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申請を希望される方は、事前に農
林振興課へご相談ください。
受付期間▼
4月16日(月)～5月15日(火)
土・日・祝祭日を除く
8時30分から17時15分まで
受付場所s農林振興課(伊吹庁舎)
※期間を過ぎた場合は、次回受付(8
月中旬～9月中旬頃)となります。

■ 市 農林振興課(伊吹庁舎)
1 58－2228 5 58－1719

交通事故相談を次のとおり実施し
ています。専門の相談員が対応しま
すので、安心してご利用ください。
県立交通事故相談所 大津本所
〒520-0807 大津市松本一丁目2番
1号 大津合同庁舎3階
1077-528-3425
県立交通事故相談所 彦根分室
〒522-0071 彦根市元町４番１号
湖東合同庁舎2階
10749-27-2230
相談時間s9時～12時、13時～16時
＊祝日・年末年始は休み。彦根分室
の面談相談は火・木曜日のみ。

＊文書相談や巡回相談も実施してい
ます。詳しくは大津本所まで。

■ 県立交通事故相談所 大津本所
1 077－528－3425

●減免の対象となる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお
持ちで一定の要件に該当する方。
また、上記に該当し、単身で生活す
る方の所有する軽自動車等を運転する
常時介護者。
●減免の対象となる軽自動車
身体障がい者・知的障がい者・精神
障がい者本人が所有する軽自動車、原
動機付自転車、二輪の小型自動車、ま
たは、18歳未満の身体障がい者、知的
障がい者、精神障がい者の通学、通勤
もしくは生業のために利用するための
軽自動車、原動機付自転車、二輪の小
型自動車。
＊減免は一人一台です。自動車税
（普通自動車)の減免を受けておられ
る場合は対象になりません。

＊自動車税(普通自動車)の減免を受け
られている場合は対象外

●減免申請に必要なもの
身体障害者手帳・戦傷病者・療育・
精神障害者保健福祉等いずれかの手
帳、印鑑、免許証、自動車車検証、軽
自動車税減免申請書
＊運転者が、生計を一にする者の場合は生
計同一証明書、常時介護者の場合は、生
計同一証明書・常時介護証明書が必要

●申請期限
5月24日(木)
■ 市税務課(近江庁舎)

1 52－1556 5 52－8730

4月から次のとおり料金を改定しま
した。浄化槽は、浄化槽法により年
に1回の法定検査が義務付けられてい
ます。点検のお申込みなど、詳しく
は下記まで。

■ (社)滋賀県生活環境事業協会
（滋賀県知事指定検査機関）
1 077－554－9271

5月1日(火)は県立文化産業交流会
館が休館のため、米原出張窓口はお
休みです。申請には平日の火・水・
木曜日にお越しください。
なお、大津窓口(ピアザ淡海/大津市
におの浜)は、土・日・祝日・年末年
始を除き、申請受付業務を行ってい
ます。
■ 滋賀県パスポートセンター

1 077－527－3323

おしらせ 農用地利用計画の変更
(農振除外)の受付について

おしらせ 県立交通事故相談所
(秘密厳守・相談無料)

おしらせ 浄化槽検査手数料
4月から改定

おしらせ パスポートセンター
｢米原出張窓口｣より

おしらせ 軽自動車税の
減免手続について

浄化槽の人数
10人以下
11～20人
21～50人
51～100人
101～200人
201～300人
301～500人
501～1,000人
1,001～2,000人
2,001人以上

旧料金
5,000円
5,000円
7,000円
7,000円
8,000円
8,000円
10,000円
14,000円
14,000円
14,000円

新料金

5,000円
6,000円
9,000円
10,000円
11,000円
12,000円
14,000円
18,000円
20,000円
21,000円

収納対策課からのお知らせ 平成24年度 税・料金等の納期限について
今年度の税や料金などの納期限は下記のとおりです。納付計画の参考にしてください。

◆納付は便利な口座振替で 市の窓口や指定金融機関に口座番号のわかるものと口座の届出印をご持参ください。
◆コンビニ納付も便利です 24時間いつでも気軽にコンビニで納付ができます。（後期高齢者医療保険料・下水道事業受益者負担金は除く）

■問 市収納対策課（近江庁舎）1 52－3189 5 52－6930

市県民税(普通徴収)
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税(普通徴収)
後期高齢者医療保険料(普通徴収)
保育所保育料
介護保険料(普通徴収)
水道料金(上水・簡水)
下水道使用料(公共・農村)
下水道事業受益者負担金

