
日曜・祝日の内科・小児科の救
急は、原則として長浜米原休日急
患診療所を受診してください。
重症の恐れや、検査・入院の必

要性がある場合は病院を受診して
ください。

心身に重度の障がいをお持ちの方に対して
手当の支給を行っています。ご本人やご家族
の所得状況によって制限がありますので、詳
しくは社会福祉課までお問い合わせください。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

3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

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

市民

日赤

市民

日赤

日赤

日赤

市民

○ ○ ○ ○ ○

3/4
(日)

3/11
(日)

3/18
(日)

3/20
(火)

3/25
(日)
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特別障害者手当
障害児福祉手当について

平成23年度 宝くじ助成事業のご紹介

特別障害者手当
●月額　26,340円（平成23年4月1日現在）
●対象　障害基礎年金の1級程度の障がいが重複しているのと

同程度の障がいを有すると認められる20歳以上の方
●要件　在宅で生活していること

（施設入所、入院されている方は対象外）
障害児福祉手当
●月額　14,330円（平成23年4月1日現在）
●対象　身体障害者手帳の1級程度障がい、または最重度の知

的障がいにより、日常生活が著しく制限され常に介
護を必要とする、20歳未満の児童等

●要件　在宅で生活していること(施設入所されている方は対象外)

■問 市社会福祉課(山東庁舎)
155ー8102 5 55ー8130

■問 山東市民自治センター自治振興課(山東庁舎)   155ー8101 5 55ー2406

※コミュニティ組織（自治
会）の活動に必要な施設
の整備や自主防災組織の
育成など地域活動を行う
ために必要な事業に対し
て助成しています。

宝くじの助成金による各種助成事業は、あらゆるまちづくり活動に役立てら
れています。平成23年度に米原市内で宝くじの助成金で整備した事業を紹介し
ます。
コミュニティ助成事業※を活用し、須川区では会議用机・イス・放送設備を、本
市場区と下板並区では除雪機を、弥@区では公園遊具と集会所内にエアコンを整
備されました。今後、地域のコミュニティ活動に大きな効果が期待できます。

自治会名

須川区

本市場区

弥@区

下板並区

助成事業内訳

一般コミュニティ助成

一般コミュニティ助成

一般コミュニティ助成

一般コミュニティ助成

事業内容

会議用机・イス・放送設備

除雪機

公園遊具・エアコン

除雪機

助成額

120万円

140万円

210万円

100万円

須川区
（一般コミュニティ助成）

本市場区
（一般コミュニティ助成）

弥@区
（一般コミュニティ助成）

下板並区
（一般コミュニティ助成）



相　談 
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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・第
4木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s3月8日(木)・3月22日(木)

いずれも13時30分～16時
会場s近江公民館
■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。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

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1日(木)・15日(木)・29日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
3月8日(木)・22日(木)・29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
＊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

休日窓口（日曜日に開庁）
《実施日と場所》
3月18日(日) 山東庁舎・米原庁舎
3月25日(日) 伊吹庁舎・近江庁舎
4月 1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)・外
国人登録の受付

＊住民票・戸籍・外国人登録・税に
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
＊納税相談・納税窓口（詳しくは収
納対策課まで152ー3189）

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

３月の税等料金・納付のお知らせ

相談日 会　場

3月08日(木)

3月15日(木)

3月22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

3月08日(木)

4月12日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

愛らんど（春照56）

相
談
日

3/6

3/13

3/21

3/27

4/3

4/10

4/17

4/24

(火）

(火）

(水）

(火）

(火)

(火)

(火)

(火)

会
　
場

総合
相談

身体
障がい者
相談

知的
障がい者
相談

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

○

○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

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

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

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料（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）

s下水道受益者負担金

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 ４月２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・下水道受益者負担金除く）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

公益財団法人
おりづる会のご案内
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。
対象者s県内在住の交通遺児
0歳～18歳以下（高校卒業まで）
事業内容s経済援護（新入学給
付金、就職支度金、奨学金等）、
厚生援護（体験活動・クリス
マスのつどい）

おりづる会の事業は、みなさまの
善意の寄付で支えられています。
温かいご支援をお願いします。

■問 公益財団法人おりづる会事務局
（滋賀県庁 交通政策課内）
1 077－528－3682



滋賀県からの事務移管にともなっ
て、4月1日から屋外広告物の許可や
違反広告物の除却等に関する事務を
米原市で行います。
このため、県の長浜土木事務所に

提出されている屋外広告物許可申請
書等については、4月以降は市の都
市計画課へ提出してください。
＊許可等に関する審査基準および手
数料の額の変更はありません。

＊手数料の納入は現金のみとなりま
すのでご注意ください。

■問 市都市計画課(近江庁舎）
1 52ー6926 5 52ー8790

JR坂田駅前の月ぎめ市営駐車場
に空き区画があります。ぜひご利用
ください。
利用料金▼
市内在住の方　月額3千円
市外在住の方 月額4千円
■問 市 都市計画課(近江庁舎)

1 52ー6926 5 52ー8790

滋賀県民体育大会の第1次予選をか
ねた大会です。
日時s4月14日(土)
場所s彦根カントリークラブ
定員s先着120名
参加資格s市内在住･在勤の方
料金s参加料3,000円＋プレー代金
11,360円（昼食1,000円分付）
＊参加料は当日徴収
申込s庁舎や公民館、市内のゴルフ
練習場に設置した申込書に記入し
て下記まで。

■■申・■問 米原市ゴルフ協会事務局　
ゴルフライフいぶき　

1 57ー1555 5 57ー1566

市内の有段者の先生が、初めての
人にも親切に教えます。
対象s市内外の小・中学生
練習日と場所s4月から毎週土曜日
9時30分～11時30分
山東公民館3階和室
部費s月2,000円

