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犯罪被害者支援活動員　養成講座

8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
8月1日(木)・15日(木)・29日(木)

◎山東庁舎・米原庁舎
8月8日(木)・22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

支援活動員を目指す方、相談支援活動について学びたい方、「聴き上手」に
なりたい方などを対象に開催します。
●日程　9月4日（水）～11月6日（水） 全10回の連続講座
●会場　滋賀県厚生会館会議室（大津市京町4-3-28）
●定員　30人程度
●料金　全コース　15,000円、基礎コース12,000円、1日コース2,000円
●申込　所定の申込書(ウェブサイトからダウンロード可)に記入の上、下記へFAXまたは郵送
●締切　8月30日（金）＊定員になり次第締切

■■申・■問 〒520-0044 大津市京町4-3-28 滋賀県厚生会館1階
おうみ犯罪被害者支援センター　1・5 077ー527ー5310

※ウェブサイトは「OVSC」で検索　URL http://homepage3.nifty.com/ovsc/

8月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税(普通徴収) 第2期
s国民健康保険税(普通徴収) 第3期
s介護保険料(普通徴収) 第3期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第2期
s保育所保育料 8月分
s水道料金 8月分
（5～6月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 8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）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限９月２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
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

7月6日、ルッチ
プラザで「消しゴ
ムハンコで暑中見
舞いづくり」が行
われ、14人が参
加されました。自分たちでそれぞれ好
きな図柄のスタンプを作り、カラフル
にハガキを彩りました。こんな素敵な
暑中見舞いが届いたら暑さも吹き飛び
ますね。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

消しゴムハンコで暑中見舞い
犯罪被害者支援活動員　養成講座

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、秘密は厳守されます。
お気軽にご来場ください。

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
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男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

8月08日(木)

8月17日(土)

8月22日(木)

9月12日(木)

9月19日(木)

9月26日(木)

ルッチプラザ（長岡1050-1）
平日に相談が困難な方はぜひご利用ください。

ルッチプラザ（長岡1050-1）

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)

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)

米原市
国民健康保険米原診療所からのお知らせ
8月15日（木）臨時休診
■問 米原診療所 1 54ー5311
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無料駐車場としていたJR坂田駅
西側の県道高架下が県の資材置場と
なり、8月5日（月）以降は一部区域
が使用できなくなります。
場所sJR坂田駅西側(琵琶湖側)の県道
高架下の橋脚と橋脚の間の1区画分。

その他sJR坂田駅前の月ぎめ市営駐
車場（有料）に空き区画がありま
すのでぜひご利用ください。

■問 無料駐車場の利用停止については
市近江自治振興課1 52ー6920
市営駐車場については
市都市計画課1 52ー6926

試験区分および採用予定人数▼
男性A（大卒程度） 15人程度
女性A（大卒程度） 3人程度
男性B（高卒程度） 14人程度
女性B（高卒程度） 3人程度
試験日程s第1次試験9月22日（日）
受付期間s8月1日(木）～31日(土）
＊インターネットは8月28日(水)まで
その他s受験資格など、詳しくは滋
賀県警のウェブサイトをご確認くだ
さい。
■問 滋賀県警察本部　警務部警務課
採用係　1 0120ー204ー314
URL http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

職種および採用予定人数▼
消防職（中級）6人程度

受験資格s昭和62年4月2日から
平成6年4月1日までに生まれた人

試験日程s第1次試験9月22日（日）
受付期間s7月29日(月)～8月19日（月)
＊締切日の消印有効

その他s受験申込書はお近くの消防
署や市役所にあるほか、ウェブサ
イトからダウンロードできます。
申込書の郵送請求については下記
までお問い合わせください。

■問 湖北地域消防本部職員選考委員会
1 62ー4194
URL http://www.shiga-kohokuarea119.jp/

応募資格s成人式の対象者で、会議
（月1回程度）に出席できる方
募集人数s10人程度
募集締切s8月20日（火）
申込方法s下記まで電話、FAXまた
はメールで、名前、住所、連絡先
をお知らせください。

■問 市教委生涯学習課（ルッチプラザ内)
1 55ー8106 5 55ー4556
manabi@city.maibara.lg.jp

次の3件の不動産を公売します。
日時s9月24日（火）13時30分～
会場s市役所近江庁舎２Ｆ会議室
公売財産▼
（1）見積金額　　　　 568,000円

公売保証金額　　 57,000円
入江字明神439番（田） 1,244㎡
入江字明神439番1（畑） 220㎡
入江字439番2（畑） 34㎡

（2）見積金額　　　　 632,000円
公売保証金額　　 64,000円
入江字丸葭134番1（田） 1,468㎡
入江字丸葭134番2（田） 31㎡

（3）見積金額　　　　 541,000円
公売保証金額　　 55,000円
朝妻筑摩字直道2095番（田）1,335㎡

注意事項▼今回の公売財産は、農地
のため市農業委員会発行の買受適
格証明書が必要です。これには、
農業委員会総会審議のため1か月程
度の日数を要し、受付締切日があ
ります。9月総会審議にかかる受付
締切日は8月15日（木）です。

■■問 市 収納対策課（近江庁舎）
1 52ー3189 5 52ー6930

募集 第2回滋賀県警察官
採用試験

募集 平成26年成人式
実行委員募集

おしらせ 差押財産
不動産公売のお知らせ

広報 広 告 主  
募 集  

＝平成26年成人式＝
と　き　平成26年1月12日（日）
ところ　県立文化産業交流会館
対　象　平成５年４月２日～

平成６年４月１日生まれの方

●掲載時期 各月1日号（前月末頃発行）
●広告規格 1枠縦45mm×横87mm 2色刷り
● 掲載料金 1号1枠15,000円
●発行部数 13,400部
●申し込み 広報秘書課　152-6627

おしらせ JR坂田駅周辺無料駐車場
一部利用停止

募集 湖北地域消防本部職員
採用試験

5,000


