まで。

●申込方法 直接指定医療機関に予約してください。

●接種費用 自己負担金2,000円
(接種料金4,000円のうち2,000円を助成)

市内の指定医療機関（50音順）

高齢者のみなさんへ
インフルエンザ予防接種を実施します

自己負担金を全額助成します
―接種日までに申請を―

■ 市健康づくり課(山東庁舎)
155ー8105 555ー2406

医療機関名
いそクリニック
伊藤内科医院
おおはらクリニック
かがい医院
かしはら診療所
河合外科医院
北村内科循環器科医院
工藤神経内科クリニック
地域包括ケアセンターいぶき
坂田メディケアセンター
柴田医院
国民健康保険 近江診療所
国民健康保険 米原診療所
松下医院
三浦医院
水野医院
吉田内科クリニック

住 所
磯1729-1
入江1673
市場411
箕浦372
柏原2100
枝折93－2
下多良1－7
下多良3－36
春照58-1
野一色1136
入江500
能登瀬1303
三吉581
枝折40
市場359
長岡600
宇賀野88-20

電 話
52-1100
52-3534
55-1009
52-9333
57-0855
54-0259
52-0172
52-6760
58-1222
55-8211
52-3217
54-2127
54-5311
54-1118
55-1025
55-2133
52-6855

次の方は申請により無料で接種できます。接種の予
約後、接種日までに申請してください。接種の際に医
療機関へ「助成券」を提出していただくと自己負担金
が無料になります。
なお、助成券を申請される前に接種をし、自己負担
金を支払われた場合は、償還申請により自己負担金を
助成します。

手続き方法
●助成券の交付申請･･･医療機関に予約後、接種日ま
でに健康づくり課または各庁舎窓口で手続きして
ください。対象者に「助成券」を交付します。
（持ち物）認印

●償還申請･･申請書に必要書類を添付して健康づく
り課または各庁舎窓口へ提出してください。
（持ち物）領収書、認印、通帳

＊代理人が申請する場合は、代理人の証明になるもの、認
印、委任状（任意様式）が必要です。

＊転入等で、平成24年度市民税課税状況が確認できない
場合は、市民税非課税証明書の提出が必要な場合があり
ます。

対象者
●上記接種対象のうち、生活保護世帯の方
●上記接種対象のうち、市民税非課税世帯の方
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米原市・長浜市を対象地域に、厚生労働省や消防庁からの助言などを得てモデル事業を
実施します。この事業では、20歳以上の次の３つに該当する患者さんを対象に、救命救急
士が医師と連絡を取りながら処置を実施し、処置の効果や安全性などについて検証します。

●実施期間 平成24年11月1日から平成25年1月31日の3か月

●処置の内容
①低血糖の意識障害……血糖測定を行い、低血糖が確認された場合はブドウ糖溶液を血

管から投与します。
②重症喘息発作…………喘息治療の吸入薬を所持している人が発作を起こした場合、その吸入薬を投与します。
③ショック状態…………顔色が悪いなど、冷汗し、血圧が低下して心臓が停止する危険性がある患者さんには

点滴を行います。

●その他
＊これらの処置は、本人やご家族の方に説明した上、書面による同意を得られた場合にのみ実施します。
＊同意を断っても、不利益が生じることはありません。

■ 湖北地域メディカルコントロール協議会
（湖北地域消防本部 警防課) 1 62ー6194 5 65ー4450

国民年金では、20歳
から60歳に到達するま
での間に保険料を納め
ていただくことで満額
の老齢基礎年金を受給
できます。
保険料を納められな

かった期間がある場合
や、届出忘れにより国
民年金の資格期間がな
い場合には、将来の年
金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給で
きなくなったりすることがあります。
このような事態を避けるため、10月1日から国民
年金保険料の納めることができる期間が過去2年か
ら10年に延長となる「後納制度」が始まります。詳
しくは、下記の年金事務所へお問い合わせください。

「後納制度」では・・・
●平成14年10月分以降の保険料を納めることがで
きます。

●後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月1
日から平成27年9月30日までの3年間です。

＊既に老齢基礎年金の受給権がある人は納めること
ができません。

＊後納保険料を納付するためには、事前にお申し込
みいただき審査を行います。審査の結果、後納制
度で納付いただけない場合もあります。

■ 彦根年金事務所 お客様相談室
10749ー23ー1116

国民年金「追納制度」が
10月から始まります

●日 時 10月8日(月･祝) 9時30分～12時
●会 場 米原公民館駐車場
●内 容 ラッセル車の塗り替え体験

鉄道模型Ｎゲージの走行会、写生会など
●その他
・塗り替え体験は、子ども対象です。参加を希望さ
れる方は米原公民館までお申し込みください。

・塗り替え体験は汚れてもいい服装でお越しくださ
い。

・雨天の場合は実施できない内容もあります。

■ 米原公民館 152ー2240
市 政策調整課(米原庁舎) 152ー6626 

鉄道のまち米原のシンボルであるラッセル車「キ
555」の塗り替えを記念したイベントを開催します。
力強くカッコいいラッセル車を見に来ませんか？
なお、この事業は「ふるさと応援寄付金」を活用
して実施します。寄付いただいたみなさん、ありが
とうございました。

