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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

12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

こどもの救急ホームページ　http://www.kodomo-qq.jp/

●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

人権週間は、家庭や職場、学校や地域でと、みんなで人権を考える一週間です。
あらゆる差別や偏見をなくし、みんなが明るく暮らせる社会を作るためにも、

わたしたち一人ひとりが、人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重す
る意識を持つことがとても大切です。今一度、身近なことから人権を考えてみま
せんか。

人権のことについて相談のある方は、お近くの人権
擁護委員・法務局・市役所までお問い合わせください。
あらゆる差別についての相談を受けています。相談は
無料で秘密は厳守します。

全国共通人権相談ダイヤル　　1 0570－003－110
子どもの人権１１０番　　　　1 0120－007－110
女性の人権ホットライン　　　1 0570－070－810
大津地方法務局人権擁護課　　1 077－522－4673
大津地方法務局長浜支局　　　1 0749－62－0565

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  165-1525）

受付時間　08時30分～11時30分
12時30分～17時30分

子どもの場合

上記以外

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～翌朝8時
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みんなで築こう　人権の世紀　　　　　　　　　
～ 考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりのこころ ～

12月4日～10日は「第63回人権週間」

12月10日～16日は　
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

12/4
（日）

12/18
（日）

12/23
（金）

12/25
（日）

12/29
（木）

12/30
（金）

12/31
（土）

12/11
（日）

■問 市人権政策課(米原庁舎）
152－6629 5 52－4539

平成18年6月に、「拉致問題その他北朝
鮮当局による人権侵害問題への対処に関
する法律」が施行され、毎年12月10日か
ら16日を、北朝鮮人権侵害問題啓発週間
とすることが定められました。
拉致問題などの北朝鮮当局による人権

侵害問題への関心と認識を、より一層深
めましょう。

S･Cプラザ
楽しく学べる「人権講演会」

■問 米原市人権総合センターS・Cプラザ
154－2444 5 54－3033

被差別部落出身の天才棋士・坂
さか

田
た

三吉
さん き ち

の波乱万丈の人生
を描いた一人芝居のほか、地域が誇る偉人のお話を通じ、
人権について楽しく学びましょう。参加は無料で、申込も
不要です。お誘いあわせのうえご来場ください。
●日時　12月8日(木)13時30分～
●会場　米原市人権総合センターS・Cプラザ
●内容　世

よ

直歩
なおしあゆむ

さん　一人語り「三吉の涙」
小
しょう

路芙美恵
じ ふ み え

さん「霊仙三蔵のおはなし」

人権に関するご相談

人権相談の具体例
・離婚や扶養、相続など家庭内での問題が起こった。
・外国人という理由でアパート等の入居を拒否された。
・「体罰」や「いじめ」を受けた。
・公務員による乱暴や不当な扱いを受けた。
・部落差別を受けた。
・子どもや高齢者が虐待を受けている。
・セクシャル・ハラスメントを受けている。
・変なうわさを立てられ、名誉や信用を失った。
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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。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（山東庁舎）

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s12月8日(木)・12月22日(木)

いずれも13時30分～16時
会場s市役所山東庁舎
■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。

※相談は無料、秘密厳守、男女を問
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

東日本大震災の被災者のみなさ
んの法的支援に特化した電話窓口
を設置し、二重ローンや相続の問
題など、直面されている法的問題
の解決に役立つ制度や手続き情報
を提供しています。
専用電話▼
フリーダイヤル70120-078309
一般回線からの通話だけでなく、
携帯電話・PHSなどからの通話
にも対応しているため、全国各地
から通話料の負担なくご利用いた
だけます。

対応時間▼
平日9時～21時・土曜日9時～17時
■問 日本司法支援センター法テラス

1 050－3383－5334

心配ごと総合相談

法律相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

被災者専用フリーダイヤルを開設
「震災法テラスダイヤル」

結婚相談 12月の時間外窓口のご案内

実施日s12月1日(木)・15日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
12月8日(木)・22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

