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「ごみの分別」掲示板 分別ルールを確認して、
正しく処分してね。

スプレー缶類については、不燃ごみの運搬中に収
集車両の火災が頻繁に起こったことにより、安全の
ため平成23年7月から「資源ごみ」として収集して
います。しかしながら、いまだ不燃ごみとして出さ
れていることがありますので、収集車両の火災予防
と安全のために分別の徹底をお願いします。
スプレー缶類（スプレー式の缶・カセットボンベ）
は必ず穴をあけ、「不燃ごみ」の日ではなく、「資源
ごみ」の収集日に専用の回収容器に出してください。

穴開けやガス抜きの作業は、
風通しが良く
火の気のないなど屋外で・・・

＊塗料スプレー缶は対象外です。穴を開け「不燃ごみ」に
出してください。

スプレー缶類は「資源ごみ」に
―分別徹底のお願い―

事業活動に伴って出るごみは、家庭から出るごみと同じでも、「事業系
一般廃棄物」と呼ばれ、事業者が適正に処理することが法律で定められ
ているほか、行政回収で取り扱っていないものは「産業廃棄物」と呼ば
れ、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を依頼する必要があります。
ルールを守って、美しいまちづくりにご協力ください。

粗 大 ご み
エフをつけ、収集日に各集積所へ

事業系一般廃棄物
クリスタルプラザへ直接持ち込み、手数料を支払う。

粗 大 ご み
エフをつけ、収集日に各集積所へ

産業廃棄物
許可を受けた産業廃棄処理業者に処分を依頼。

①事業所用可燃ごみ袋（赤袋）に入れて、自治会の
了解を得た上で、各集積所へ

②中身が確認できる袋に入れ、クリスタルプラザに
直接持ち込み、手数料を支払う

③許可を受けた一般廃棄物処理業者へ依頼

●木製の机(可燃性粗大ごみ)

●スチール製の机(不燃性粗大ごみ)

●事業所の紙ごみ･生ごみ

―事業所のみなさんへ―
事業活動に伴うごみは
正しく処分しましょう

これまで、汚れや傷みがひどい古布(古着)のうち、
金具のついているものや革製のものは「不燃ごみ」
へ、それ以外のものは「可燃ごみ」へ出していただ
くようになっていました。しかし、金具や革製品が
不燃ごみ処理過程の中で破砕機に絡まってしまうこ
とから、これからは、汚れや傷みがひどいものは、
「全て可燃ごみ」として出してください。
なお、洗濯してきれいな状態のものは、これまで

どおり「資源ごみ」として出してください。海外に
輸出して再利用します。

汚れや傷みのひどいものは
「可燃ごみ」に

洗濯してきれいなものは
「資源ごみ」に

汚れや傷みのひどい
古布(古着)は「可燃ごみ」へ
―分別方法変更のお知らせ―

例えば…

家庭から

事業所から

家庭から

事業所から

家庭用の可燃ごみ袋
で出すことは
できません！！

■問 市環境保全課(伊吹庁舎)  1 58－2230 5 58－1630



13 public information  Maibara 2012.10.15

米原診療所では、市民のみなさんに快適
に施設をご利用いただくため、また、新た
に外来のリハビリテーションを実施するた
めに、10月から診療所の改修工事を進めて
います。
診療所の工事は2か月程度で終わる予定

です。また、診療時間を変更しないように
スケジュール調整を行いますが、変更等が
必要となる場合には、診療所窓口に掲示す
るなど早めにお知らせします。みなさんの
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

