
《法務局なんでも相談所》
10月１日(日)午前10時～午後３時、
滋賀ビル９階特設会場(大津駅前)で。
【相談内容】登記、人権、戸籍、供託

公証相談
◆午後１時、相続登記説明会も開催
※申込なしでも相談できます。
■申 大津地方法務局総務課(1０７
７－５２２－４６７１)
《刑事事件についての相談》
10月２日(月)～６日(金)午前９時30
分～午後４時に、大津地方検察庁で。
※申込みは下記までおこしください。
■申 大津地方検察庁４階企画調査課
(1０７７－５２７－５１２３)
《滋賀弁護士会の無料法律相談》
10月３日(火)、４日(水)午前９時30
分～午後４時に、大津地方・家庭裁
判所１階大会議室で。
【定　員】各日33人(先着順)
【申込期間】９月19日(火)～10月２日(月)

平日午前９時～午後５時
■申大津地方裁判所事務局総務課庶務
係（1０９０－２３８９－３４６６)

「相続の手続」「会社の設立」「農地
転用」「車の登録、車庫証明」など、
権利義務・事実証明に関する書類作
成や許可・認可申請など行政手続の
無料相談です。秘密厳守です。
○行政書士電話無料相談
10月２日(月)午前10時～午後４時
1０７７－５２５－０３６０

○許認可手続無料相談所
10月７日(土)午後１時～４時
長浜サンパレス(八幡中山町)

※他地域でも別日程で開催されます。
■問滋賀県行政書士会（1０７７－５
２５－０３６０）

（財）21世紀職業財団では、妊娠、出産、
育児、介護などで退職し再就職を希
望する方や、仕事と家庭を両立した
い方を応援する事業を行っています。
○もう一度働きたい方を支援
「再就職希望登録者支援事業」(登録制)
将来働く時のための準備を支援します。
【支援内容】「RE・BEワークセミナー

(再就職準備セミナー)」開催
再就職に役立つ「情報誌」送付
「個別相談」など

○仕事と家庭を両立したい方を支援
「2020(フレーフレー)テレフォン」
育児や介護、家事代行に関する情報を
電話で提供します。（無料）
【相談電話】０７７－５２３－２０２０
（平日午前９時30分～午後４時30分）

http://www.2020net.jp
■問（財）21世紀職業財団滋賀事務所
（1０７７－５２３－５１４１）

解雇・労働条件・配置転換・賃下げ・
セクハラなど、労働問題に関するあら
ゆる分野のご相談を専門の相談員が、
面談あるいは電話でお受けしていま
す。滋賀労働局総合労働相談コーナー
(大津市・1０７７－５２２－６６４
８)には女性相談員がいます。
■問彦根労働基準監督署(彦根市西今
町58-3 1０７４９－２２－０６５
４、http://www.shiga-roudou.go.jp)

「次世代育成支援対策推進法」に基
づく「一般事業主行動計画」は子育
てしやすい職場環境づくりのために
企業が策定する計画で、策定するこ
とにより、イメージアップや優秀な
人材の確保につながります。
【と　き】９月26日(火)午後２時
【ところ】長浜ロイヤルホテル
【対　象】中小企業事業主、職場家

庭両立推進者など
【定　員】50人(先着順)
【内　容】計画策定のメリットや取

り組みのポイント、助成
金制度の紹介、事例発表、
個別相談など

【申込み】９月19日(火)まで
■申（財）21世紀職業財団滋賀事務所
（1077-523-5141、FAX077-523-5249）

【試験日】11月10日(金)午前10時
【会　場】県庁新館７階大会議室
【受験料】8,200円
【願書配布】10月２日から県湖北地域

振興局総務出納課などで
【願書受付】10月10日(火)～23日(月)

消印有効・簡易書留郵便
■問県新産業振興課（1０７７－５２
８－３７９１)

９月24日(毎月第４日曜日)午前10時
～11時に、サンサンランド(地福寺
町)で。要申込み。託児あり(要予約)。

■申 ながはま・ファミリー・サポー
ト・センター(1 . 64３９００)