兄弟姉妹2人目から1,000円
申込s市内の公民館に設置した申込
書に記入して山東公民館（155
ー2578）まで。

■問 米原市子ども囲碁振興会
1・5 55ー2424(居林)

介護相談員は、市内の介護事業所
を定期的に訪問し、利用者から意見
や要望を聞き取って意見提言を行う
など、介護保険事業者と利用者との
「橋渡し」の役割を担います。
対象s市内在住で、福祉や介護につ
いて関心があり、初年度の養成研
修や施設訪問などに出席できる方
（活動の目安は、月4回の施設訪問、
月1回の定例会など）

＊要普通自動車免許、75歳くらい
まで

任期s4月1日から2年間
募集人員s8人
募集方法s応募用紙に記入の上、高
齢福祉課または各庁舎窓口まで。
応募用紙は各窓口にあります。

■問 市 高齢福祉課(山東庁舎)
1 55ー8103 5 55ー8130
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ご案内 
屋外広告物の
許可申請等の窓口
が変わります

募集 
第７回米原市民ゴルフ大会
参加者募集！！
3月31日(土)締切

募集 
子ども囲碁クラブ
受講生募集
3月25日締切

募集 
サービス改善のための橋渡し役
「介護相談員」を募集
3月16日(金)締切

ご案内 
通勤通学に便利！
坂田駅前
月ぎめ市営駐車場

屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に
表示されるものであって、看板、立看板、は
り紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物
その他の工作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するものをいう。
（屋外広告物法第2条第1項）

愛犬・愛猫のフンの始末は
飼い主の責任で！
道路・公園などの公共の場や、他

人の土地など、ところかまわず犬・
猫のフンが放置されています。自宅
の敷地内で排せつさせる習慣をつけ
させましょう。
愛犬の散歩をする際は
●必ずフンの後始末ができる用意を
●必ず引綱を付けて

市 環境保全課(伊吹庁舎)
1 58ー2230 5 58ー1630

市有地の売払いについて
次の市有地を一般競争入札により売り払います。

物件番号①
一色字中屋敷320番１
雑種地　530.85㎡
最低売払価格　3,207,000円

物件番号②
宇賀野字備太郎69番4
宅地　106.66㎡
最低売払価格　3,787,000円

申込受付s3月1日(木)～15日(木)
入札日s3月23日(金)
※一般競争入札による売払いとは、市があらかじめ定めた
予定価格（最低売払価格）以上で最も高い価格で入札さ
れた方を落札者とし、契約する方法です。

■問 市管財課(米原庁舎) 1 52ー6781 5 52ー4447



日時s3月10日(土)13時～16時30分
会場sルッチプラザ２階　粗！一寸
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、三角きん、タオ
ル、お持ちの方は出刃包丁

定員s先着20名(老若男女問わず)
締切s3月2日(金)
■■申・■問 粗！一寸(ルッチプラザ内)

1 55ー7171(月曜休み)

地域の自治会・グループの活動紹
介、講座の受講生や保育園・幼稚園
児などの作品を展示します。
日時s3月11日(日)～12日(月) 10時～16時
■問 和ふれあいセンター　

1 52ー2232 5 52ー8535

「新たな介護の創造に向かって」を
テーマに開催。13時からは、介護ジ
ャーナリスト小川朝子さんを講師に
迎えた特別講演も実施します。
日時s3月11日(日)9時30分～16時30分
会場s長浜文化芸術会館
■問 社会福祉法人 青祥会　

1 68－4114 5 68－4116

米原西保育園は、3月31日をもっ
て閉園となります。
思い出の写真などを掲示し、園開

放を行います。卒園児、保護者や地
域のみなさん、ぜひご来園ください。
日時s3月18日(日)13時30分～
■問 米原西保育園

1 52ー0483 5 52ー1413

ご家族に、肺がんや中皮腫などで
亡くなられた方はいませんか？息切
れや胸が苦しいなどの症状がでてい
ませんか？
その病気や症状はアスベストが原

因かもしれません。石綿による疾病
と認定された場合、各種給付を受け
ることができます。お心当たりのあ
る方は、下記までご相談ください。
■問 県労働局労働基準部 労災補償課

1 077ー522ー6630

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高等学校等での修学 月額1万円
②短期大学等での修学 月額2万円
③大学等での修学 月額3万円
受付期間▼
3月1日(木)～3月16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

農作物被害防止のため、次の期間、
市内一円で一斉駆除を行います。
日時s3月25日(日)～3月31日（土）
強化実施日s3月25日(日)
時間s日の出から日の入り
駆除対象sカラス・ドバト
■問 市農林振興課(伊吹庁舎)

1 58ー2228 5 58ー1719
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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 

催し 
アクティブシニアの交流会
魚屋さんが教える
「煮魚のコツ」

催し 
ありがとう
米原西保育園！　
閉園行事のおしらせ

催し 
石綿(アスベスト)
による健康被害に
給付金を支給

ご案内 
米原市奨学資金
貸与奨学生制度を
ご活用ください

ご案内 
農作物被害防止のため
カラス・ドバトの
一斉駆除を実施

催し 
第7回
和ふれあいセンター
｢まちづくり大会｣

催し 
青祥会　第9回
研究発表大会
=入場無料=

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。火の取扱いには十分注意しましょう。
また、住宅火災による死者の6割が、逃げ遅れによるものです。大切
な家族を守るために「住宅用火災警報器」を早期に設置しましょう。

■問 湖北地域消防本部 予防課　1 62ー5194

春季火災予防運動　3月1日～7日
「消したはず　決めつけないで　もう一度」