●工事の内容
＊リハビリルームを新設します。
＊旧保健センターと診療所の間の壁を撤去
し、待合室を大きくします。

＊行政サービスセンターを移設します。
■ 米原診療所

1 54－5311 5 54－2383
市 保険課(近江庁舎)
1 52－6922 5 52－8730

健康づくり課からの
おしらせ

今回の改修工事に伴って、
併設していた「米原保健セン
ター」は、市役所米原庁舎南
側の「米原げんきステーショ
ン」にその機能を移行しまし
た。

■問 健康づくり課
1 55－8105

米原診療所の
改修工事を
進めています

９月定例市議会において、
米原市立学校設置条例の一部
を改正する条例が可決され、
平成25年度から「米原市立
河南小学校」（米原市枝折77
番地）が開校されることにな
りました。
なお、現息郷小学校と現醒
井小学校は廃校となります。

現在、来春の開校に向けて
「新校設置協議会」を設置し、
様々な調整を行っています。
協議会では、校歌・校章、

標準服・体操服、教育目標・
教育課程などについて協議を
行うほか、校舎内外の改修や
教材・管理備品の整理・移
設、児童の通学バスの運行な
ど、具体的な準備も進めてい
ます。

教育総務課からのおしらせ

新校「米原市立河
か

南
な ん

小学校」来春に誕生
河南小学校の「校歌」の歌詞と

「校章」のデザインを募集！
校歌の歌詞
地域にふさわしい表現がされて「新設校の発展」を期待させるようなもので、
小学生が親しみやすく歌いやすいもの。
募集期間 10月1日(月)～12月10日(月) ＊当日消印有効

校章のデザイン
将来にわたって、校旗や学校行事などに活用する校章。デザインをイメージ
した理由などを添えてご応募ください。
募集期間 10月1日(月)～11月12日(月) ＊必着

●応募資格 米原市内外は問いません。
●応募方法 住所、氏名、電話番号を明記の上、郵送または担当まで直接ご持参

ください。＊ファックス不可
●そ の 他 応募される作品については、未発表かつ自作(他の著作権に触れるも

のではない)のものに限ります。応募作品は返却しません。その他、
詳しくは、募集チラシまたは市の公式ウェブサイトをご覧ください。

●お問い合わせ・応募先
米原市教育委員会事務局 教育総務課
「校歌募集係」または「校章募集係」
〒521-0292米原市長岡1206 155-8107 555-4040

●工事の予定

息郷行政サービス
センターの移設

10月 11月

リハビリルームの
設置・床工事他

旧保健センター・
診療所の壁撤去

診療所内床工事他

市民窓口課からの
お知らせ

今回の改修工事に伴って、
息郷行政サービスセンター
は、同じ建物のゆめホール側
に移設します。なお、工事期
間中も窓口は通常通りご利用
いただけます。

■問 市民窓口課
1 52－6927

＊工事の都合により変更になる場合があります。
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今回は栄養士をお招きし、免疫力を
高める食事の話と調理方法を学びま
す。挑戦するのは、マイタケご飯やマ
グロのチーズサンドフライなどです。
日時s11月10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
申込締切s11月2日(金）
■■・■ 事務局茶

ちゃ

木
き

155－0624

湖北地域農村女性活動グループ協
議会の主催で、湖北の伝統料理を学
ぶ講習会を開催します。アメノイオ
ご飯(ビワマスの炊き込みご飯)、お講
汁、大豆の五色煮などに挑戦します。
日時s11月25日(日)9時30分～14時
会場s六角館(長浜市勝町490)
料金s大人300円/人・こども200円/人
対象s湖北地域在住の親子15組
持ち物sエプロン、三角きん、マス
ク、お箸、お茶

申込方法s住所・氏名・電話番号・
代表者氏名・こどもの年齢・参加
人数を明記して、ファックスかは
がきで下記まで。
＊申込多数の場合は抽選
■■・■ 同協議会事務局
〒526-0033 長浜市平方町1152-2
湖北農業農村振興事務所農産普及課
1 65－6631 5 65－5867

このつどいをきっかけに、健康と
福祉について関心を深め、一人ひと
りの健康の増進と生活向上を図って
いきましょう。
日時s10月21日(日)10時～16時
会場s近江地域福祉センター