【と　き】９月28日(木)午前10時～
午後４時(受付は午後３時30分)
【ところ】長浜商工会議所
【内　容】年金相談、保険料納付の

相談や年金の請求
【持ち物】年金手帳（年金証書）、印

鑑、委任状（代理時）
※今回は予約制ではありませんが、
10月からは事前予約制となります。
■問 滋賀社会保険事務局彦根事務所
（1０７４９－２３－１１１６)

石綿(アスベスト)を原因とする疾病
により、平成13年３月26日以前に
死亡した労働者のご遺族(時効によ
り労災保険法に基づく遺族補償給付
の支給を受ける権利を消滅した方)
に、特別遺族給付金を支給する法律
(石綿救済法)が平成18年３月27日か
ら施行されています。
この特別遺族給付金は、法施行日か
ら３年を経過した平成21年３月27
日以降は、その請求ができなくなり
ますので、お心当たりがある方は、
お早めに滋賀労働局または労働基準
監督署へお問合せください。
■問長浜労働基準監督署(1 . 62３１７１)

これまでは生鮮食品と一部の加工食
品の原材料にだけ原産地表示が義務
づけられていましたが、ＪＡＳ法の
改正により、10月２日から生鮮食品
に近い加工食品(20食品群)にも、主
な原材料の産地表示が義務づけられ
ます。また、生しいたけも10月１日
から、原産地などに加え栽培方法も
表示されるようになります。
《食品表示110番》
食品表示についての疑問や不審な表示
を見つけた場合はご連絡ください。
《食品表示講習会》
食品表示に関する講師派遣も受付中
■問農林水産省近畿農政局滋賀農政事
務所(1 . 52５８９０)

自賠責保険・共済は、万一の自動車
事故の際、基本的な対人賠償を目的
として、原動機付自転車を含むすべ

10月１日～７日は「法の日」週間　
各種無料相談事業を実施　

中小企業事業主のみなさんへ　
一般事業主行動計画策定のための説明会

アスベストが原因で亡くなられ
た方の特別遺族給付金の請求は　

原料の産地が表示される　　　　
食品が広がります　

自賠責保険・共済の有効期限
は切れていませんか

行政書士無料相談

働く(働きたい)方を応援

総合労働相談コーナー

砂利採取業務主任者試験

ながはまファミサポ入会説明会

一日社会保険相談所　

お知らせ 
ての自動車に加入が義務づけられて
います。特に、車検制度のない
250cc以下のバイク(原動機付自転
車・軽二輪自動車)は、有効期限切
れ、かけ忘れにご注意ください。
■問国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支
局（1０７７－５８５－７２５３、
http://www.jibai.jp)

滋賀県パスポートセンターでは、大
津窓口(大津市におの浜・ピアザ淡
海内)のほか、米原出張窓口でもパ
スポート申請受付業務を行っていま
すので、ぜひご利用ください。
【所在地】米原市下多良二丁目137

県立文化産業交流会館内
【申請受付】火・水・木曜日

午前10時～午後４時
※昼休み除く

【休業日】祝日、年末年始
文化産業交流会館休館日
(次回は10月10日(火))

■問滋賀県パスポートセンター(1０
７７－５２７－３３２３)

長浜駅で期間内に回数券や定期券、
Ｊスルーカード、オレンジカード、
イコカカードのいずれかを購入する
ともらえるスタンプを３個集めた方
を対象に、毎月抽選でＪスルーカー
ド(最高１万円)がもらえるキャンペ
ーンを行います。くわしくは、長浜
駅で配布のチラシをご覧ください。
【期　間】11月13日(月)まで
■問北陸本線直流化対策協議会長浜・
坂田部会《市都市計画課駅舎整備推
進室》(1 . 65６５６２)

【と　き】10月21日(土)
午後１時30分～４時

【ところ】県立男女共同参画センタ
ー(近江八幡市)

○「食からみた子どもの健康」
田中敬子氏(滋賀県立大学教授)

○「食育と学校給食の現状」
西道代氏(小学校栄養教諭)

【参加料】無料(申込不要)
【託　児】10月12日までに要予約
■問滋賀県小児保健協会事務局《県立

小児保健医療センター内》(1０７
７－５８２－６２００)

