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■問 市 税務課(近江庁舎) 1 52ー1556 5 52ー8730

名義変更・廃車手続きは3月中に

軽自動車税は、毎年4月1日に原動機付自転車（ミ
ニバイク）や小型特殊自動車（コンバイン・フォーク
リフト等）、四輪の軽自動車などを所有している人に
課税されます。
他人へ譲ったり、故障などで廃棄または盗難に遭い
車両を有していないというような場合でも、名義変更
や廃車手続きをしていないと、軽自動車税がかかるこ
とになりますのでご注意ください。また、所有者がお
亡くなりの場合、名義変更の手続きをお願いします。

Jアラートの再試験放送が
実施されます
「Jアラート」の機器設定について万全を期すた
めに、次のとおり再試験放送が実施されます。み
なさんのご理解とご協力をお願いします。

●日時　3月12日(火)
10時頃と10時30分頃(2回)

●内容　防災行政無線屋外スピーカーと各家庭の
戸別受信機からチャイムと音声が流れます。

＊屋外スピーカーからは通常より大きな音量で、各家庭の
戸別受信機からは、設定に関わらず最大音量で流れます。

＊気象状況等によって中止する場合があります。

Jアラートとは･･･
大規模な自然災害および弾道ミサイル攻撃に関

する情報を国が瞬時に伝達するための警報システ
ムです。国から情報が発信された場合は、本市の
防災行政無線が自動的に起動し、市民のみなさん
に情報を伝える仕組みです。

■問 市 防災危機管理局(近江庁舎)
1 52ー6630 5 52ー6930

●米原市ナンバーの車両は、市役所で登録・廃車の手
続きをしてください（公道を走行しない場合でも、
乗用型の車両はナンバー登録が必要となりますので
お忘れのないようご注意ください）。

●滋賀ナンバーの車両は、お住まいの軽自動車検査協
会または運輸支局で手続きをしてください。

申請窓口
車両によって窓口が違います。必要書類等は、それ
ぞれ電話でお問い合わせください。
●原動機付自転車・小型特殊自動車(米原市ナンバー
または旧町のナンバーの車両)は、各自治振興課窓
口または、税務課(152-1556)へ

●軽自動車（滋賀ナンバーの軽四輪）は軽自動車検査
協会(1077-585-7103)へ
協会ホームページ http://www.keikenkyo.or.jp/
●125ccを超える二輪車は、滋賀運輸支局(1050-
5540-2064)へ

バイク・農耕作業車
軽自動車の

転入や転出には軽自動車の手続きも忘れずに！

口座振替の名義人の変更があ
る場合は、再度、「口座振替依
頼書」を市役所か振替希望金
融機関に提出してください。

3月下旬は申請窓口
の混雑が予想されま
すので、早めにお手
続きください。

中身の入ったスプレー缶！
ごみ収集車の火災が発生危険！

１月28日、管内で不
燃ごみを収集中、ごみ収
集車の火災事故が発生し
ました。今回の火災では、
燃え殻の中からガス抜き
をしていないため破裂し
た大量のヘアスプレー缶
やガスカートリッジ缶等
が発見されました。
ルールを守らない排出

は重大な事故を引き起こ
す危険があります。
平成23年7月から、事故防止のためにスプレー缶

類とライターの分別収集を行っていますので、必ず
ルールを守ってください。

分別ルールを再確認！
●ヘアスプレー缶やカセットボンベなどのスプレー
缶類は、必ず穴を開けガスを抜いてから資源ごみ
に出してください。

●ガスライターは、できるだけガスを抜いて資源ご
みに出してください。

＊穴あけ・ガス抜きを行うときは、火気のない屋外など、
必ず風通しの良い場所で行ってください。

■問 市 環境保全課(伊吹庁舎)
1 58ー2230 5 58ー1630

「こちらは防災米原市です。
これは試験放送です」
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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▼
3月14日(木) 13時30分～16時
3月23日(土) 09時30分～12時
会場s山東公民館
■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 ３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
3月7日(木)・21日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
3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

休日窓口（日曜日に開庁）
《実施日と場所》
3月24日(日)  山東庁舎・米原庁舎
3月31日(日)  伊吹庁舎・近江庁舎
4月 7日(日)  米原庁舎のみ
時間はいずれも8時30分～12時
《取り扱い業務》
＊住民異動届(転入・転出・転居)の受付
＊住民票・戸籍・税の証明書の発行
＊印鑑登録申請・印鑑登録証明書の発行
＊市税などの納税相談
(詳しくは収納対策課まで152-3189)