４月
5/1

4月分

○
○

５月
5/31

第1期
全期

5月分

○
○

６月
7/2
第1期

第1期

6月分
第1期
○
○

７月
7/31

第2期

第2期
第1期
7月分
第2期
○
○
○

８月
8/31
第2期

第3期
第2期
8月分
第3期
○
○

９月
10/1

第3期

第4期
第3期
9月分
第4期
○
○
○

10月
10/31
第3期

第5期
第4期
10月分
第5期
○
○

11月
11/30

第6期
第5期
11月分
第6期
○
○
○

12月
1/4

第4期

第7期
第6期
12月分
第7期
○
○

１月
1/31
第4期

第8期
第7期
1月分
第8期
○
○

２月
2/28

第9期
第8期
2月分
第9期
○
○

３月
4/1

第10期
第9期
3月分
第10期
○
○
○

税

納 期 限

料

水
道
下
水
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学校給食の適切な運営や安心・安
全な給食を提供のため、学校給食運
営委員会でご意見をいただきます。
募集人員s3人以内
任期s6月1日から翌年3月末まで
応募資格s市内在住・在勤・在学の
満20歳以上の人（5月1日現在）

※市の他の審議会などの委員に3つ以
上委嘱されている方を除く

応募方法s所定の用紙に必要事項を記
入の上、持参・郵送・ファックス・
メールのいずれかで。応募用紙は給
食センター、各庁舎自治振興課、ま
たは市公式ウェブサイトで配布

■ 市 東部給食センター
1 55－1403 5 55－1913

市では、社会全体で子育ち･子育て
を支援していくための施策の要とな
る「（仮称)米原市こども条例」を策定
します。
この条例の策定にあたって公募委

員を募集しますので、子育て支援等
への熱い思いを持つあなたの参画を
お待ちしています。
募集人員s2人程度
任期s委嘱の日から翌年3月末(答申の日)まで
応募資格s応募時点で、市内在住・
在勤の20歳以上の方

＊市の議会議員、付属機関等の委員
および市職員を除く

業務内容s3～4回程度審議会に出席
し、条例の策定に関し意見を述べ
ていただきます。

応募方法s所定の用紙に必要事項を
記入の上、持参・郵送・ファック
ス・メールのいずれかで。応募用
紙は、こども元気局、各庁舎自治
振興課、市公式サイトで配布

■ 市 こども元気局(山東庁舎)
1 55－8104 5 55－4040

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
話で自己紹介や簡単な会話ができる
よう目指す実践講座です。
開催期間▼
5月29日(火)～10月30日(火)
毎週火曜日19時～21時
7月17日、8月14日、21日は休講
会場s近江庁舎2F会議室
対象者s次の条件を全て満たす方
・米原市・長浜市に在住在勤の18歳
以上の方

・手話の経験がまったくないか、お
おむね1年未満の初心者

・全講座履修できる見込みのある方
定員s30名(定員を超える場合は米原
市内在住在勤の方を優先)

受講料s無料
・教材費1,500円程度は自己負担
・実地学習の交通費等が別途必要
申込方法s社会福祉課または各庁舎
に備え付けの用紙で申込

■■・■ 市 社会福祉課(山東庁舎)
1 55－8102 5 55－8130

募集 学校給食運営委員
5月7日(月)締切

募集 手話入門講座受講生
5月15日(火)締切

募集 こども条例策定審議会委員
4月27日(金)締切

醒ケ井駅・柏原駅
米原市が管理する醒ケ井駅と柏原駅で切符・定期券を
購入すると、売上の約5%が米原市の収入となります。

～お得なきっぷの紹介～
新幹線シャトルきっぷ（往復）
柏 原－京 都 3,600円
柏 原－新大阪 5,420円
醒ケ井－京 都 3,280円
醒ケ井－新大阪 4,800円

＊米原市が管理する醒ケ井駅・柏原駅では、クレジット
カード、ICOCA、TOICAはごできません。

＊次の期間はシャトルきっぷを利用できません。
4月27日～5月6日、8月11日～20日、
12月28日～翌年1月6日
＊柏原駅でも醒ケ井駅ー京都ほか他区間のきっぷが購入
できます。

＊詳しくは、駅係員にお尋ねください。

坂田駅
坂田駅には自動券売
機が設置されています
が、 3月 1 2日から
ICOCAがチャージで
きる機器に更新されま
した。
自動券売機の売上の
5%が米原市の収入と
なりますので、坂田駅
でICOCAチャージを
して便利に快適に出か
けましょう。

■ 市防災危機管理局(近江庁舎) 1 52ー6630 5 52－6930 

春のおでかけは市内の駅から♪
～切符・定期の購入とICOCAのチャージで市に貢献！～

米原市内の交通事故（平成24年3月31日現在）※カッコ内は前年比
件数 14件（ －3件 ）、死者 0人（ ±0人 ）、傷者 24人（ ＋10人 ）

「事故0」を
滋賀の道から
あなたから
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～ドラマティックミュージック～
4人の能楽師による能囃子で、近年
の新作曲も交えたコンサート。
日時s5月13日(日) 14時開演
前売チケット(自由席)▼
大人 2,500円、学生(18歳以下) 1,000円
②青島広志コンサート
歌とピアノによる四季～春から夏へ～
『世界一受けたい授業』等でおなじ
みの青島広志先生によるコンサート。
日時s6月3日(日) 13時30分開演
前売チケット(全席指定)▼
大人 1,500円、高校生以下 1,000円
注意事項
＊3歳未満は親子室で鑑賞です。
＊当日券はそれぞれ500円増。
＊友の会会員は1割引