様々なものづくりを見る、触れる、
体験することを目的としたイベント。
【と　き】10月14日(土)、15日(日)

午前10時～午後４時30分
(15日は午後３時30分まで)

【ところ】テクノカレッジ草津
【内　容】ものづくり体験、技能競

技大会、実演、相談など
【入場料】無料
■問おうみものづくりフェア(技能フ
ェア2006)実行委員会《滋賀県職業
能力開発協会内》(1077-533-0850)

【と　き】10月７日(土)
午前10時～午後３時

【ところ】奥びわスポーツの森
【内　容】チップ堆肥・花の苗プレ

ゼント、お茶会
びわ中ブラスバンド演奏

■問（財）滋賀県公園・緑地センター
(1０７７－５４３－５８３１)

医療・年金・雇用・介護などの社会
保険の仕組みと受給のための手続き
について、わかりやすく説明します。
【と　き】９月22日(金)午後１時30分
【ところ】長浜商工会議所(高田町)
【講　師】野村桂子氏(社会保険労務士)
【定　員】20人(先着順)
【受講料】無料
【申込方法】前日までに電話かＦＡＸで

住所、氏名、年齢、電話番
号をお知らせください。

■申 (社)滋賀県雇用対策協会滋賀高齢
期雇用就業支援コーナー(1 077-
527-2201、FAX077-527-2230)

【と　き】10月16日(月)～20日(金)
の午前10時～午後４時

【ところ】滋賀県室内装飾事業協同
組合(草津市)

【対　象】55歳以上68歳までの再就
職を希望する方

【内　容】室内装飾・リフォーム
(建物・家屋の壁紙施工)

【定　員】20人(多数の場合抽選)

【受講料】無料(教材は支給)
【申込方法】往復はがきに講習名(室内

装飾)、住所、氏名(ふり
がな)、年齢(生年月日)、
電話番号を記入し郵送

【締切り】10月５日(木)
■申〒520-0051大津市梅林１丁目３
番10号 (社)滋賀県シルバー人材セン
ター連合会(1077-525-4128)

家族への思いがたくさんつまった標
語を募集します。
【対　象】一般
【テーマ】
・家族の持つあたたかさやふれあい
・家族の大切さ、夢、家族への思い
・地域社会と家族、あいさつ　など
【応募点数】一人２点以内
【締切り】10月13日(金)
■申長浜市青少年育成市民会議事務局
《市教育委員会生涯学習課内》(1.65

６５５２)、浅井教育分室(1.74４３５
９)、びわ教育分室(1.72４３００)

長浜出世まつりの一つ「豊公まつり」。
豊臣秀吉や賤ヶ岳七本槍に扮した子
ども武者の行列に加わり、稚児さん
として参加してみませんか。
【と　き】10月９日(祝)正午から
【ところ】市街地一帯
【応募資格】４歳から８歳までの子
【定　員】50人(先着順)
【費　用】3,000円(衣装・着付代込)
【締切り】10月２日(月)
■申豊公まつり実行委員会事務局《豊
国神社内》(1.62４８３８)

交通安全キャンペーンなどに使用す
るスローガンを募集します。
【テーマ】みんなで交通安全運動に参

加する雰囲気があふれる
滋賀県らしいもの

【応募資格】県内に在住、在勤、通学さ
れている人

【表　彰】最優秀など(薄謝あり)
【募集期間】９月21日(木)～10月31日(火)
くわしくはお問合せください。
■問滋賀県交通対策協議会事務局《県
交通政策課内》(1077-528-3682)

滋賀県パスポートセンター　　　　
米原出張窓口をご利用ください

地元駅利用キャンペーン　　　　　
抽選でＪスルーカードが当たる

職業生活設計セミナー　　　　　
「定年前後の社会保険手続き」

シニア対象　　　　　　　　　　　　
室内装飾・リフォーム技能講習会　

「こどもの健康週間」記念公開講座　

おうみものづくりフェア2006

「明るい家庭づくり」標語募集

豊公まつり稚児行列の参加者募集

滋賀県交通安全スローガン募集

奥びわスポーツの森
「花とみどりのつどい」

催　し 

募　集 
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