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

相談日

3月14日(木)

4月11日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

愛らんど（春照56）
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３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10期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第9期
s介護保険料(普通徴収) 第10期
s保育所保育料 3月分
s水道料金 3月分
（1～2月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 3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 ４月１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。

～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

相談日 会　場

3月14日(木)

3月21日(木)

3月28日(木)

4月11日(木)

4月20日(土)

4月25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

公益財団法人おりづる会からのご案内
おりづる会では、不幸にして交通事故で父もしくは母、または両親を

亡くされた子どもたちに対して経済的援助などを行っています。事故は
自動車だけではなく、船や電車・飛行機なども含まれ、加害者・被害者
も問いません。

●対 象 者　県内在住の交通遺児(高校卒業まで)
●事業内容　経済援護(入学給付金、就職支度金、奨学金等)、厚生援護(夏

のレクリエーション・クリスマスのつどい)など
■問 公益財団法人おりづる会事務局(滋賀県交通政策課内) 1077－528－3682



2歳以上小学生以下のお子様を無料でご招待します。 
1枚で3名様までご利用いただけます。  有効期限 平成25年4月26日 

● 営業時間　平　　 日 16時～22時(受付21時30分まで) 
　　　　　　 土日･祝日 13時～22時(受付21時30分まで) 
　　　　　　　    ＊団体宿泊など貸切時間帯がある場合があります。 

● 入浴料金　大人(中学生以上) 500円  小人(２歳以上) 400円 

グリーンパーク山東(155－3751) 　発行：奥伊吹観光株式会社 問 
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市では、市場から
のニーズが高い人気
野菜の生産強化を図
り、水田野菜の普及
に取り組みたいと考
えています。
そこで、市・JA・県などが連携

して、「ブロッコリー」や「カブ」
などの生産拡大を目指すための研修
会を開催します。ぜひ、ご参加くだ
さい。
日時s3月12日(火)13時30分～
会場sJAレーク伊吹　本店

(米原市宇賀野280番地1)
申込s3月7日(木)までに下記へご連
絡ください。

■問 市農林振興課(伊吹庁舎)
1 58ー2228 5 58ー1719

期間s毎週日曜日の朝
朝6時45分から約１時間程度
(5月第1日曜～12月第3日曜)

会場s湖北農業会館駐車場
(長浜市公園町9-23)

参加資格s湖北管内に住む方ならど
なたでも参加可。また、自家栽
培した野菜や果物などを直接持
ち込み、直接販売できる方。

■問 湖北地域農業センター事務局
1 62ー4143 5 62ー4144

農作物被害防止のため、市内一円
でカラス・ドバトを対象に一斉駆除
を実施します。
実施期間s3月17日(日)～

3月24日(日)
＊3月17日(日)は強化実施日
実施時間s日の出から日の入りまで
■問 市鳥獣対策室(伊吹庁舎)

1 58ー2229 5 58ー1630

JR坂田駅前の月ぎめ市営駐車場
に空き区画があります。通勤・通学
に便利な坂田駅前市営駐車場をぜひ
ご利用ください。
利用料金▼
米原市内在住の方　月額３千円
米原市外在住の方　月額４千円
お申し込み・お問い合わせは下記
までお願いします。

■問 市都市計画課(近江庁舎)
1 52ー6926 5 52ー8790

国民健康保険に
加入している方が
就職した場合の手続きについて

重 要 な お 知 ら せおしらせ カラス・ドバトの
一斉駆除を実施

おしらせ 月ぎめ市営駐車場
利用案内

おしらせ まいばら野菜生産
拡大セミナー

おしらせ 「日曜朝市」に
参加しませんか!!

今月の表紙

2 月 1 0
日、甲津原
のオコナイ
が天満神社
で行われま
した。
甲津原産の
麻で作られ
たテナシと
ユキバカマ
を着て餅をつく姿は、風情ある光
景でした。

（写真サポーター 松居直和）

雪の中で千本づき！

就職して勤務先の健康保険の
資格を取得(家族も含む)した後
も、国民健康保険の脱退手続き
をせずに国保の保険証を使用さ
れるケースがあります。
こうした場合、勤務先の健康

保険の資格を取得した時点まで
さかのぼって医療費を返還いた
だくことになりますので、ご注
意ください。過去には、この返
還額が数百万円になった事例も
あります。

●就職したときは、自分が勤務
先の健康保険に加入できるか
どうかまず確認をしましょう。

●勤務先の健康保険に加入した
際には（家族の加入も含む）、
勤務先の健康保険証をお持ち
の上、お近くの庁舎窓口、行
政サービスセンターまたは保
険課で、必ず国保脱退の届出
をしてください。

