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時間外窓口（19時まで延長）
≪実施日と場所≫
◎伊吹庁舎・近江庁舎
8月6日(木)・20日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
8月13日(木)・27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(旧町分含む)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

８月の税等料金・納付のお知らせ

８月の時間外窓口のご案内

s市県民税（普通徴収） 第2期
s国民健康保険税　(普通徴収) 第3期
s介護保険料（普通徴収） 第3期
s後期高齢者医療保険料　 第2期
s2・3号保育料　　　　　 8月分
s水道料金　　　　　　　　 8月分
（5～6月使用量を1/2したもの）
s下水道使用料　　　　　　 8月分
山東・伊吹・米原地域　
（5～6月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（4～5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8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。

～コンビニ納付もできます～
上記の税等（後期高齢者医療保険料

を除く）について、納付書の使用期限
までは、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

市内の中
学２年生が
企 業 や 工
場、店舗で
５日間の職
場体験をし
ました。坂

田デイサービスセンターには大東中
学校から３人が参加し、車いすの押
し方を学んだり、利用者への食事の
配膳やベッドメイキングなどを体験
しました。また、七夕の飾りつけや
折り紙などで利用者との交流も深め
ました。
（表紙　写真サポーター　松居　直和）

中学生チャレンジウィーク

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。身体障がい者・知的障がい者
の相談も下記のとおり行います。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

時間s10時～12時
受付時間s10時～11時
相談時間s1時間程度
■問 市 福祉支援課(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
応じます。秘密は厳守されます。
事前に予約が必要です。

時間s10時～12時
相談時間s30分以内
費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援課(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
の中のさまざま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。相談は無料で
秘密は厳守されます。男女問わず受
け付けます。

時間s10時～12時
相談時間s１時間程度
※総合相談窓口では平日8時30分～17
時15分に相談を受け付けています。

■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

市では、結婚相談所を毎月２回開
設しています。相談は無料で秘密は
厳守されます。お気軽にご相談くだ
さい。

会場s伊吹薬草の里文化センター
対象s市内在住または在勤の未婚の人
■問 市 子育て支援課(山東庁舎)

1 55－8104 5 55－4040

心配ごと総合相談

相 談

法律相談 結婚相談

相談日

8月13日(木)

9月10日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

愛らんど（春照56）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

08月06日(木）

08月15日(土）

08月20日(木）

09月10日(木）

09月17日(木）

09月24日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

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)

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)
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相談日

8月13日(木)

8月22日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

家族のふれあいを大切に
「見る・聴く・話し合う」
「おはよう」「ありがとう」などのあ
いさつやちょっとした声掛けが大切で
す。何かを伝えたいという子どもの気
持ちを受け止め、うなずきながらしっ
かり話を聴きましょう！

■問 市教委　生涯学習課（ルッチプラザ） 1 55－8106 5 55－4556

くらしのガイド 
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親子や友達と、カヌー・ＯＰヨッ
ト・クリアボール・バナナボート等
の海洋性スポーツを体験しませんか。
日時s9月13日(日)9時～12時50分
場所s神明キャンプ場（宇賀野）
対象s市内在住の小学４年生以上
参加費s１人1,000円（保険代込）
＊家族（小学生）2人目から500円
申込s各公民館、市内体育施設にあ
る申込書に必要事項を記入し、下
記へ

締切s9月4日(金)(先着50人)
■問 市教委 生涯学習課（ルッチプラザ）

1 55－8020 5 55－4556

筋力トレーニングマシンを使って
筋力アップ＆健康づくりをしません
か。
対象sおおむね65歳以上の人
持物s飲み物、タオル、屋内用シュ
ーズ＊動きやすい服装でお越しく
ださい。

いきいき健康館（能登瀬1294-3）
日時s8月5日(水)10時～12時
＊毎月第１水曜日に開催

きらめきステーション（朝妻筑摩2483）
日時s8月20日(木)13時～14時
■問 きらめきステーション

1 52－8816

やすらぎハウス（顔戸21-2）
日時s8月20日(木)

13時30分～14時30分
■問 やすらぎハウス

1 52－4393

福祉や介護の仕事をお探しの人
は、お気軽にご相談ください。
日時s8月20日(木)

13時30分～16時
場所s市役所　山東庁舎
■■問 県 湖北介護・福祉人材センター　

1 0749－64－5125

保育士資格がある人で、現在保育
士として就業していない人に、最新
の保育事情や実技を学んでいただ
き、保育職場への復帰を支援します。
日時s8月27日(木)9時45分～16時
45分/9月3日(木)9時45分～16時
30分＊午前は保育所見学

場所s大学サテライトプラザ彦根
（アル・プラザ彦根６階）
対象s保育士資格を持つ人で、県内
の保育施設への就職・再就職を希
望する人。定員先着20人。託児有。

申込s8月20日(木)までに、下記へ
電話またはファクスにて

■■問 県 保育士・保育所支援センター
1 077－516－9090
5 077－521－2117

日時s9月12日(土)10時～11時30分
場所s長浜赤十字病院　

２号館５階会議室
内容s一次救命処置（ＡＥＤの取扱）
定員s50人（乳幼児を育児中の人）
申込s9月4日(金)までに下記へ
その他s託児あり（要申込）
■■問 長浜赤十字病院　

1 63－2111 5 68－3312

びわこマリンフェスタ
in米原

おしらせ おしらせ 保育士再就職研修会
（参加無料）

おしらせ 子育て支援講習会
（参加無料）

おしらせ 筋力トレーニングマシン
講習会（事前申込不要）

おしらせ 福祉のお仕事出張相談
（事前申込不要・無料）

くらしのガイド 

夏休みに予防接種を受けましょう！
乳幼児期に受けた予防接種は、時間が経過するにつれて効果が低下し
ていきます。適切な時期に接種を行い、感染症から体を守りましょう。
下記の予防接種を受けていない人は、夏休みの間に接種しましょう。す
べて無料で接種できます。

◆二種混合（ジフテリア・破傷風）
対象者　11歳以上13歳未満（標準的な対象者：小学6年生)

◆麻しん風しん混合　２期
対象者　平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ
（保育所・幼稚園・認定こども園の年長児に相当）

◆日本脳炎
【1期初回（2回）、1期追加（1回）】
対象者　生後6か月～7歳6か月になる1日前まで

（標準的には3歳から接種開始）
【2期（1回）】
対象者　9歳以上13歳未満

※日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃し
た人（平成7年4月2日～平成21年4月1日に生まれた人）を対象に、
特例措置として接種機会が確保されています。詳しくは下記へ。

■■問 市　健康づくり課（山東庁舎） 1 55－8105 5 55－2406

■■問 県　情報政策課
1 077－528－3381

県では、防災・防犯等の身の
回りの危険に関する情報を、希
望者へ電子メールで配信してい
ます。
あらかじめユーザ登録してい

ただくことで、お手持ちの携帯
電話やパソコンに情報をお届け
します。

URL 
http://www.pref.shiga-info.jp 

現在配信中の情報、
登録手続きなど、
詳しくは左のQRコ
ードまたは、下記
URLへ

・気象特別警報、
警報、注意報

・防犯、交通安全
情報

・地震情報
・その他お知らせ




