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市では、保護者の育児に対する不安感や負担感の軽減、育児疲れの解消およ
び孤立防止を図り、児童虐待の未然防止等の福祉向上につなげるため、今年度
から「ほっと安心子育て支援事業」として、保育所での一時預かり事業を無料
で受けることができる「一時預かり無料利用券」を配付します。

一時預かり事業とは
保護者の疾病や災害などにより、一時的に家庭での保育が困難になる場合や、育児疲れによる保護者の心理

的・身体的負担を軽減するため、保育所でお子様をお預かりする事業です。

●配付対象者 平成23年４月１日以降に出生の児童
●配 付 枚 数 一時預かり無料利用券２枚

※無料利用券は、乳児健診等を通じて対象者に配付します。
※無料利用券１枚で半日分（４時間）の一時預かり事業を無料で利用することができます。

●無料利用券の利用期間 生後６か月から生後１歳６か月までの間
●一時預かり事業実施保育所

・長岡保育園（長岡1167-4） 155-0061 ・大原保育園（朝日199-1） 155-2060
・柏原保育園（柏原2217-10） 157-0077 ・醒井保育園（醒井547-1） 154-0215
・いぶき認定こども園（春照1950）158-2001
＊利用にあたって、事前に保育所への登録と予約が必要です。

「ほっと安心子育て支援事業」が始まります

■問 市こども元気局幼児教育室　1 55－8104 5 55－4040

・代理人が申請する場合は、代理人の証明になるもの、印鑑（認め可）、委任状（任意様式）が必要です。
・転入等の理由により、平成23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。

・指定医療機関については、市公式ウェブサイトまたは健康づくりガイドをご覧いただくか、健康づくり課へお問
い合わせください。

高齢者インフルエンザ予防接種費用助成について

■問 市健康づくり課（山東庁舎) 1 55ー8105 5 55ー2406

●助成期間 10月15日から12月31日まで　　●接種料金 １回4,000円　

・65歳以上の方
・60～64歳で心臓・心臓機能
障害で身体障害者手帳1級
相当の方、またはヒト免疫不
全で同程度の状態にある方

対象者（接種日現在） 助成額および助成方法

①

②

①のうち
・生活保護世帯の方
・市民税非課税世帯の方

(*1)助成券交付申請　
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助成券交付申請手続きを行って
ください。対象者に「助成券」を交付します。申請当日は印鑑をご用意ください。

(*2)償還手続き
助成券の申請前に接種をし、自己負担金を支払った場合は、後で自己負担分をお返し(償還)します。
健康づくり課または各庁舎窓口で申請書に必要書類を添付して提出してください。申請には領収
書・印鑑・通帳が必要です。

申請手続きは不要です
接種料金4,000円のうち2,000円を助成します。
接種後、医療機関で自己負担金2,000円をお支払いください。

申請手続きが必要です
接種の際に医療機関へ「助成券(*1)」を提出すると無料になります。
「助成券」がない場合は、自己負担金2,000円をいったん医療機関
へ支払った後、市へ償還手続き(*2)をしてください。

65歳以上の方の
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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

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

今年度、子宮頸がん・乳がん検診を受診できなかった方を対象に集団検診を実施します。
この機会をぜひご利用ください。

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

日赤

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

日赤

市民

日赤

市民

日赤

市民

○ ○ ○ ○ ○ ○

子宮頸がん・乳がん検診の集団検診を実施します

10/2
（日）

10/9
（日）

10/10
（月）

10/16
（日）

10/23
（日）

10/30
（日）

■問 市健康づくり課（山東庁舎）1 55－8105 5 55－2406

◆対象者　平成24年３月31日現在、子宮頸がん検診は20歳以上、乳がん検診は40歳以上の女性
☆２年に１回の受診となっているため、平成22年度に受診された方は今回受診できません。
（無料クーポン券の対象者は受診できます。）