■問 市保険課(近江庁舎)
1 52ー6922 5 52ー8730

勤務先などから
の報告によって、
自動的に手続きが
されるものではあ
りません。手続き
もれがないようご
注意ください。
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まいばら体操
3月1日(金)～7日(木)
伊吹山テレビで放送するよ

市では、災害情報や暮らしに必要な情報をいち早くみなさんに
お伝えするために、「メール配信サービス」を運用しています。
右のQRコードを読みよると登録画面に展開しますので、ぜひ
ご利用ください。

広報秘書課(米原庁舎) 152ー5195

登録しよう
「メール配信

サービス」

masahiro_yasuda
見本
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「変わりゆくもの　変わらざるもの
～人の心と情景～」と題して、「舞
踊三題」と「人間国宝至極の芸(尺
八独奏曲・素浄瑠璃)」の2部構成で
お届けします。この公演を通じて、
近江文化の豊かさと奥深さをお楽し
みください。
当日は、ロビーで裏千家のご社中

によるお茶席をご用意してみなさん
をお出迎えします。
日時s3月24日(日) 14時～
会場s滋賀県立文化産業交流会館
入場料▼
・升セット14,000円(定員4人)
・升バラ/椅子席/桟敷席/車椅子席
一般4,000円　学生2,000円
＊6歳未満のご入場はご遠慮ください。
■問 滋賀県立文化産業交流会館

1 52ー5111 5 52ー5119

講座受講生や保育園・幼稚園児の作
品展示、自治会やグループの活動展示
などを行い、地域の交流を深めます。
白玉ぜんざいなどのおもてなしコ

ーナーもありますので、お誘い合わ
せのうえご来場ください。
日時s3月10日(日)～11日(月)

9時30分～16時
会場s和ふれあいセンター
■問 和ふれあいセンター

1 52ー2232 5 52ー8535

介護保険の仕組みや認知症予防に
ついての説明のほか、健康チェック、
デイサービスセンターの見学を行い
ます。申し込みは不要です。直接会
場へお越しください。
日時と会場s3月22日(金)
09時30分～ ルッチプラザ
13時30分～ 伊吹健康プラザ

愛らんど
対象s満65歳で介護保険証の交付を
受けた方、介護保険制度について
知りたい方

持ち物s健診結果、まいばら版健康
手帳、お薬手帳、筆記具、メガネ

■問 市福祉支援局(山東庁舎)
1 55ー8110 5 55ー8130

申請資格s本人または保護者が市内
に在住し、一定の条件を満たす方

奨学金の額▼
①高等学校およびこれに準ずる学校
等での修学　月額１万円

②短期大学およびこれに準ずる学校
等での修学　月額２万円

③大学、大学院およびこれに準ずる
学校等での修学　月額３万円

募集期間s3月1日(金)～
３月15日(金)

募集人員s８人以内
■問 市教委教育総務課(山東庁舎)

1 55ー8107 5 55ー4040

視覚に障がいのある人に点字や声
で情報を伝える点訳・音訳ボランテ
ィアの養成講習会を5月から開講し
ます。
これに先立って、ボランティア活

動の内容などについての事前説明会
を開催しますので、養成講習会の受
講を希望される方は、必ずご参加く
ださい。
日時s4月9日(火)・4月10日(水)

両日とも13時40分～16時
＊どちらか一方にご参加ください
会場s滋賀県立視覚障害者センター

(彦根市松原一丁目12-17)
申込s電話・ファックス・メールの
いずれかで、氏名と参加希望日を
ご連絡ください。4月5日(金)締切

■問 滋賀県立視覚障害者センター
1 0749ー22ー7901
5 0749ー22ー7890
shice2@smile.ocn.ne.jp

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

おしらせ 点訳･音訳ボランティア
養成講座事前説明会

おしらせ 介護保険制度を学ぶ
熟年いきいきセミナー

おしらせ 米原市奨学資金
貸与奨学生の募集

催し 平成の芝居小屋
「長栄座」陽春公演

催し 和ふれあいセンター
「まちづくり大会」

春先は空気が乾燥し、ちょっと
した不注意から火災が発生しやす
くなります。十分注意しましょう。
また、大切な家族を守るために
「住宅用火災警報器」を設置しま
しょう。

■問 湖北地域消防本部
1 62ー5194

春季火災予防運動 3月1日～7日
「消すまでは　
出ない行かない 離れない」

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


