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ご利用ください！休日の市役所窓口
住民異動届が最も多くなる３月と４月の休日に、市
民サービス向上と窓口混雑の緩和を図るため、下記の
とおり窓口業務を行います。

≪業務の内容≫
＊住民異動届（転出、転入、転居）の受付
＊住民票、戸籍、税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　　
＊市税等の納付、納税相談

住民基本台帳カードを利用した転出届などの業
務、住民票広域交付、公的個人認証の電子証明書
申請などはできません。

※時間はいずれも８時30分～正午まで

３月・４月は、転勤や就職・進学などで引っ越し
が多い時期です。住所が変わるときは、市役所へ住
所の届出を行ってください。

●受付窓口
市民窓口課、各庁舎自治振興課、
各行政サービスセンター
※行政サービスセンターでは、住民基本台帳カー
ドに関する手続きはできません。

●受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)
８時30分から17時15分まで

●届出ができる方
異動する本人または世帯主
※委任状による代理でのお手続きも可能です。
※転入や転居をされる先がご家族の世帯でない
ときは、世帯主の同意書が必要です。

★転出届…米原市から他の市区町村へ引っ越される方
・届出期間は…米原市を転出する日まで（転出を予
定する日のおおむね14日前から手続き可能）

★転入届…他の市区町村から米原市へ引っ越された方
・届出期間は…新しい住所に住み始めた日から14日以内
※転入届をされるときは、事前に前住所地の市町村
で転出届を行い、その際に発行される転出証明書
を窓口へご持参ください。

★転居届…米原市内で住所を移転された方
・届出期間は…新しい住所に住み始めた日から14日以内

※手続きに必要なものは、市公式ウェブサイトに掲載してい
ます。不明な点は市民窓口課までお問い合わせください。

■問 市　市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

バイク・農耕作業車・軽自動車の
名義変更・廃車手続きは３月中に！

住所を移転される方へ

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
を実施しています。これは、住民票の写しや戸籍謄
抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付し
たとき、証明書を交付した事実を郵送によりお知ら
せする制度です。この制度を利用するには、事前登
録の申込みが必要です。申込書は、各庁舎、行政サ
ービスセンター、公民館などに設置しているほか市
公式ウェブサイトにも掲載しています。

本人通知制度への事前登録を！

軽自動車税は、毎年４月１日に原動機付自転車
や小型特殊自動車（コンバイン・フォークリフト
等）、四輪の軽自動車などを所有している人に課税
されます。
次のような場合は、名義変更や廃車手続きをし
ていないと、軽自動車税がかかります。ご注意
ください。
・他人へ譲った　　・故障などで廃棄した
・盗難に遭った　など
※所有者がお亡くなりの場合は、名義
変更の手続きをお願いします。

申請窓口　
車両によって窓口が違います。
必要書類等は、それぞれ電話でお問い合わせ
ください。

●原動機付自転車・小型特殊自動車（米原市ナ
ンバーまたは旧町のナンバーの車両）は、各自
治振興課または税務課（152-1556）へ

●軽自動車（滋賀ナンバーの軽四輪）は
軽自動車検査協会（1077-585-7103）へ
〔協会ホームページ〕
http://www.keikenkyo.or.jp/

●125ccを超える二輪車は、
滋賀運輸支局（1050-5540-2064）へ

■問 市　税務課（近江庁舎）
1 52－1556 5 52－8730

3月23日(日）

3月30日(日）

4月06日(日）

山東庁舎、米原庁舎

伊吹庁舎、近江庁舎

米原庁舎のみ
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３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
３月６日(木)・20日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
３月13日(木)・27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

３月の税等料金・納付のお知らせ

s国民健康保険税（普通徴収) 第10期
s介護保険料（普通徴収） 第10期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第9期
s保育所保育料 3月分
s水道料金 3月分
（１～２月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 3月分
山東・伊吹・米原地域　　
（１～２月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（12～１月汚水量を1/2したもの）

s下水道受益者負担金 第4期

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 3月31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

２月３日の節
分に醒井幼稚園
で「鬼は外！」
と元気な声が響
きました。３歳
から５歳の児童
が集まって、自分の中の悪い鬼を追い
出せるよう、先生らが作った鬼の人形
に、元気に豆をまきました。
５歳児の５人は、手作りの怖～い鬼
のお面も見せてくれました。今年も1年
元気で過ごせますように！

（表紙 写真サポーター 松居直和）

醒井幼稚園で豆まき

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。

時間s10時から12時まで
■■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山東公民館
■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

結婚相談

相談日

03月13日(木)

04月10日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

ゆめホール（三吉570）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

03月13日(木）

03月20日(木）

03月27日(木）

04月10日(木）

04月19日(土）

04月24日(木）
0

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)