やすらぎハウス
内容▼
・講演会(10時～11時50分)
「今、子育てで大事にしてほしいこと」
～カウンセリングを通して見えてき
たこと～
講師 小

こ

林
ばやし

清八郎
せいはちろう

さん(フリーカウンセラー)
・やすらぎオリンピック(13時～)
・その他 健康麻雀、歌声喫茶など
■ 近江地域福祉センターやすらぎハウス

1 52－4393 5 52－5294

スモーカライザーによる息の検査や
尿の検査でたばこ依存度測定を行うほ
か、具体的な禁煙方法の相談をお受け
します。この機会に禁煙にチャレンジ
してみませんか。(参加無料) 
日時s10月26日(金)

13時30分～15時30分
＊この時間のうち1人30分程度

会場s山東健康福祉センター(ルッチプラザ内)
申込s事前に下記まで。上記日程以外
でも相談に応じます。

■ 市健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

米原･長浜の介護保険サービス事業
所や障害者自立支援サービス事業所、
保育所等を開設している事業所が参
加して説明会を開催します。資格取
得の相談にも応じますので、福祉の
職場に関心がある人はぜひご来場く
ださい。＊参加無料
日時s10月23日(火)13時～16時
会場s長浜市民交流センター

(長浜市地福寺町4-36)
■ 市福祉支援局(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

催し アクティブシニア交流会
男の料理教室

催し 湖北の味を学ぼう
親子伝統料理講習会

催し 第2回
「健康と福祉のつどい」

おしらせ チャレンジしませんか
「禁煙相談」

おしらせ 湖北地域
福祉の職場説明会

米原市内の交通事故（平成24年9月30日現在）※カッコ内は前年比
件数 110件（ －16件 )、死者 2人（ －2人 ）、傷者 153人（ ±0人 ）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道

米原市結婚相談所では、紅葉の美しい醒井を舞台に、
独身男女の出会いを応援します。豆腐作り体験・醒井宿
散策・スイーツバイキングなどをきっかけに、新たな出
会いのひとときを楽しみませんか。

●日 時 11月23日(金・祝)9時30分～15時30分
●場 所 醒井水の宿駅

え き

（JR醒ヶ井駅前）集合
●対 象 20歳以上の独身男女

＊将来、米原市内で暮らしていただける方
●定 員 男女とも15名ずつ

＊応募多数の場合は、抽選となります。
●料 金 男性4,000円 女性3,000円
●申込方法 申込に必要な事項を記入のうえ、米原市商

工観光課へFAXまたはメールにて。電話で
の申し込みも受け付けます。申込用紙は、
市公式ウェブサイトからダウンロードでき
ます。

●申込締切 11月14日(水) 17時15分

広報まいばら写真サポーター
松居直和さん写真展
「イタリア紀行」
●会期 10月1日(月)～11月28(水)

8時30分～17時30分
●会場 高宮駅コミュニティセンター

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

@city.maibara.lg.jpm-syoukan



お互いの人権が尊重
される明るいまちづく
りを進めるため、人権
意識の高揚と交流を図
る機会として市民のつ
どいを開催します。
記念講演では、テレ
ビ番組「行列のできる
法律相談所」でおなじみの、菊地幸夫
弁護士を講師にお迎えします。ぜひご
来場ください。
日時s11月25日(日)

13時10分～16時15分
会場s米原公民館 大ホール
内容sオープニング(中国楽器・二胡
演奏)、記念講演「出会いの人生か
ら学んだこと」、人権啓発作品最優
秀賞受賞式、人権作文の発表、人権
啓発パネル展

その他s手話通訳・要約筆記あり。託児は
11月16日(金)までにお申し込みください。

■ 市人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

300もの企業・団体が参加する国内
最大級の環境産業見本市です。エネ
ルギーやリサイクル、水質浄化、各
種環境配慮型商品など、過去最大規
模の出展です。ぜひご来場ください。
詳細は、ウェブサイトをご確認くだ
さい。
URL http//www.biwako-messe.com/
会場s滋賀県立長浜ドーム
料金s見本市・セミナーとも無料