12月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第4期
s国民健康保険税（普通徴収）第7期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第6期
s介護保険料（普通徴収） 第7期
s保育所保育料 12月分
s水道料金 12月分
（9～10月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 12月分
山東・伊吹・米原地域　
（9～10月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（8～9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１月４日（水）

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。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

相談日 会　場

12月08日(木)

12月15日(木)

12月22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
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

12月08日(木)

01月12日(木)

会　場

愛らんど（春照56）

ゆめホール（三吉570） 今月の表紙

11月3日、米原市
子ども会育成連合会
共催の「遊びの宝島
へGO」が開催され、
消防隊などの制服試
着、和太鼓教室の演
奏、けん玉や皿回し
体験、もちつきなど

様々な体験を子どもたちが楽しんでい
ました。この日体験した仕事に大人に
なって実際に取り組んでいる、そんな
ことがあるかもしれません。
（撮影／写真サポーター松居直和）

子どもたちの笑顔が
いっぱいの一日でした！
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少年に関する悩みごとは
米原市少年センターへ

不登校やいじめ、進学や仕事な
ど、青少年に関するあらゆる相
談を受け付けています。

相談専用電話1 54－5000



市民のみなさんにごみの収集日を
お知らせする「クリーンカレンダー」
に広告を掲載していただける事業者
を募集します。
広告媒体と掲載概要▼
平成24年度米原市クリーンカレ
ンダー（A3横・カラー印刷）
紙面右下に2枠(縦30mm×横
85mm)

作成枚数s15,900枚
掲載期間s平成24年4月から平成
25年3月末まで

掲載料金s10,000円／枠
版下作成費は、別途広告主の負担
申込方法s申込書に広告原稿（案）
を添えて、環境保全課まで提出。
申込書は環境保全課に設置してい
るほか、市公式ウェブサイトから
ダウンロード可。

募集期間s12月１日(木)～12月20
日(火)＊郵送の場合は必着

掲載イメージ▼

■問 市環境保全課（伊吹庁舎）
1 58ー2230 5 58ー1630
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広告主募集
平成24年度「クリーンカレンダー」

「米原蛍の家」
起工式執り行われる

11月3日に池下地先で、障がい者グループホーム「米
原蛍の家」の新築工事に伴う起工式が執り行われました。
この米原蛍の家は、社会福祉法人ひかり福祉会が新たに
建設するもので、平成24年4月開設予定です。
起工式に出席した泉市長は、「地元の温かいご理解の

もと、住み慣れた地域
で暮らしたいという利
用者、ご家族の思いに
応え、“すべての人が
共に暮らせるまち・米
原”の実現に向け、大
きな前進」と期待を述
べました。

■問 市社会福祉課(山東庁舎）
1 55ー8102 5 55ー8130

News

駐輪場内では自転車の整理整頓を
心がけ、他の利用者を思いやり、マ
ナーを守って駐輪しましょう。
特に米原駅西口駐輪場は、多くの

方に利用いただいているため非常に
混雑しています。通路部分に駐輪し
ないなど、「思いやり駐輪」をお願い
します。混雑時には、米原駅東口に
も市営駐輪場がありますのでご利用
ください。