■ ルッチプラザ
1 55－4550 5 55－4556

ユウスゲやその他の貴重植物の保
護活動を行っているメンバーと一緒
に、雑草の刈取りなどのボランティ
アに協力していただけませんか。期
間中、1日の参加でも歓迎します。
活動日s4月～11月の日曜、木曜

8時30分～15時30分
集合場所s伊吹山林道ゲート前
■ ユウスゲと貴重植物を守り育てる会

1 58－1238(森) 158－0604(吉川)

応募資格▼
・海外青年協力隊･･･満20歳から満39
歳(締切日時点)で日本国籍を持つ方

・シニア海外ボランティア･･･満40歳
から満69歳(締切日時点)で、日本
国籍を持つ方

応募締切s5月14日(月)消印有効
説明会s(予約不要・参加無料)
4月22日(日)フェリエ南草津
10:30～ シニア海外ボランティア
14:30～ 青年海外協力隊
＊上記以外でも各地で説明会を開催
します。詳細は下記まで。

■ JICAボランティア募集選考窓口
1 03－3406－9900

URL http://www.jica.go.jp/

期間s8月23日(木)～8月31日(金)
定員s40名(多数の場合は抽選)
応募資格s高校生を除く、県内在住
の満18歳(4月1日現在)以上の方で、
団体行動に協調でき、ホームステ
イが一人でも可能な方。

※参加費用未定（参考:前回186,000円）
受付s4月16日(月)～5月15日(火)
応募方法s申込書を政策調整課(米原庁舎）、
または各庁舎自治振興課へ。申込書は、政
策調整課または下記のウェブサイトにて。

■ 公益財団法人 滋賀県国際協会
1 077－526－0931

URL http://www.s-i-a.or.jp

上水道の社会見学をしませんか。
地震対策やびわ湖の環境問題など、
誰かに話したくなる上水道の秘密を
お伝えします。
開催日程s毎月第2水曜日10時～11
時30分(1月のみ第3水曜日)

会場s長浜水道企業団
(長浜市下坂浜町248-22)

対象s長浜市(旧長浜、旧びわ、旧虎
姫）、または米原市の旧近江町にお
住まいで、水道を使用されている
18歳以上の方※国・地方公共団体
の議員および職員は対象外。

期間s6月～翌年3月まで
定員s15人(申込多数の場合は選考)
申込方法s郵送・FAX・ウェブにて
申込期限s5月30日(水)必着
■■・■ 長浜水道企業団

1 62－4101 5 63－6819
URL http://www.eonet.ne.jp/̃nagasui/

長浜農業高等学校の生徒が日頃の
授業や実習で生産した農産物や加工
品を販売します。
日時s4月28日(土)9時～11時
会場s長浜農業高等学校 農場
内容s野菜苗・堆肥・花苗・観葉植
物・寄せ植え・農産加工品など

■ 長浜農業高等学校
1 62－0967 5 62－0876

催し ルッチプラザの
イベント情報

募集 伊吹山３合目周辺植物
保全活動ボランティア
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人口40,868人（－68） 男20,056人（－28） 女20,812人（－40） 世帯数13,720世帯（＋9）

65歳以上の人口 10,188人 高齢化率 24.93% ※（ ）内は前月との比較【平成24年4月1日現在】

エコバックはもはや常識!?
みなさん、買い物にはエコバックを持
参していますか？もはや常識となりつつ
あるマイバックですが、面倒だし・・・
なんて思っていませんか。道の駅「伊吹
の里・旬彩の森」では、一昨年の３月か
らレジ袋の有料化に取り組んでおられ、昨年に引き続き、その売上金の
一部を「伊吹山を守る会」に寄付されました。このような地道な取り組
みも、みんなで行動すれば自然環境を守ることにつながっていくのです。
新しいスタートの季節。さぁ、みんなでエコライフ始めましょう！

一人が変われば
、 

世界も変わる！
! 
12今月の表紙

カムバック・ビワサーモン！

3月25日、上丹生地区でビワ
マスの稚魚を放流するイベント
が開催されました。このイベン
トには地元の小学生や市内の親
子のみなさんが参加し、市役所
職員75人が飼育した稚魚と県の
漁業協同組合連合会がふ化させ
た稚魚1万匹が放流されました。
稚魚は3年～4年琵琶湖で成長し
たのち、再び産卵のために生ま
れた河川に戻ってきます。ビワ
マス達が帰ってくるのが楽しみ
ですね。

募集 水道モニター制度
｢大人の社会見学｣

催し 長農
春の農産物販売会

募集 海外青年協力隊
シニア海外ボランティア

募集 滋賀県ミシガン州
友好親善使節団