＊セミナーは事前申込要
■ 滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会
(県新産業振興課)
1 077－528－3793

秋の代名詞であるススキを腐葉土
や屋根材などに有効利用するため
「ススキ刈り体験」を開催します。親
子だけでなく、個人や団体での参加
も歓迎します。
日時s11月3日(土)10時～12時

9時50分集合少雨決行･順延なし
場所s奥伊吹スキー場
申込方法s電話、ファックス、メー
ルなどで下記まで。

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（鎌は用意します）

■■・■ 市環境保全課(伊吹庁舎)
1 58－2230 5 58－1630
kankyohozen@city.maibara.lg.jp

登記・年金・雇用・税金・相続な
どについて、行政相談委員
のほか専門家が相談に応じます。秘
密は守られますので、お気軽にご利
用ください。
日時s11月1日(木)13時～16時
会場s長浜市民交流センター

(長浜市地福寺町4-36)
（相談例）
・契約トラブルで困っている
・土地の名義が亡くなった親のまま
だが、不都合はないか？

・財産を相続したが、税金はどのく
らいかかるの？

・多重債務で困っている。
・年金の受給方法は？
■ 市総務課(米原庁舎)

1 52－1552 5 52－4557

中小企業事業主のみなさんのため
に、経営面と労働面の相談にそれぞ
れの専門家がワン・ストップで対応
する無料の相談窓口を設置していま
す。ぜひご利用ください。
開設日s事前にお問い合わせくださ
い。相談時間は9時から17時です。

開設場所▼
大津市打出浜2番1号「コラボしが21」6階
滋賀県社会保険労務士会事務局内
■ 中小企業労務管理相談センター

1 077－526－3760

15 public information  Maibara 2012.10.15

催し 2012人権を考える
市民のつどい

催し びわ湖環境
ビジネスメッセ2012

催し 秋の奥伊吹を満喫
「ススキ刈り体験」

米原市内の犯罪発生状況（平成24年9月30日現在）※カッコ内は前年比
総数 218件(＋38件)、侵入盗 19件(＋3件)、非侵入盗 100件(＋24件)
乗物盗 48件(＋4件)、その他の刑法犯 51件(＋4件)

特定の車種を狙った自動車盗が
多発！ 自動車から離れるとき
は、必ず鍵をかけましょう。

おしらせ 「行政なんでも相談所」を開設

おしらせ 「中小企業労務管理
相談センター」を開設

今月の表紙
息郷小学校
最後の稲刈り体験

＝お詫びと訂正＝

市内でクマの目撃情報が9月に5件寄せられて
います。とにかくクマとの遭遇を少なくするこ
とが被害の防止につながりますので、次の点に
注意してください。

●クマを人家に引き寄せないために・・・
・人家周りに残飯を捨てないように徹底してください。
・墓地の供え物は持ち帰るようにしてください。

●被害防止のために・・・
・ラジオや鈴などで音を出して、自分の存在をクマに知らせてください。
・早朝や夕方の外出は特に注意してください。
・人家の周辺でも細心の注意を払ってください。

クマを見かけたら鳥獣対策室（伊吹庁舎）まで 158-2229

クマの出没にご注意を！

9月27日、息郷小学校5年生の
22人が稲刈り体験を行いました。
これは河南営農組合が委託を受け
ている田んぼで行われたもので、
今年が3回目の開催でした。手作業
での稲刈りは初めての児童も多く、
楽しそうに作業を進めていました。
なお、今回児童たちが収穫した

もち米は、来年3月に開催予定のイ
ベントで餅つきをして味わうそう
です。

広報まいばら10月1日号 20ページ
高齢者インフルエンザ予防接種
の指定医療機関一覧中、「坂田メ
ディケアセンター」は、施設利
用者のみの接種となりますので、
一般の方の接種はできません。
お詫びして訂正します。
■ 市健康づくり課 1 55－8105


