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9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
9月5日(木)・19日(木)

◎山東庁舎・米原庁舎
9月12日(木)・26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

9月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第3期
s国民健康保険税（普通徴収）第4期
s介護保険料（普通徴収） 第4期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第3期
s保育所保育料 9月分
s水道料金 9月分
（7～8月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 9月分
山東・伊吹・米原地域　　
（7～8月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（6～7月汚水量を1/2したもの）

s下水道事業受益者負担金 9月分

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限９月30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(後期高齢者医料保険料・
下水道事業受益者負担金除く)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

伊吹山には県外か
らもパラグライダ
ー愛好家の方が訪
れます。天候の良
い日は3合目から
次々とパラグライダーが飛び立ち、
琵琶湖を望む雄大な景色を見ながら
大空に浮かぶ様子は、とても気持ち
よさそうでした。１合目では体験教
室も行われています。
（表紙 写真サポーター 松居直和）

パラグライダー

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。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。事前に予約が必要です。

時間s10時から12時まで
■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)

1 52－6629 5 52－4539

市では、結婚相談所を毎月第2木曜
日と第4土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。

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

心配ごと総合相談

法律相談

「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強調週間

結婚相談

相談日

09月12日(木)

10月10日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

●相談期間　9月9日(月)～9月15日(日)
8時30分～19時
＊土日は10時～17時

●相談電話　全国共通人権相談ダイヤル　　
10570-003-110

高齢であることや障がいの
あることなどを理由に差別や
虐待、嫌がらせなどの被害を
受けて困っている人、または
このような状況を見聞きした
人からの相談に、人権擁護委
員と法務局職員が電話で応じ
ます。

※この期間以外にも、平日8時30分～17時15分まで、
人権擁護委員と法務局職員が相談に応じています。

■問 大津地方法務局人権擁護課 1 077-522-4673

相談日 会　場

09月12日(木)

09月19日(木)

09月26日(木)

10月10日(木)

10月19日(土)

10月24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！

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)
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日　付

9月12日(木)

9月28日(土)

時　間

13時30分から16時まで

9時30分から12時まで



職種と採用予定人員▼
（A）一般事務職　若干名
（B）電気技術職　若干名
（C）土木技術職　若干名
試験区分s大学卒業
受験資格▼
（A）昭和63年4月2日以降に生まれ

た人で学校基本法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業または
平成26年3月31日までに卒業見込
みの人

（B）（1）および（2）に該当する人
（1）昭和58年4月2日以降に生まれた人
（2）次のいずれかに該当する人
ア 第三種電気主任技術者免状を取

得している人
イ ア以外の人で電気事業法の規定

に基づく主任技術者の資格等に
関する省令に定める第三種電気
主任技術者免状の取得に必要な
学歴を有する人

（C）昭和63年4月2日以降に生まれ
た人で学校基本法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業または
平成26年3月31日までに卒業見込
みの人

受付期間s9月2日(月)～25日(水）(必着)
試験日程s10月20日(日）
■問 長浜水道企業団職員選考委員会

1 0749ー62ー4101

9月17日(火）、24日(火)は県立文化産
業会館が休館日のため、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、大津の窓口（大津におの浜

一丁目1-20ピアザ淡海1階）は、土
曜・日曜・祝日を除き、申請受付業
務を行っています。
■問 県パスポートセンター

1 077ー527ー3323
5 077ー527ー3329

給食配送車を公募型見積合わせ
（予定価格以上の最高価格を買受人
に決定）により売り払います。
予定価格s105,000円
売払物品▼
車名：三菱キャンター
初年度登録：平成9年7月
排気量：4,210ｃｃ（軽油）
走行距離：165,398ｋｍ

見積書提出期間▼
9月24日(火)～27日(金）

提出方法s下記まで持参または郵
送。※詳しくは管財課で配布する
要項をご確認ください。

■問 市　管財課（米原庁舎）
〒521-8501
米原市下多良三丁目３番地　
1 52ー6781 5 52ー4447

平成5年12月6日以前に生まれ、
次の要件に当てはまる方は、選挙人
名簿への登載を申請することができ
ます。
登録資格▼
・琵琶湖で年間90日以上漁船を使用
する漁業を営むものまたは漁業者の
ために漁船を使用して水産動植物の
採捕もしくは養殖に従事するもの

・滋賀県知事が特定の漁業につき漁
業者または漁業従事者の範囲を拡
張した対象者

申請期間s9月5日(木)まで
■問 市　選挙管理委員会（総務課内）

1 52ー1552 5 52ー4447

55歳以上の県内在住者で就業を希
望し、ハローワークで求職登録され
ている方を対象に、次の講習会を開
催します。
詳細は、ハローワークにあるチラ

シをご覧ください。
①ふるさと産品技能講習
日程s9月30日(月)～10月11日(金）
会場s連合会事務所会議室（大津市）
申込締切s9月18日（水）
②ガイドヘルパー講習（視覚障がい
者外出支援）

日程s10月3日(木)～11月11日(月）
会場s連合会事務所会議室（大津市）
申込締切s9月19日(木）
※申込後、受講者選考面接あり
申込sお近くの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。

■問 県　シルバー人材センター連合会
〒520-0054 大津市逢坂1-1-1
1 077ー525ー4128
5 077ー527ー9490

日時s10月26日（土）
場所s彦根カントリークラブ
参加資格s市内在住・在勤の方（先
着120人）

料金s参加料3,000円＋プレー代金
11,360円（昼食1,000円分付）

＊参加料は当日集めます。
申込s10月11日(金)までに各公民館
または市役所
各庁舎自治振
興課に設置し
た申込用紙で
下記へお申し
込みください。
（FAX可）
■問 米原市ゴルフ協会事務局

1 57ー1555 5 57ー1556
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募集 長浜水道企業団
職員採用試験

おしらせ 
琵琶湖海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿への
登録申請について

おしらせ シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

催し 第7回米原市民
チャリティーゴルフ大会

おしらせ パスポートセンター
米原出張窓口から

おしらせ 給食配送車１台を
売り払います

5,000