この雪かき車は、
昭和18年に誕生
して以来、39年
間東海道本線の
米原から大垣の
間を雪かき運行
してきました。
特に昭和38年1
月の大豪雪には
大活躍し、雪の
多いこの地域の
市民生活と産業
を支えました。

ラッセル車
塗り替えイベント

救命救急士の処置範囲が広がる実証研究について

参加者募集!
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次のとおり不動産公売を実施しま
す。ご不明な点は担当までお問い合
わせください。
公売財産▼
①梓河内字黒谷536･591番の2筆
(13,395㎡/7,801㎡ 全て山林）

②梓河内字黒谷548･583･584･
585･586番の5筆(968㎡/446㎡
/16,330㎡/5,907㎡/2,638㎡ 全
て山林)

③梓河内字黒谷597･598･599･608
番の4筆(7,272㎡/578㎡/2,023
㎡/509㎡ 全て山林)

④梓河内字黒谷1310･1311･1317･
1318番の4筆(2,809㎡/4,198㎡
/1,021㎡/7,272㎡ 全て山林)

⑤村居田字清水川147番2の1筆(51
㎡ 雑種地)

公売方法s入札方式
公売場所s市役所近江庁舎 2E・2F
公売日時s11月2日(金)13時30分～
売却決定日s11月9日(金)11時
買受代金納付期限▼
11月9日(金)11時30分
＊公売財産の情報は8月31日現在の
ものです。

＊見積価額等の詳細は、収納対策課
に10月上旬に設置する「公売広
報」をご覧ください。

＊公売を中止することがあります
が、ご了承ください。

■ 市収納対策課(近江庁舎)
1 52ー3189 5 52ー6930

次のとおり採用試験を実施します。
職種と人数▼
①一般事務職(大卒程度) 若干名
②電気技術職(大卒程度) 若干名
③土木技術職(大卒程度) 若干名
受験資格▼
①昭和57年4月2日から平成3年4月
1日までに生まれた人、または平
成3年4月2日以降に生まれた人で
大学を卒業した人（3月31日まで
に卒業見込みの人含む）

②昭和52年4月2日から平成3年4月
1日までに生まれた人、または平
成3年4月2日以降に生まれた人で
大学を卒業した人（3月31日まで
に卒業見込みの人含む）
上記に加え、第三種電気主任技術
者免状を取得しているか、第三種
電気主任技術者免状の取得に必要
な学歴を有する人

③昭和52年4月2日から平成3年4月
1日までに生まれた人、または平
成3年4月2日以降に生まれた人で
大学を卒業または平成25年3月31
日までに卒業見込みの人

第1次試験s11月17日(土)
受付期間s10月1日(月)～10月25日(木)
その他s詳しくは、ウェブサイトを
ご確認ください。申込用紙もダウ
ンロードできます。
http://www.eonet.ne.jp/̃nagasui/

■ 長浜水道企業団職員選考委員会
1 62ー4101 5 63ー6819

掲載媒体と規格など▼
市が発行する「口座振込通知書
(はがき)」の個人情報保護シール
部分に1枠（縦35mm×横90mm）

作成枚数s25,000枚
広告期間s平成25年4月頃から使い
きるまで(約1年)

掲載料金s最低申込金額を1万円と
し、最高額を提示した申込者に決
定(版下作成費用は広告主負担) 

申込方法s指定の申込書に必要事項
と申込金額を記入し、広告原稿案
を添えて会計室まで

募集期間s10月1日(月)～10月15日(月)
＊郵送の場合は必着
■ 市 会計室(米原庁舎)

1 52ー1555 5 52ー4447

日時とコースs各コース11月10日
(土)スタート、毎月第2・第4土曜
日に開催（全10回）

①はじめてコース 9時45分～
②年賀状作成コース 11時～
③名刺作成コース 13時30分～
受講料s各コース2000円
受付期間s10月15日(月)～10月19日(金)
＊定員になり次第締切
■ 湖北地域しょうがい者相談センター
ほっとステーション
1 64ー5130 5 64ー5131

募集 おしらせ 長浜水道企業団
職員採用試験

募集 広告主募集
口座振込通知書

募集 しょうがい者対象
パソコン教室

不動産の
公売を実施します

対象期間 10月1日～平成25年3月31日
募集締切 10月1日(月)～10月31日(水)

