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重度後遺障がい者介護料給付制度

交通事故で常時または随時介護を必要と
する方に介護料を支給します。
○常時要介護の方
対象s後遺障がい等級が１級の方
支給額s58,570円から108,000円まで
○随時要介護の方
対象s後遺障がい等級が２級の方
支給額s29,290円から54,000円まで

交通遺児等育成資金貸付制度

交通事故で死亡または重度の後遺障がい
者となられた方のお子さんの育成資金が無
利子で借りられます。
対象s中学校卒業までのお子さん
貸付額s一時金155,000円

毎月20,000円
入学支度金44,000円

貸付期間s中学校卒業まで
返還方法s貸付期間が終了した１年後か　

ら20年以内の均等分割返済

■問 独立行政法人
自動車事故対策機構　滋賀支所
1 077－585－8290

聴覚障がいについての理解を深め、コミュニケーションの
手段である手話のレベルアップを目指す講座です。
募集期間s5月1日(水)～20日(月)
日時s6月4日（火）～10月15日（火）
毎週火曜日（全18講座＋3回の実地学習) 19時～21時
（８月13日と20日は休講）
対象者s全講座を履修できる見込みのある方で以下の①～②い
ずれかに該当する方

①平成23または24年度米原市手話奉仕員養成講座【入門課程】
修了者で学習を継続している方

②米原市以外で平成23または24年度の手話奉仕員養成講座【入
門課程】修了者で学習を継続している方※修了証書（写し）
を添付してください

③手話学習者で、入門課程修了と同等レベルの方
上記②③のいずれかに該当する方は以下の条件を全て満たす方
・米原市内在住・在勤の18歳以上の方
・手話で挨拶、自己紹介程度の会話ができる方
（注意）平成24年度に、手話奉仕員養成講座【基礎課程】を
受講された方は受講できません。

定員s30人
受講料s無料（教材費1,500円程度は自己負担）
申込みs市社会福祉課および市内各庁舎に備え付けの用紙でお
申し込みください。（社会福祉課から申込書をお届けすること
もできます）

■問 市 社会福祉課(山東庁舎)
1 55－8102
5 55－8130

毎月の国民年金保険料の納付を、
口座振替の早割制度にすると、毎月
15,040円の保険料が14,990円とな
り、月々50円お得です。
※早割制度ではたとえば5月分の保険料
が5月末に振替されます。（通常は6月
末）
申込みs振替口座の金融機関またはお
近くの年金事務所国民年金課
※すでに口座振替をされている方は、
振替方法の変更手続きが必要です。
※初回に原則2か月分が振替になります。
※納付書の場合は保険料の割引はあり
ません。

国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人
が加入しなければなりません。

■問　市 保険課　1５２―６９２２

国民年金保険料の一部免除が承認された方は、免除後の保険料
を2年以内に納付しないと未納と同じ扱いになり、将来の金額に反
映されません。納付書を紛失されている場合は、年金事務所にご
連絡ください。

国民年金からのおしらせ 

加 入 者

種別

手続き先

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

本人が市保険課（近江庁
舎）、各庁舎自治振興課、
各行政サービスセンター
で行います。

勤務先が行い
ます。

配偶者の
勤務先が行い
ます。

自営業、農林業、無職、
学生などや第２号被保
険者の配偶者で収入が
あるため扶養になって
いない人。

厚生年金の被
保険者本人・
共済組合の組
合員本人

第２号被保険
者に扶養され
ている配偶者

お得です！「口座振替の早割制度」

国民年金への加入手続きはお済みですか？

御存知ですか？
交通事故被害者への支援制度

手話奉仕員養成講座　「基礎課程」受講生募集

納め忘れに注意！
■問
日本年金機構 彦根年金事務所
1０７４９―２３―１１４４

手話での自己紹
介や簡単な会話
ができる方、是
非一緒に学びま
しょう。
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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。５月・６月は身体障がい
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時から12時まで
受付時間s10時から11時まで
相談時間s1時間程度
■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。事
前に予約が必要です。

時間s10時から12時まで
相談時間s30分以内
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。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。

※6月22日は土曜日です。平日に相
談が困難な方は、ぜひご利用く
ださい。

■■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

５月の時間外窓口のご案内

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
5月2日(木)・16日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
5月9日(木)・23日(木)・30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(一部を除く)
＊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 会　場

5月 9日(木)

5月16日(木)

5月23日(木)

6月13日(木)

6月22日(土)

6月27日(木)

ルッチプラザ
（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡）

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)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

5月09日(木)

6月13日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
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男女共同参画
「こころの悩み相談室」

＝訂正のお知らせとお詫び＝
広報まいばら4月15日号に次

の誤りがありました。下記のと
おり訂正しお詫びします。
広報まいばら別冊
「平成25年度版市役所ガイド」
学校教育課内の特別支援サポー
トセンターの電話番号
【誤】00-0000
【正】55-8108

4ページ
「注意喚起の基準」中の単位
【誤】85μg/m
【正】85μg/y

５月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第1期
s軽自動車税 全期
s保育所保育料 5月分
s水道料金 5月分
（3～4月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 5月分
山東・伊吹・米原地域　
（3～4月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（2～3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31日（金）

