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廃食用油回収にご協力をお願いします
【回収場所】市役所　各庁舎　
【回収時間】平日8時30分～17時15分
【回収方法】
油の入っていたポリ容器に廃食用油を入れ、こぼ
れないようにしっかりと蓋をして、そのまま、回
収ボックスへ入れてください。

※天ぷらなどのカスは多少混じっても大丈夫ですが、できるだけすくい取
ってから出してください。

※容器の外側が汚れた場合は、軽くふき取ってください。

インターネット公売を実施します
市では、Yahoo JAPANが提供するインターネットオー

クションシステムを利用して、市税の滞納により差押さえた
財産の公売を実施します。
概要は右記のとおりで、インターネット公売には参加申し

込みが必要となります。参加申し込みは、Yahoo JAPAN
のインターネット上でおこなってください。

【閲覧・参加申込】５月26日（木）13時から
※詳しくは、Yahoo JAPAN インターネット公売（官公庁オークション）をご覧ください。

廃食用油
回収ボックス

この中に、容器ご
と入れてください。

漏斗を使うと容器に
いれやすくなります。

廃食用油の回収に使用する車は、
BDFを使用しています。

【注意事項】
回収するのは食用油（植物油）のみですので、次
のような油は出さないで下さい。

市では、循環型社会を目指し、平成19年度から
廃食用油（使用済み天ぷら油など）をBDF（軽油
代替燃料）に再生する取り組みを行っています。
平成23年度は、市役所各庁舎に回収ボックスを

設置しますので、地球環境にやさしい取り組みに、
みなさんのご協力をお願いします。

■問 市 環境保全課（伊吹庁舎） 1 58－2230 5 58－1630

■問 市 収納対策課（近江庁舎） 1 52－3189 5 52－6930

鉱物油
鉱物性油の例
・エンジンオイル

動物性油
動物性油の例
・ラード
・マーガリン

保育士・幼稚園教諭の免許をお持ちの方、またはお持ちの方が
身近にいらっしゃる方はいませんか。
こども元気局では、市内の公立保育所・幼稚園・認定こども園

に勤務いただける上記資格をお持ちの方の登録を行っています。
みなさんの身近に希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ

ご紹介ください。

地域の教育環境を守るための制度です。

みなさんのご理解とご協力をお願いします。
登録制度とは
希望する勤務時間・地域等をあらかじめ登録いただくことで保育士や

幼稚園教諭に欠員が生じたときに、条件に合う方の中から選考して採用
するものです。

■問 市 こども元気局（山東庁舎）
1 55－8104 5 55－4040

公 売 財 産

公 売 方 法

公 売 場 所

参加申込期間

入 札 期 間

買受代金納付期限

エクシブ琵琶湖の持分不動産および
施設相互利用権

せり売り方式

ヤフー（株）が提供する
官公庁オークションシステム上

５月26日（木）13時から
６月10日（金）23時まで

６月17日（金）13時から
６月19日（日）23時まで

６月27日（月）14時30分まで

保育士・幼稚園教諭　登録制度のおしらせ

ENGINE 

OIL 
ENGINE 

OIL 
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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。また、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

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
は無料です。お気軽にご来場くださ
い。
日時s6月9日（木）・6月23日（木）
いずれも13時30分～16時
会場s伊吹薬草の里文化センター
■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。

※相談無料・秘密厳守、男女問わず
受け付けます。

■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

離職を余儀なくされた方の生活
の安定と再就職を支援するため、
偶数月の第4月曜日に滋賀県求職者
総合支援センターの相談員が出張
生活相談を開催します。
相談は無料で、事前申込も不要

です。希望される方は、下記の相
談日にお気軽にお越しください。
日時s6月27日(月)
13時30分～16時
*次回は8月22日(月)
会場s米原市役所山東庁舎
概要▼
①生活福祉資金貸付制度や生活保護
制度の利用といった生活の安定に
関する相談

②公営住宅の入居など住居の確保に
関する相談

③就職情報の提供・職業相談・職業
紹介など就職に関する相談

■問 滋賀県求職者総合支援センター
1 077－521－5421

心配ごと総合相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

生活安定と再就職支援のための
「出張生活相談」

法律相談

結婚相談

６月の時間外窓口のご案内

実施日s6月2日(木)･16日(木)･30日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
6月9日(木)･23日(木)
山東庁舎・米原庁舎

実施時間s19時まで延長
《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
■問 市 市民窓口課（米原庁舎）