◆自己負担金（注）
子宮頸がん検診　1,000円　　
乳がん検診　

40歳代 1,500円
50歳以上 1,000円

(注)無料クーポン券をご利用の際は、
当日必ずクーポン券と保険証など
の身分証明書をご持参ください。

◆受診に必要なもの　・受診券　・問診票　・バスタオル（乳がん検診のみ）・生理用品（子宮頸がん検診のみ）

◆申込方法　健康づくり課へ電話またはFAXでお申し込みください。
※日程の変更やキャンセルされる場合は、連絡をお願いします。

◆検診日程

会　　場

近江保健センター（顔戸：近江庁舎併設）

山東健康福祉センター（長岡：ルッチプラザ内）

伊吹保健センター（春照：伊吹健康プラザ愛らんど内）

米原げんきステーション（下多良：米原庁舎南隣）

実　施　日

11月06日(日)

11月14日(月)

受付時間

9時～10時

13時30分～14時30分

9時～10時

13時30分～14時30分

6月から8月の間に保健センターなどで実施した、「特定健診」「後期高齢者健診」「39歳以下健診」を受診
できなかった方を対象に基本健康診査を実施します。

基本健康診査を実施します

■問 市健康づくり課（山東庁舎）1 55－8105 5 55－2406

◆自己負担金
・特定健診　 1,000円
（年度末年齢75歳の方は無料）
・後期高齢者健診　　　　無料
・39歳以下健診　　　1,000円

◆受診に必要なもの
・受診券
（特定健診・後期高齢者健診のみ）
・健康保険証　・質問票　
・尿の検体　　・自己負担金

【被用者保険被扶養者の方で、特定健康診査の受診を希望される方】
特定健康診査受診券の「契約取りまとめ機関名」に「集合B」の記載があれば、今回の基本健康診査で受診

できます。保険証と受診券をお持ちの上、この機会にぜひご受診ください。

◆健診日程

実　施　日

10月18日(火)

10月19日(水)

10月21日(金)

10月22日(土)

＊受診券、質問票、尿の容器は、5月下旬に郵送しているものをお持ちください。紛失など
で手元にない場合は、再送付しますのでお問い合せ先までご連絡ください。
＊各種がん検診、結核レントゲン検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診は実施しま
せん。

申込不要・直接ご来場ください

受付時間

9時～

10時45分

会　　場

米原げんきステーション（下多良：米原庁舎南隣）

伊吹保健センター（春照：伊吹健康プラザ愛らんど内）

山東健康福祉センター（長岡：ルッチプラザ内）

近江保健センター（顔戸：近江庁舎併設）



21 public information  Maibara 2011.10.1

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。また、奇数月には、身
体障がい者・知的障がい者の方の
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時までです。

■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
の、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

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

行政相談委員は、私たちの暮らし
をより良くするため、苦情救済や広
聴サービスを行う総務大臣から委嘱
された担い手です。
相談は無料で秘密は固く守られま

す。お気軽にご相談ください。

行政相談は、滋賀行政評価事務所
でも受け付けています。
■問「行政苦情110番」

10570－090－110
または1077－523－1100

心配ごと総合相談

10月17日～23日は
「行政相談強調週間」

法律相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

10月の時間外窓口のご案内

実施日s10月6日(木)･20日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
10月13日(木)･27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

10月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税(普通徴収) 第3期
s国民健康保険税（普通徴収）第5期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第4期
s介護保険料（普通徴収） 第5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（月）

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

10月13日(木)

10月20日(木)

10月27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

10月13日(木)

11月10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） 今月の表紙

9月18日に
近江図書館で、
岐阜チェロ倶
楽部によるチ
ェロアンサン
ブルコンサー
トが開催されました。ＮＨＫ大河ドラ
マのテーマ曲など聴き親しんだ曲が演
奏され、観客のみなさんは気持ち良さ
そうに耳を傾けていました。また、当
日はチェロの体験レッスンも行われ、
緊張しながらも、初めて触れる楽器を
楽しんでいる様子でした。
（撮影／写真サポーター松居直和）

