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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
7月2日(木)・16日(木)・30日（木）
◎山東庁舎・米原庁舎
7月9日(木)・23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

７月の税等料金・納付のお知らせ

７月の時間外窓口のご案内

s固定資産税　　　　　　　　第2期
s国民健康保険税　(普通徴収) 第2期
s介護保険料（普通徴収） 第2期
s後期高齢者医療保険料　　 第1期
s保育料　　　　　　 7月分
s水道料金　　　　　　　　 7月分
（5～6月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料　　　　 7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）

s下水道事業受益者負担金 第1期

～納税は便利な口座振替で～

口座振替日・納期限7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（後期高齢者医療保険

料・下水道事業受益者負担金を除く）
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

大野木自治会長
の小澤勝巳さん
は、過去に民生委
員の経験もありま
す。台風や大雨の
時には一人暮らし
の高齢者宅を訪問
し、自分が歩いて
確認した地域の川

の状況を伝えて避難準備を促すなど、
声かけ活動をしたそうです。
「台風の時、一人暮らしは不安。災害
時は、今どういう状況にあるのか知
ることが大切だと思います」と小澤
さんは話してくれました。
（表紙　写真サポーター　松居 直和）

高めよう、地域の防災力

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
■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山東公民館
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

7月09日(木）

8月13日(木）

会　場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ゆめホール（三吉570）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

07月09日(木）

07月16日(木）

07月30日(木）
0

08月06日(木）

08月15日(土）

08月20日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！
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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

7/07

7/14

7/21

7/28

8/04

8/11

8/18

8/25

(火）

(火）

(火）

(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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

○

○

相談日

7月09日(木)

7月25日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

スキンシップで育つ
「信頼感」「自尊感情」！
「抱きしめる」ことは、子どもの心に深
い安心感と相手に対する信頼感を与え、
自信を育みます。「大好きだよ」「いつ
も応援しているよ」と声をかけ、かけ
がえのない大切な存在だと伝えること
が大切です。

■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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くらしのガイド 

心温まる「あいさつ標語」を募集
市では、出会いを大切に「希望が持てる米

原市」を目指し、地域ぐるみであいさつ運動
に取り組んでいます。
あいさつの大切さ、あいさつを通した家族、
友人、地域や職場の人とのつながりなどを20
字程度にまとめた標語を募集します。

●応募資格
市内在住・在学・在勤の人

●応募方法
所定の応募用紙またはＡ４サイズまでの用紙に、標語、郵便番号・
住所・電話番号・氏名・年齢（学年）を記入の上、下記へ郵送、ファ
クス、または持参してください。

●応募締切
７月17日(金) 必着

●応募先・お問い合わせ
〒521-0292 米原市長岡1206  
市　青少年育成市民会議事務局（山東庁舎　子育て支援課内）
1 55－8104 5 55－4040

７月は
企業内公正採用・人権啓発推進月間 です

28歳からの
ハッピーキャリア
Ｃａｆｅ 参加者募集

28歳からの
ハッピーキャリア
Ｃａｆｅ 参加者募集

社会を明るくする運動の強調月間です
～犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域のチカラ～就職は、生活の安定や生きがいを求める上で、とても
重要なことです。採用時や入社後に家庭の状況や出身地
などで差別することは許されないことです。
しかし、いまだに採用選考の過程で、就職差別につな

がるおそれのある質問や身元調査などの不適正な事象が
見受けられるなど、人権尊重の理念に立った取り組みの
充実が一層求められています。
企業内での研修を充実・強化して、差別のない明るい

職場づくりを推進しましょう。
■■問 市　商工観光課（伊吹庁舎） 1 58－2227

この運動は、犯罪や非行の防止と、罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、明るい社会を
築こうとするものです。
犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えると

ともに、犯罪や非行に陥らない地域社会をめざし
て、理解と協力の輪を広げましょう。
■■問 第65回　社会を明るくする運動

米原市地区実施委員会（山東庁舎　社会福祉課内）
1 55－8102

結婚・出産後も仕事を続けた
い女性が、今後の具体的なビジ
ョンを描けるようになるための
講座です。
自分の望む人生を歩むために、
気軽な雰囲気のハッピーキャリ
アＣafeに参加してみませんか。

第１回　
７月11日(土) 14時～
働く女性のための
キャリア＆ライフデザイン講座
～どうすれば女性が幸せに

働き続けられるのか～

第２回　
９月12日(土) 13時30分～
仕事も子育てもあきらめない！
～自分らしいハッピー

キャリアを見つけよう～

●会場
カフェ＋バル　フィオーレ
（草津駅東口徒歩4分）

●対象
結婚、出産、育児を迎える

働く女性とそのパートナー

●定員　各回先着30人

●費用　無料

●申込　下記へ

■■申・■問 県　女性活躍推進課
1 077－528－3770
5 077－528－4807

fg00@pref.shiga.lg.jp

第10回米原市芸術展覧会 作品募集
●募集部門と概要
美術部門（絵画、彫刻・工芸、書、写真）
・作品受付　9月19日(土) 10時～19時
・テーマ　　自由
・対象者　　高校生以上

音楽部門（作詞作曲）
・作品受付　9月6日（日）19時締切
・テーマ　「ふるさと」や「子ども」
・対象者　　小学生以上　

●出品料
1点500円　（小中学生は不要）

●作品の提出先・お問い合わせ
市教委　生涯学習課（ルッチプラザ）
1 55－4550 5 55－4556

●その他
＊出品規格など詳細は、市
役所各庁舎・各公民館・
ルッチプラザにある開催
要項をご覧ください。

＊作品は未発表のものに限
ります。

第10回　米原市芸術展覧会
●会期　
美術部門
10月10日(土)～18日(日)
※10月13日(火)は休館

音楽部門
12月6日（日）
●会場　ルッチプラザ