使用できるイベント ＊広場の直径は約30mです。
①商工業や農業などの振興につながるもの
②地域コミュニティの振興につながるもの
③公益的な活動や社会奉仕活動
④その他、市長が認めるもの

使用できる期間・時間
・原則として7日間以内で、9時から20時の間とします。
・ただし、協議の上、期間更新や時間変更ができます。

使用料金
・許可を得た面積1㎡あたり1日20円
・光熱水費は、使用実績に応じて算出

お問い合わせ
市 土木部
米原駅周辺整備課(米原庁舎)
152ー6628 552ー5195

米原駅西口駅前広場から
まいばらの元気を
発信しませんか 利用者募集中！

詳しくは、市の
ウェブサイトを
確認してね。
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まちづくりリーダー
の育成を目的とする市
民大学「ルッチ大学」
は、開校以来10年が
経過しました。
歴代卒業生やゆかりの深い講師を

お招きし、記念事業を開催します。
どなたでもご参加いただけますので、
ぜひご来場ください。(申込不要)
日時s10月6日(土)

13時30分～16時45分
会場sルッチプラザベルホール310
内容▼
講演「新しい発想で生きる」
講師 若松

わかま つ

進一
しんい ち

さん
(愛媛大学非常勤講師・人間牧場主)
パネルディスカッション
コーディネーター 若松進一さん
パネラー 三

み

山元暎
やまも と あ き

さん(初代学長）
前川和彦
まえが わ か ず ひ こ

さん(1期生）
竹腰裕
たけこ し ゆ う

紀
き

さん(2期生）
谷口嘉之
たにぐ ち よ し ゆ き

さん(5期生)
■ 市教委生涯学習課(ルッチプラザ)

1 55ー8106 5 55ー4556

治療に伴う脱毛への不安な思い
や、分かりにくい情報をどうにかし
たいとお悩みのみなさん、医療と理
美容界の連携について一緒に考えて
みませんか。どなたでも無料でご参
加いただけます。(申込不要)
日時s10月19日(金)17時30分～
会場s市立長浜病院2階講堂
内容▼
「気持ちを支える専門美容室」
～ヘアサプライピアの取り組み～
講師 佐

さ

藤
とう

真
ま

琴
こと

さん
(株式会社PEER代表取締役)

■ 市立長浜病院
地域医療がん対策推進事務室
1 68ー2354 5 65ー2730

米原市も加盟している湖東・湖北
地域ネットワーク協議会によるフェ
スティバル。「生きて活きて輝いて
～仕事と介護と恋愛と～」をテーマ
に、タレントの遙洋子さんを講師に
迎え記念講演などを行います。（申
込不要・参加無料・託児は5日前ま
でに予約）
日時s10月21日(日)10時～15時
会場s近江八幡市文化会館
■ フェスティバル事務局
近江八幡市人権・市民生活課
1 0748ー36ー5881

浄化槽は、微生物の働きによって
汚水をきれいな水にするための排水
処理施設です。
浄化槽が適正に機能するために

は、設置者が適正に維持管理する必
要があり、浄化槽法により保守点
検・清掃・法定検査などが義務付け
られています。
●法定検査の申込先
(滋賀県知事指定検査機関)
(社)滋賀県生活環境事業協会
1077ー554ー9271
●法定検査の手数料
20人槽以下 5,000円
21人から100人槽 7,000円
●その他･･･浄化槽を使用しなくな
ったときは、30日以内に「浄化
槽廃止届」を市に出すことが義務
付けられています。

■ 市 上下水道課(近江庁舎)
1 52ー6924 5 52ー4858

「あなたがいる わたしがいる 未
来がある」を合言葉に、家庭で、職
場で、地域で、それぞれの個性と能
力を発揮できる「男女共同参画社会」
を築く一歩を、あなたも踏み出して
みませんか。
■ 市 人権政策課(米原庁舎)

1 52ー6629 5 52ー4539

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 

催し 2012
人権フェスティバル

おしらせ 10月1日は
「浄化槽の日」

おしらせ パートナーしがの強調週間
10月14日～10月21日

ルッチ大学10周年記念
ルッチまちづくり座フォーラム

催し 市立長浜病院
緩和ケア講演会

自然の恵みに感謝の気持
ちを込めて、琵琶湖周辺の
一斉清掃を実施します。
琵琶湖のごみの大半が、河川から流入するといわ

れている現状を知り、この機会に地域の自然環境を
守るために私たちにできることを考えてみませんか。
みなさんのご参加をお待ちしています。
●日 時 10月21日(日) 8時30分～10時
●集合場所 米原小学校・米原中学校間の通路

＊清掃活動場所へはバスで移動します。
●申込締切 10月12日(金)

■■・■ 市 環境保全課（伊吹庁舎) 
1 58ー2230 5 58ー1630

琵琶湖一斉清掃
参加者募集

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




