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平成25年度用として製作する家庭
用ごみ指定袋の外包装袋の表面に有
料広告を掲載していただける事業者
を募集しています。
ごみ指定袋は、センター管内にある

約200店の「ごみ指定袋販売登録店」
で販売し、管内全世帯で使用されるた
め、効果の高い広報媒体と思われます。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
URL http://www.kohoku-kouiki.jp/
■ 湖北広域行政事務センター業務課

1 62－7143

市役所各庁舎に飲料用自動販売機
を設置していただける事業者を募集
します。「一般競争入札」で事業者を
決定しますので、希望される方は公
募要項で詳細をご確認ください。
※一般競争入札とは、市があらかじ
め定めた予定価格（最低貸付料）以
上で最も高い価格で入札された方を
落札者として決定する方法です。
●入札物件

公募要項s各庁舎自治振興課で配布。市
公式ウェブサイトからダウンロード可

要項配布時期s7月17日(火)～7月31日
(火)までの平日8時30分～17時15分

入札参加受付▼
8月6日(月)～8月15日(水)
入札執行s8月31日(金) 14時～
■ 米原自治振興課 152－6623
山東自治振興課 155－8101
伊吹自治振興課 158－2221
近江自治振興課 152－6920

募集 市役所各庁舎 自動販売機
の設置業者募集

募集 ごみ収集用指定袋
広告掲載募集

米原市内の交通事故（平成24年6月30日現在）※カッコ内は前年比
件数 85件（ －5件 )、死者 1人（ －2人 ）、傷者 122人（ ＋9人 ）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道

■ 市健康づくり課(山東庁舎)  1 55－8105 5 55－2406

※基本健康診査とは、特定健康診査、後期高齢者健康診査、39歳以下健診のことです。
※がん検診・骨粗鬆症検診は予約が必要です。詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

基本健康診査およびがん検診等日程（8月）
集団健診は８月が最終月です。まだ、受診されていない方
は、５月末頃お届けしました受診券等が入った封筒の内容
を確認のうえ、忘れずに受診してください。
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物件
番号 台数 高さ貸付面積

（㎡）
予定価格
(円／年)所在地（貸付場所）

米原庁舎（１階食堂窓側）
米原庁舎（１階食堂通路側）
山東庁舎（１階ホール）
山東庁舎（２階食堂）
伊吹庁舎（１階市民サロン）
近江庁舎（１階ごみ分別集積所湯沸室）
近江庁舎（１階ごみ分別集積所湯沸室）

1
1
1
1
1
1
1

1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
0.84
0.72

7,960
7,960
21,940
21,940
16,490
7,220
7,220

2日(木)
3日(金)

4日(土)

5日(日)
6日(月)
21日(火)
22日(水)

実施日 会 場 受付時間 基本健康診査のみ
受診する場合の対象地域
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プラザ
愛らんど

山東幼稚園
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以内

健診は受けた後が大切です。結果説明会に参加し、自分の身体の状態について確認しましょう。

8月前半の結果説明会
持ち物：結果説明会案内チラシ、健康手帳、筆記用具

基本健康診査の後には、結果説明会に参加しましょう！

地域 健診実施日
8月 4日(土)
8月 6日(月)
8月 7日(火)
8月 8日(水)
8月 9日(木)
8月 8日(水)
8月10日(金)
8月11日(土)
8月10日(金)
8月11日(土)

結果説明会開催日 結果説明会場 受付時間

米原

山東

ゆめホール

人権総合センターS・Cプラザ

ルッチプラザ
（和室）

6月24日(日)
6月25日(月)
6月26日(火)
6月27日(水)
6月28日(木)
6月29日(金)

6月30日(土)

7月 1日(日)

9時15分～9時30分

日時s8月11日(土) 9時30分～15時30分
会場sグリーンパーク山東
■ 交流会事務局 155-0624(茶木)

アクティブシニア交流会
ダッチオーブンで野外料理！

8/7(火)
締切



宝探しやパワーストーンの発掘、料
理やテント設営の体験、キャンプファ
イヤーなど、楽しい催しが盛りだくさ
んのイベントです。
2日目はみんなで夏祭りをつくって、
お父さんやお母さん、地域の人を招待
しよう！
日時s8月4日(土)13時～

8月5日(日)20時
場所sウッディパル余呉
対象s小学3～6年生
定員s100人 ＊先着順
参加費s2,500円(食事・保険代含む)
申込締切s7月27日(金)  
■■・■ 社団法人長浜青年会議所