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
アでも納付できます。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

今月の表紙

４月４日から始まった新庄の桜ライ
トアップ。今年の桜は例年より早い
時期の開花で、新庄壮年会では急き
ょ準備を早めたとのこと。花冷えの
初日でしたが、御家族や友人と訪れ
た人たちが、夜桜見物を楽しんでお
られました。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

桜ライトアップ―新庄―

思い出の場所＆エピソード大募集！思い出の場所＆エピソード大募集！
NHK BSプレミアム
「にっぽん縦断　こころ旅2013」
内容s①住所②お名前③電話番号④性別⑤年齢
⑥思い出の場所⑦場所にまつわるエピソード
応募方法s上記内容を明記し下記まで
〒150-8001 NHK「こころ旅」係
FAX 03-3465-1327
HP http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

みなさんの心にある忘れ
られない風景や景色を、エ
ピソードを添えてご紹介く
ださい。寄せられたお便り
を元に、旅人「火野正平」
が日本を縦断、こころの風
景を訪ねます。

締切5月21日(火)締切 5月21日(火)
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８月15日（木）に日本武道館で開
催予定の全国戦没者追悼式に参列さ
れる御遺族の方を募集します。
募集人数s50人
参加費s5,000円程度
募集期間s5月1日(水) ～31日(金) 
当日消印有効

応募方法sはがきに郵便番号、住所、
氏名、生年月日、性別、戦没者と
の続柄、電話番号、戦没者の氏名、
本籍都道府県、陸・海軍の別を記
入し、下記まで。

■問〒520-8577
大津市京町四丁目１-１
県　健康福祉政策課　

保護・援護担当
1 077－528－3514
5 077－528－4850
ea00@pref.shiga.lg.jp

今後の看護と社会との関係を見つ
めなおし、気軽に「看護」を考える
機会を提供します。
日時s5月12日(日) 11時～16時
会場s栗東文化芸術会館さきら

（栗東市綣二丁目1番28号）
内容s講座「生活習慣病　糖尿病
～守りましょう！あなたのからだ～」
その他コーナーsカラーセラピー、
生活習慣病・栄養相談、育児相談、
プチナースに変身コーナー、高校
生・社会人のための進学相談、看
護職の就職相談など
参加申込不要、参加無料、どなた
でも参加できます。

■問滋賀県看護協会
1 077ー564ー9494

手打ちそばを作り、伊吹山麓の山
菜をてんぷらにして地元の豊かな食
材をいただきます。
日時s５月18日(土)13時～16時
会場sルッチプラザ1階調理室
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、三角きん、

タオル、筆記用具
締切s5月14日(火)
■■申・■問 事務局

1 56ー2255(直井)

しこりを見つけてから検査・治療
まであなたの不安にお応えします。
日時s５月23日(木)14時～15時
場所s市立長浜病院２階　講堂
テーマs「乳がんになったら」
講師s乳がん看護認定看護師　

岩島麻衣子
参加無料、どなたでも参加できます。
■問 市立長浜病院　がん相談支援セ
ンター　
1 68－2354
5 65－2730

soudan@nagahama-hp.jp

日時s5月25日(土)、29日(水）
10時～15時
応募人数s各30～40人
集合場所s伊吹薬草の里文化センター
(ジョイいぶき)駐車場に8時40分集合

JR利用者送迎有sJR米原駅東口タ
クシー乗場8時集合／JR近江長岡
駅8時20分集合／彦根市立図書館
からも乗り合わせて行けます(7時
50集合)

持ち物s弁当、水筒、雨具
その他s少雨決行。鎌、ひざ当て等
は貸出。草刈りができる服装で。

日時sE-mailまたはFAXで事務局まで。
締切s５月20日(月)
■■申・■問 伊吹山もりびとの会 事務局　
1・5 46－5709(長束憲一 )

moribito@mt-ibuki.jp

内容sマンション管理員技能講習
日程s5月27日(月)～6月7(金)

土日除く10日間　10時～17時
会場s連合会事務所

(大津市逢坂1-1-1）
対象s55歳以上の県内在住者で講習に
かかる就業を希望し、ハローワーク
で求職登録をされている方

受講料s無料
申込締切s5月15日(水)必着
※申込受付後、面接により選考
面接日程s5月17日(金)10時～
プエルタ大津にて
■■申・■問 ハローワークにある申込用
紙に必要事項を記入しFAXまた
は郵送で下記まで。
県シルバー人材センター連合会
1 077－525－4128
5 077－527－9490

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 

アクティブシニア交流会
地産食材第２弾「伊吹の山菜をてんぷらに」

西洋タンポポ除草イベント
参加者募集

シルバー連合会　再就職・就業支援
シニア対象「講習会」

「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（13,400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　23,000件）

市立長浜病院公開講座
〈がん・緩和ケアシリーズ　第１回〉

催し 「看護フェア2013」
「おもい愛」～看護の心を淡海から～

募集 募集 

募集 

全国戦没者追悼式への
参列者募集

アクティブシニア
交流会は男女問わ
ず、どなたでも参
加いただけます。

5月12日は
看護の日