また、JRの駅周辺では、駅施設内
などに不適切に駐輪されているケー
スが見受けられます。
身勝手な駐輪は、歩行者の通行の

妨げやまちの景観の乱れにもつなが
るほか、盗難の恐れもあります。マ
ナーを守って決められた場所に駐輪
しましょう。

「駐輪場」の
利用マナーを守りましょう

特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ

「思いやり駐輪」でみんなが気持ちよく

身勝手な駐輪は景観の乱れに

平成23年12月31日発効　

■問 市都市計画課（近江庁舎）152ー6926 5 52ー8790

■問 彦根労働基準監督署　10749ー22ー0654

産業と時間額▼

＊滋賀県最低賃金は10月20日発効され、「時間額709円」です。

新繊維工業 736円 精密機械器具製造業 806円

窒業･土石製品製造業 821円 電気機械器具製造業 804円

鉄鋼業 775円 自動車・同附属品製造業 824円

一般機械器具製造業 822円 各種商品製造業 751円

お互いの思いやりの
心でマナーアップ！

４月入学生募集
あなたの夢が拓きます 放 送 大 学

放送大学 滋賀学習センター Tel. 077-545-0362

出願期間 平成23年11月15日～平成24年2月29日

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。

〒520－2123 大津市瀬田大江町横谷1－5 龍谷大学瀬田キャンパス内

入学試験はありません。 １科目でも学べます。
大学卒業資格が取得できます。 自宅で学べます。



9月8日に破産手続の開始が決定さ
れたフジノ石油株式会社発行のプリ
ペイドカード等について、発行保証
金からの還付手続を次のとおり実施
しています。
申出期間▼
11月28日(月）～平成24年2月3日(金）
＊期限後の申出については、還付を
受けることができませんのでご
注意ください。

申出方法s所定の申出書にプリペイ
ドカード等を添えてください。
申込書は市役所各庁舎の窓口に設
置してあるほか、近畿財務局の
ホームページからダウンロード
できます。
URL http://kinki.mof.go.jp/
申出書の提出先▼
①郵送受付　
近畿財務局理財部金融監督第3課　
〒540－8550 大阪市中央区大手
前4丁目1番76号
106ー6949ー6371
②直接受付　　
近畿財務局大津財務事務所理財課　
（大津市京町3丁目1番1号大津び
わ湖合同庁舎7階）
1077ー522ー4362
＊直接受付は混雑が予想されますの
で、郵送の申出をお勧めします。

■問 大津財務事務所理財課　
1 077－522－4362

夏休みに管内の小学生のみなさん
からご応募いただいた260作品の中
から、優秀作品8作品を展示します。
開催場所および日時▼
・近江公民館
12月10日(土)～12月16日(金) 
・長浜水道企業団（長浜市下坂浜町248-22）
12月17日(土)～12月26日(月)
■問 長浜水道企業団 総務課

1 62－4101 5 63ー6819

年末は日没が一層早まり、夕暮れ
や夜間における重大事故が発生する
おそれがあるほか、飲酒の機会が増
えることによる飲酒運転の増加が心
配されます。
また、高齢者が犠牲となる交通死

亡事故が多発しており、なかでも、
歩行者・自転車利用者などの「交通
弱者」の犠牲が目立ちます。交通安
全に関する意識を高め、交通事故の
ない米原市を目指しましょう。
運動期間s12月1日(木)～12月31日(土)
運動の重点▼
１．高齢者の交通事故防止
２．飲酒運転の根絶
３．夕暮れ時と夜間の交通事故防止
４．全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底
■問 市 市民安全課（近江庁舎）

1 52ー6630 5 52ー6930

みなさんから納めていただく県税や
市税は、福祉・教育など身近な行政サ
ービスに使われる大切な財源です。
県と市では12月を県内共通の「滞
納整理強化月間」として、税を滞納
されている方に対し、一斉に重点的
な滞納整理を行います。
もし、納税されてないと、ご自宅

の捜索や給与・預金等を差押えする
ことがありますので、もう一度、納
め忘れがないかお確かめください。

県と県内全市町では、公平な税負
担と税収の確保を図るため、「滋賀
地方税滞納整理機構」を設置し、連
携・協働して県税と市町税の滞納整
理を推進しています。

■問 東北部県税事務所 納税課
1 65ー6606 5 65ー5776
市 収納対策課(近江庁舎)
1 52ー3189 5 52ー6930

「空から、そして空へ」をテーマに
した合奏と合唱と朗読のコラボレー
ション・コンサート。（申込不要）
日時s12月10日（土）14時～
場所sルッチプラザ
出演s彦根JOYジュニアオーケストラ

ジュニア音楽団「ほたるっち」
■問 山東図書館　1 55ー4554
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県税や市税の
納め忘れはありませんか？

music story
音楽と物語が出会うとき

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

フジノ石油㈱のプリペイド
カード等の還付手続きを実施

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 大津市京町三丁目3番1号 
A&M・OTSUビル2F 
TEL 077-527-0023 
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大津駅 
徒歩3分 

水道週間ポスター　
優秀作品8作品を展示

「年末の交通安全県民運動」を
実施

♪♪