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)
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日　付

03月13日(木)

03月22日(土)

時　間

13時30分から16時まで

09時30分から12時まで

介護相談員は、介護事業所を
定期的に訪問し、利用者から
意見や要望を聞き取ってサー
ビス改善につなげるなど、介
護保険事業者と利用者とのパ
イプ役です。
■問 市　高齢福祉課（山東庁舎）

1 55－8103
5 55－8130

●対　象　市内在住で福祉や介護について
関心があり、初年度の養成研修
や施設訪問などに出席できる
方。活動の目安は月に４回の施
設訪問、月１回の定例会など　
＊普通自動車運転免許が必要

●任　期　４月１日から２年間
●報　酬　 4,400円/月

（別途交通費1,200円/月）
●募　集 1人
●応　募　応募用紙に記入の上、高齢福祉課

または各庁舎自治振興課まで。
応募用紙は各庁舎自治振興課に
あるほか、市公式ウェブサイト
からもダウンロードできます。

介護相談員

募　集
３/17(月)
締　切



講座受講生や保育園・幼稚園児の
作品展示、自治会やグループの活動
展示などを行い、地域の交流を深め
ます。白玉ぜんざいのおもてなしコ
ーナーもありますので、ぜひお越し
ください。
日時s３月９日(日)～10日(月)

10時～16時
■問 和ふれあいセンター

1 52－2232 5 52－8535

有機栽培って何？食品表示には何
が書いてあるの？ペットボトルには
どのくらいの糖分が入っているの？
など食選びに役立つ知って得するお
話です。
日時s３月11日(火)10時～11時30分
会場s米原げんきステーション

（市役所米原庁舎横）
定員s先着30人
講師s近畿農政局東近江地域センター、

長浜保健所管理栄養士
申込s３月７日(金）までに、住所、
氏名、電話番号を電話またはファ
ックスで下記まで。

■■申・■問 市　健康づくり課(山東庁舎）
1 55－8105 5 55－2406

日時s３月16日(日）12時～
場所sピアザ淡海
内容s呈茶と講演会
「利休の茶の湯」講師:熊倉功夫先生

申込s下記へ事前にお申し込みくださ
い。入場整理券を送付します。

■問 (一社)表千家同門会滋賀県支部
担当　三好　
1 077－537－3100

申請資格s本人または保護者が市内
に在住し、一定の条件を満たす方

奨学金の額▼
①高等学校等での修学月額1万円
②短期大学等での修学月額2万円
③大学等での修学　　月額3万円
募集期間▼
２月28日(金)～３月18日(火)
募集人員s８人以内
■問 市教委　教育総務課（山東庁舎）

1 55－8107 5 55－4040

「魅力ある職場をめざして」をテー
マに研究発表大会を開催します。
日時s３月９日(日)

９時30分～16時30分
場所s市民交流プラザ（ルッチプラザ）

ベルホール310
内容s特別講演　13時～14時30分
こころ元気研究所の鎌田敏氏を
講師に「職場を元気にするコミ
ュニケーション～笑顔の輪を咲
かせよう～」と題して講演いた
だきます。

■問 社会福祉法人青祥会　
1 68－4114

農作物等の被害を防止するため、
市内一円でカラスの一斉駆除を実施
します。
実施期間s３月23日(日)～30日（日）
＊３月23日（日）は強化実施日
実施時間s日の出から日の入りまで
■問 市　林務課（伊吹庁舎）

1 58－2229 5 58－1630
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催し 和ふれあいセンター
「まちづくり大会」

催し どこを見る？
食べ物の選び方を知ろう！

催し 茶の湯文化にふれる
市民講座

おしらせ 米原市奨学資金
貸与奨学生募集

おしらせ 青祥会　　　　
研究発表大会

おしらせ カラスの一斉駆除を
実施します

5,000

参加無料

参加無料

参加無料

宝くじの助成金による各種助成
事業は、まちづくり活動に役立て
られています。
平成25年度に宝くじの助成金

を受け整備した市内の事業を紹介
します。

小泉区
（一般コミュニティ助成事業）

助成額220万円/除雪機および格納庫

烏脇区
（一般コミュニティ助成事業）

助成額150万円/除雪機

井之口区
（一般コミュニティ助成事業）

助成額150万円/除雪機

■問 近江市民自治センター　
自治振興課（近江庁舎）
1 52－6920 5 52－8730

訂正のお知らせ　広報まいばら1月1日号8ページ
「宝くじ助成金で女性消防隊の活動備品購入」の中でお知らせした軽可搬消
防ポンプ等は、「(財)自治総合センター」から助成を受けたものです。

平成25年度
宝くじ助成事業
のご紹介