1 52－6927 5 52－4539

６月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税（普通徴収） 第1期
s国民健康保険税（普通徴収） 第1期
s介護保険料（普通徴収） 第1期
s保育所保育料 6月分
s水道料金 6月分
（3～4月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 6月分
山東・伊吹・米原地域　
（3～4月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（2～3月汚水量を1/2したもの）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限６月30日（木）

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

相談日 会　場

6月09日(木)

6月16日(木)

6月23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)

和ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

6月09日(木)

7月14日(木)

会　場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

今月の表紙

5月3日に朝妻筑摩で「鍋冠ま
つり」がおこなわれました。
この祭は、鍋形の冠をかぶっ

た7人の少女が、お旅所から筑摩
神社までの道のりをしとやかに
練り歩くことで知られていて、
当日はたくさんの見物客でにぎ
わっていました。
また、この日は礒崎神社の

「磯武者行列」も開催されており、
湖岸一帯は米原の歴史に触れら
れる一日となりました。
（撮影／写真サポーター松居直和）

日本三奇祭のひとつ
｢鍋冠まつり｣

相
談
日

6/07

6/14

6/21

6/28

7/05

7/12

7/19

7/26

(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
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休日の救急医療は、当番制で対
応しています。受診の際には、保
険証・お薬手帳などをお忘れなく。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

6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

●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

合併から約6年が経過し、分庁舎による市民サービ
スの在り方の検証、また、庁舎の老朽化や耐震など
危機管理面も含めた検討が必要となっていることか
ら、「庁舎等の在り方検討市民委員会」を設置して、
市民のみなさんとともに検討・協議を始めます。
これにあたって、市民目線による総合的な観点か

らご意見をいただける市民委員を募集します。

「米原市庁舎等の在り方検討市民委員会」
市民委員を募集

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）

診療時間　9時～18時　165-1525

子どもの場合

上記以外

日赤

日赤

○

日赤

市民

○

日赤

日赤

○

日赤

市民

○

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

6/5
（日）

6/12
（日）

6/19
（日）

6/26
（日）

◆本年度テーマ「大名を極める」
① 6月19日(日)10時～11時30分
「近世大名を極める」彦根城博物館 学芸員　野田　浩子氏
② 9月23日(金・祝）10時～11時30分
「守護・戦国大名を極める」 長浜城歴史博物館 学芸員　太田　浩司氏
③ 10月8日(土)13時30分～15時
「大名墓を極める」滋賀県立大学 准教授　中井　均氏

◆定員　50人　　◆受講料　500円(3回分)

柏原宿歴史館連続講座

歴史を極める歴史を極める
■■申・■問 柏原宿歴史館

1・5 57－8020

都市計画審議会は、都市計画（土地利用や道路・公
園・下水道のような暮らしに必要な施設の計画）に関
する事項を調査・審議するための法定機関です。
審議会の公正な運営と透明性の向上のため、また、

広く市民のみなさんからご意見をいただくために、公
募委員を募集します。

「米原市都市計画審議会」
委員を募集

受講生募集

4人以内
市内在住・在勤の20歳以上の人
（平成23年5月1日現在）
庁舎や行政サービスセンターの在り方
についての調査・研究や検討を行い、
市長に提言（任期中に、8回程度の会
議を開催予定）
委嘱の日（7月頃）から市長に意見提
言するまでの期間（約1年間）
6月24日（金）
＊応募用紙に次のテーマに対する意見
を添えて、郵送・ファックス・メー
ルにより下記まで提出。
テーマ「合併後の米原市におけるま
ちづくりについて」（任意様式に400
字程度）
＊応募用紙は各庁舎自治振興課に設
置。市のウェブサイトからダウンロ
ード可。
市政策調整課（米原庁舎）
152-6626 552-5195
sousei@city.maibara.lg.jp

応 募 資 格

応 募 締 切

募 集 人 員

応 募 方 法

委員の役割

委員の任期

お問い合わせ
お申し込み

3人程度
次のすべてに該当する人
・市内在住・在勤・在学で満20歳以上の人
・平日の昼間に開催される審議会に出
席できる人
・市が設置する他の審議会等の委員に
3以上就いていない人
年2回程度の会議に出席し、都市計画
決定に関する事項を調査・審議
委嘱の日から2年間
6月14日（火）
＊応募用紙に次のテーマに関する作文
を添えて、郵送・ファックス・メー
ルにより下記まで提出。
テーマ「都市計画審議会への応募動
機について」（任意様式に400字程度）
＊応募用紙は各庁舎自治振興課に設
置。市のウェブサイトからダウンロ
ード可。
市都市計画課（近江庁舎）
152-6926 552-8790
toshi@city.maibara.lg.jp