1 63－2400 5 62－3980

夏季のレジャー交通の増加、夏休み
にともなう子どもたちの活動の活発化
などにより、交通事故の増加が心配さ
れます。
一人ひとりが交通安全意識を高め、

事故防止に努めましょう！
運動の重点事項
①全席シートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底

②飲酒運転の根絶
③自転車の安全利用の促進
④横断歩行者の安全確保の推進
■ 防災危機管理局(近江庁舎)

1 52－6630 5 52－6930

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旅館・ホテルスタッフ技能講習
日程s8月28日(火)～9月7日(金)
会場s草津市内のホテルほか
申込締切s8月17日(金)必着
②子育て支援ヘルパー講習
日程s8月23日(木)～10月4日(木)
会場sびわこ学院大学(東近江市)
申込締切s8月6日(月)必着
申込方法s専用申込用紙にて
＊申込後、受講者選考面接あり
■ 滋賀県シルバー人材センター連合会

1 077－525－4128 5 077－527－9490

飼い主は、公園、道路あるいは他
人の土地等を、ふん尿その他の汚物、
毛、羽毛等で汚すことのないように
努めなければなりません。
●犬の散歩をするときは、必ずふん
尿の始末が出来る用意（シャベル、
ビニール袋、水等）をし、責任を
持って後始末してください。

●犬を運動させるときは、必ず引綱
を付けてください。

■ 市環境保全課（伊吹庁舎）
1 58－2230 5 58－1630

運転に不安を感じている高齢運転
者に対して運転免許証を有効期限内
に自主的に返納する、自主返納を後
押ししてもらえる「自主返納協賛店」
を随時募集しています。
活動内容s①自主返納した65歳以上
の高齢者に対し、商品の割引など
特典の提供。②交通安全ポスター
の掲出など、警察本部が行う交通
安全活動への協力。

加盟期間s協賛店登録から翌年3月末
日まで(ただし期間満了の1か月前ま
でに申し出が無い場合は自動更新)

■ 米原警察署交通課
1 52－0110

職種と受験資格▼
自衛官候補生・一般曹候補生
平成25年4月1日現在、18歳以上
27歳未満の人。学歴は不問

航空学生
平成25年4月1日現在、18歳以上
21歳未満の人。高校卒業（見込含
む）以上の学歴

受付期間s8月1日(水)～9月7日(金)
＊ただし、自衛官候補生の男子は既に6
月1日から募集開始しています。来春
高校卒業予定者は8月1日から受付

■ 自衛隊滋賀地方協力本部
彦根地域事務所(彦根市旭町)
1 0749－26－0587
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募集 自衛官募集

募集 高齢者の運転免許
自主返納協賛店を募集

おしらせ シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

おしらせ 愛犬・愛ねこのふん尿を
始末し、きれいなまちに！

米原市内の犯罪発生状況 （平成24年6月30日現在）※カッコ内は前年比

総数 132件（ ＋23件 )、侵入罪 11件（ ＋2件 )、乗物盗 33件（ ＋14件 )
非侵入盗 60件（ ＋12件 )、その他の刑法犯 30件（ ±0件 )

自転車盗が増加。

施錠を忘れずにね！

催し こども達の新世界!!
湖北に眠る大秘宝をさがせ

おしらせ 夏の交通安全県民運動
7月15日～7月24日

今月の表紙
今月28日29日は

中山道柏原宿へ！

表紙は、撮影日が天候の悪い日
ながらもご協力いただいた、中山
道柏原宿やいと祭実行委員会のみ
なさんです。中山道柏原宿やいと
祭は7月28日（土）、29日（日）
に開催され、毎年人気の「花火大
会」（28日）、「やいと体験」（29日）
に始まり今年初の「柏原スカイツ
リー行燈」（28日）など、盛りだ
くさんの内容です。ぜひご家族で
お出かけください。

追加募集！
太陽光発電等の補助制度

●補助対象 4月1日以降に契約締結し、自ら居住する市内の住宅に住宅用太
陽光発電設備または薪ストーブを新たに設置する方で、市民税
等の滞納が無い方。補助金は１棟につき１回まで。（両方同時に
設置する場合は、どちらか一方が対象）

●補助金額 太陽光発電設備 1ｋｗあたり2万円（限度額8万円）
薪ストーブ １件につき5万円

●手続方法
①交付申請 着手前に次の書類を添えて提出

（対象設備の契約書の写し・住民票の写し・納税証明書）
②実績報告 工事完了後、実績報告書と次の書類を添えて提出

（対象設備に係る領収書の写し・対象設備の完了前後の写真）
■■・■ 市環境保全課(伊吹庁舎) 1 58－2230 5 58－1630

＊申請額が予算を
上回った時点で終了