秋を感じるチェロの調べ

相
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日

10/04
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近年、男性と女性が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、
共に社会の一員として協力し合うことがより重要な課題となっています。
この機会に、男女のパートナーシップについて考えてみてください。

キャッチフレーズ

「チャンスを分かち、未来を拓こう」

パートナーしがの強調週間
10月9日(日)～16日(日)

相談日 会　場 相談委員

毎月第１火曜日
10時～12時

毎月第２火曜日
10時～12時

毎月第３火曜日
10時～12時

毎月第４火曜日
10時～12時

やすらぎ
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ルッチ
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■問 市人権政策課(米原庁舎) 1 52ー6629 5 52ー4539



井伊家の菩提寺の清涼寺で座禅を
体験したあとで、大人は｢わが家の
家訓づくり｣、子どもは佐和山ハイ
クなどを体験します。
詳しくはホームページをご覧くだ

さい。http://www.hikonejc.or.jp/
日程s10月16日(日)13時～17時
会場s清涼寺（彦根市古沢町）
定員s小学校3年生以上の子どもと
保護者の62組

参加費s1家族500円
参加方法s申込用紙に必要事項を記
入の上、10月7日（金）までにお
申し込みください。

■■問（社）彦根青年会議所
1 0749ー22ー7522
(平日9時～16時)
info@hikonejc.or.jp 

湖北地域在住のしょうがい者を対
象にパソコン教室を開催。11月12
日スタートで、毎月第2・第4土曜の
全10回です。先着順です。
内容s受講料はテキスト代を含む10回分
はじめて１コース（定員3人）
9時45分～10時45分 2,000円　
はじめて2コース（定員3人）
11時～12時　　　　　2,000円
ぼちぼちコース（定員3人）
13時30分～15時 3,000円
会場sほっとステーション
受付期間s10月17日(月）～21日(金）
申込方法s電話・FAXまたはメール
で下記まで。

■問 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
hotst@ex.bw.dream.jp

309の企業・団体が出展する国内
最大級の環境産業見本市を開催しま
す。入場無料で、セミナーは事前申
込が必要です。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
http//www.biwako-messe.com/
日程s10月19日(水)～21日(金)

10時～17時（最終日は16時まで）
会場s長浜ドーム
出展分野sエネルギー、リサイクル、
水質・土壌・大気浄化、各種環境
配慮型商品など

■問 滋賀県環境ビジネスメッセ
実行委員会事務局
1 077ー528ー3793

浄化槽の設置者(浄化槽管理者)は
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」を必ず提出してください。

■■問 市 上下水道課（近江庁舎）
1 52ー6924 5 52ー4858
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いいね！わがまち、わが家族！
～キズナでつなごうひこねの未来～

しょうがい者対象パソコン教室 「びわ湖環境ビジネスメッセ2011」

10月1日は「浄化槽の日」
浄化槽の法定検査を受けましょう

＊公売財産の情報は、９月21日現在のものです。
＊見積価額、公売保証金等の公売財産の明細などの詳細
は、収納対策課据え置きの「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です。（買受適
格証明書の発行には農業委員会総会審議のため１ヶ月
程度の日数を要し、受付締切日があります。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

多和田の里山で豊かな米原の自然に癒されながら、野菜の収穫やパン
作りなどの体験を通した出会いの場を楽しんでみませんか。
◆日時　11月13日(日)10時～16時
◆会場　体験型観光農園ローザンベリー多和田
◆料金　3,500円
◆対象　20歳以上の独身男女
◆定員　男性12名・女性12名（応募多数の場合は抽選)
◆申込　下記までご連絡ください。