募 集 人 員

応 募 締 切

応 募 資 格

応 募 方 法

委員の役割

委員の任期

お問い合わせ
お申し込み



7月10日執行予定「米原市農業委
員会委員一般選挙」の立候補予定者
説明会を開催します。
立候補予定者および推薦者の方は

ご出席ください。
日時s6月8日(水)18時～
場所s市役所米原庁舎会議室2A
■■問 市 総務課内(米原庁舎)
選挙管理委員会事務局
1 52－1552 5 52－4447

高齢者の交通事故の防止に向け
て、グループで無事故運動に取り組
んでみませんか。
無事故を達成したチームの中か

ら、抽選で特別賞をプレゼント。
対象s交通ルールを守り、無事故を
めざすことのできる県内在住の5
人1組のチーム(5人のうち3人以
上は65歳以上で構成するチーム）

募集期間s6月1日(水)～6月30日(木)
運動期間s7月1日(金)～10月31日(月)
活動内容s自動車・バイク・自転車
に乗る人は自動車等に参加ステッ
カーを貼り、無事故達成を目指し
てください。

参加申込s市民安全課または各自治振興課
■問 市 市民安全課(近江庁舎)

1 52－6630 5 52－6930

「天の川ふれあい川まつり」は、魚
つかみやビンゴ大会などのイベント
を開催するほか、鱒の塩焼きや焼き
そばなど模擬店も多数出展します。
子どもから大人までみんなが楽しめ

る催しとなっていますので、お誘い合
わせのうえ、ぜひご来場ください。
日時s6月12日(日)
9時30分～12時30分＊小雨決行
場所s米原市人権総合センターS・C
（ソーシャル・キャピタル）プラザ
■■問 人権総合センターS・Cプラザ

1 54－2444 5 54－3033

地元の味覚を通
して交流と親睦を
深め、一人ひとり
の人権が尊重され
るまちづくりを目
指して、「川魚ク
ッキング」を開催
します。
鮎の飴炊きや天ぷら、鱒の塩焼き

など、天野川や琵琶湖の恵みである
「川魚」を使った料理を振舞います。
また、餅つき大会などのイベント

も予定していますので、お誘いあわ
せのうえ、ぜひご来場ください。
（一部有料）
日時s6月19日(日)10時～14時
場所s和ふれあいセンター
■■問 和ふれあいセンター

1 52－2232 5 52－8535

ふるさとが誇る花の名山、伊吹山
をクリーンハイキングしながら、新
緑を楽しみませんか。
日時s6月5日(日）
集合s伊吹山登山口に9時集合
参加費s200円(保険代含む）

＊高校生以下無料
■■申・■問 滋賀県勤労者山岳連盟

1 077－524－5618(友永)

交通事故のない明るいまちの実現
に向けて、平成27年度までを計画期
間とした米原市交通安全計画を策定
するため、米原市交通安全対策会議
の委員を募集します。
募集人員s2人以内
任期s7月1日から計画策定時まで
報酬s会議出席１回につき4,000円まで
応募資格s市内に在住、在勤、また
は在学の20歳以上の方

募集期間s6月1日（水）から6月14日（火）（必着）
応募方法s応募用紙は各庁舎自治振
興課に設置。市のウェブサイトか
らもダウンロードできます。

■問 市 市民安全課(近江庁舎)
1 52－6630 5 52－6930

19 public information  Maibara 2011.6.1

「あわない・起こさない シルバー
無事故運動」への参加募集

伊吹山清掃登山 参加者募集

「米原市交通安全対策会議」
公募委員を募集

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

「農業委員会委員一般選挙」
立候補予定者説明会について

「広報まいばら」「市公式サイト」への広告掲載に関するお問い合わせは市　広報秘書課 152－6627へ…
◎広報まいばら　広告掲載料金：１枠　15,000円（13,300部発行・市内全戸配布）
◎市公式サイト　広告掲載料金：１枠・１月　10,000円（月平均アクセス数　23,000件）

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 草津市渋川1丁目9番41号 
TEL 077-565-3180 
月～土 9：00～19：00
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草津駅 
徒歩5分 

第22回「天の川ふれあい川まつり」開催

第22回「川魚クッキング」開催