■申・■問 市商工観光課(伊吹庁舎) 1 58ー2227 5 58ー1197

10月13日(木)・27日(木)13時30分～16時　米原公民館
相談は無料です。お気軽にご来場ください。

今 月 の
結婚相談

まいばらで婚活 Natural Party in まいばら

アクティブシニア交流会～男の料理教室第6弾～

●日　時　10月15日（土）14時～16時30分
●場　所　ルッチプラザ2階　粗！一寸
●定　員　先着20人　　●参加費　1,000円　
●持ち物　エプロン、三角巾

■申・■問 粗！一寸（ルッチプラザ内）1 55ー7171

実りの秋！弥@@のさつまいもで
メインディッシュからデザートまで

10月8日
締切

不動産の公売を実施します
公　売　方　法

公　売　場　所

公　売　日　時

売 却 決 定 日

買受代金納付期限

入　札　方　式

近江庁舎　2F会議室

12月15日（木）14時15分～

12月22日（木）11時00分

12月22日（木）11時30分



井上あずみさんがトトロなどのジ
ブリの名作の歌を、ドリーミングが
みんなの大好きなアンパンマンの歌
を歌います。
日時s12月4日(日)

昼 の 部　13時30分開演
夕方の部　16時30分開演

会場sルッチプラザベルホール310
前売りチケット料金▼
大人2,000円　子ども1,000円
※当日販売はそれぞれ500円増
※友の会会員は１割引　　
チケット発売日▼　
友の会先行　10月5日(水)10時～
（予約専用電話でのみ受付）
一般の方　　10月6日(木)10時～
■申 予約受付専用電話 155ー7150
■問 ルッチプラザ 155ー4550

米原市には色んなところに滝や湧
水といったたくさんの「水」がある
んだ。今回は奥伊吹スキー場にある
水の源探し。その昔、旅人が飲んだ
と言われている百池の水を汲んでお
昼ごはんを作ろう。さぁ、山の水探
検に出発だ!!
日時s10月22日(土) 9時～14時
場所s奥伊吹スキー場
内容s9時～水のお話＆水探検

11時30分～昼食作りなど
(湧水で飯ごう炊さんとカレー)

対象s市内在住小学3年生以上の
親子15組（※先着順）

参加費s１人500円（施設利用料）
服そう・持ち物s長そで長ズボン、
長ぐつ、軍手、帽子、タオル、着
がえ、雨具、飲みもの、お米（一
人１合）、空のペットボトル

申込方法s直接、または電話・
FAX・メールで環境保全課まで。

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

kankyohozen@city.maibara.lg.jp

木彫体験コーナーやテント市、び
わマスグルメグランプリのほか、お
笑い芸人「ファミリーレストラン」
のステージショーなど、内容盛りだ
くさん！ご近所お誘い合わせのう
え、ぜひ、ご来場ください。
日時s10月9日（日）

10時～15時30分
場所sグリーンパーク山東
■■問 米原市商工会

1 52ー0632 5 52ー3045

園内散策（ドングリ拾い、生き物
観察）をしたり、竹とんぼを作って
飛ばします。
日程s10月29日(土)
対象者s小学生以上で保護者などが
一緒に参加できる方。定員30組

参加費s1組（保護者と子ども1人）500円
申込受付s10月1日(土)～
■申・■問 きゃんせの森

1 55ー3252 5 55ー2258
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米原元気市を開催！

きゃんせの森　秋
｢どんぐりイベント｣

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

クリスマスファミリーコンサート

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 

まいばら親子自然観察会　
第２弾｢まいばら水探検｣

福祉の仕事に関心のある人や福祉の職種を希望している人を対象に、湖北地域
での仕事探しを応援します。介護保険サービス・しょうがい福祉サービス・保育
所を開設している事業所などが参加します。

◆職場説明会 施設や事業所が仕事内容を説明し、質問にお答えします。
◆資格取得相談 福祉の資格についての相談に応じます。

■■問 市福祉支援局（山東庁舎）1 55ー8110 5 55ー8130

湖北地域　
福祉の職場説明会

10月24日(月)13時～16時
長浜市民交流センター

心から
ありがとうの
お仕事です

参加無料




