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医

療

○市立長浜病院
年末年始(12月28日〜１月４日)期間中の市役所
や行政機関の窓口について、お知らせします。

市役所
閉庁日：12月29日(金)〜１月３日(水)
出生、婚姻、死亡届は毎日受け付けます。
戸籍、住民票、印鑑登録証明などは、12月29日(金)
〜１月３日(水)まで、交付できません。
自動交付機もこの間休止します。
問
■市役所本庁（1. 62４１１１）、浅井支所（1. 74３０２
０）、びわ支所（1. 72３２２１）

ごみ収集
休業日：12月30日(土)〜１月３日(水)
この期間は、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源
ごみ、プラスチック製容器包装の収集を休みます。
問 湖北広域行政事務センター(1. 62７１４３)、市環境保
■
全課(1. 65６５１３)、市浅井支所市民生活課1. 74４３５
３)、市びわ支所市民生活課(1. 72５２５３)

ごみ持込
休業日：12月31日(日)〜１月３日(水)
この期間は、クリスタルプラザやクリーンプラント
へのごみ持ち込みの受付を休みます。年末は混み合
うため、お早めに。
受付時間：午前８時30分〜正午、午後１時〜４時30分
○クリスタルプラザ（八幡中山町・1. 62７１４１）
可燃ごみ、ガラスびん、紙パック、古布(古着)、発泡
スチロール、使用済み乾電池類、使用済み蛍光管、
プラスチック製容器包装
○クリーンプラント（大依町・1. 74３３７７）
不燃ごみ、粗大ごみ、使用済み乾電池類・使用済み
蛍光管

し 尿
休業日：12月29日(金)〜１月４日(木)
この期間は、し尿の収集を休みます。年末は混み合
いますので、申込みはお早めに。
申
■旧長浜区域
㈱ライフリリーフ(1. 62１３５６)
橋本クリーン産業㈱(1. 62４０９５)
旧浅井・びわ区域
虎姫衛生企業組合(1. 74８４４４)

こもれび苑
休業日：１月１日(祝)
問 こもれび苑(1. 78２２０３)
■

休診日：12月29日(金)〜１月３日(水)
小児救急は、長浜赤十字病院と湖北総合病院とで当
番制で行っています。市立長浜病院の当番日は12月
30日(土)、１月１日(祝)、３日(水)です。
問 市立長浜病院(1. 68２３００)
■

○休日救急診療

診察日：12月29日(金)〜１月３日(水)
この期間は、次の医療機関で急患診療を行います。
休日急患診療所（宮司町）《旧長浜区域の方対象》
受付時間：午前８時30分〜午後４時30分
持ちもの：保険証・老人医療受給者証（必ず）
問 休日急患診療所(1. 63７５３３)
■
在宅当番医制《旧浅井・びわ区域の方対象》
受付時間：午前９時〜午後５時
持ちもの：保険証・老人医療受給者証（必ず）
実施医療機関は、11月に旧浅井・びわ地区に全戸配
布した一覧表をご覧ください。
問 滋賀県医療機関案内サービス(1. 73３７９９)
■

○歯科救急診療
12月29日(金)〜１月３日(水)は当番制で診療します。
受付時間：午前10時〜午後４時
持ちもの：保険証・老人医療受給者証（必ず）
29日(金)武田歯科(朝日町8-25 1. 62０５０４)
安井歯科(高月町森本108 1. 85３１３３)
30日(土)ほんだ歯科クリニック(勝町832 1. 62００２１）
澤渡歯科医院(木之本町黒田833-11. 82５７６７）
31日(日)つじ歯科医院(南呉服町2-11 1. 65２２３３）
瀧上歯科医院(米原市小田19 1. 55４１８２）
１日(祝)本康歯科クリニック(曽根町767 1. 72５２２２)
２日(火)川崎歯科医院（宮司町74-2 1. 65３２２２）
３日(水)きたむら歯科（米原市顔戸615-4 1. 52６６６６）

上水道
12月29日(金)〜１月３日(水)は窓口業務を休みます。
ただし、旧長浜市域については、使用の開始・中止
の電話受付および緊急修繕のみを行います。
問
■旧長浜区域：長浜水道企業団(1. 62４１０１)
旧浅井区域：浅井支所
(1. 74４３５６)
旧びわ区域：びわ支所
(1. 72５２５６)

市営駐車場・駐輪場
○中央・お旅駐車場 １月１日(祝)〜３日(水)は無料開放
○長浜駅西駐車場
12月30日(土)〜１月３日(水)は無料開放
○田村駅東駐車場
通常どおり利用していただけます。
○長浜駅東臨時駐輪場
12月31日(日)〜１月３日(水)は休みます。

休日納税相談
納期限までに市税の納付が難しく、
平日に納税の相談ができない人を対
象に相談窓口を開設します。
【相談日】12月29日(金)午後１時〜４時
【相談場所】市役所本館１階税務課
【持ち物】印鑑
【その他】ポルトガル語通訳を配置
問 市税務課納税係(1. 65６５０８)
■

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止です
政治家が選挙区内の人に、お金や物
を贈ることは、法律で禁止されてい
ます。また、有権者が寄附を求める
ことも禁止されています。
お歳暮などをやりとりする時期です
が、寄附禁止のルールを守り、明る
い選挙を実現しましょう。
問 長浜市選挙管理委員会事務局《市
■
総務課内》(1. 65６５０３)

電子部品・デバイス製造業 766円
・自動車・同附属品製造業 786円
・計量器・測定器・分析機器・試験機、
光学機械器具・レンズ製造業 772円
・各種商品小売業
717円
問 長浜労働基準監督署(1. 62３１７１）
■
■

内閣総理大臣補佐
官(北朝鮮による拉
無添加で塩分ひかえめの手づくりみ
致問題担当)の中山
そはいかがですか。材料持込みで、 恭子さんをお招き
加工のみでも受け付けています。
し、「人間の尊厳」
【加工期間】12月18日(月)〜３月上旬
について、お話い
【受付締切】２月28日(水)までの平日
ただきます。
【受付時間】午前９時〜午後４時30分
【と き】２月３日(土)午後１時〜
【受付場所】浅井農村環境改善センター 【ところ】長浜市民会館
（文化スポーツ公園内・1. 74１４１８）
※入場無料(要予約)、託児(要予約)
【加工料】１升あたり800円
手話通訳・要約筆記あり
申 市人権施策推進課(1. 65６５６０、
■
（こうじのみ600円）
FAX. 65８５５５)
※２升以上で申込みください

感染性胃腸炎の原因はウイルスによる感染が多く、発熱、
下痢、悪心、嘔吐、腹痛などの症状が見られます。
感染経路は汚染された食品や水、調理従事者の手を介して
起こる経口感染や患者の便・嘔吐物によって汚染されたもの
を介して起こる接触感染のため、手洗いやうがいを励行し、
身のまわりを清潔にしましょう。

滋賀県最低賃金(平成18年10月１日発効)
時間額662円
産業別最低賃金(平成18年12月16日発効)
・紡績業、その他の織物業、染色整
理業、その他の繊維工業 710円
・繊維工業
696円
・ガラス・同製品、セメント・同製品、衛
生陶器、炭素・黒鉛製品製造業 783円
・製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄素形
材、鋳鉄管製造業
775円
・一般機械器具製造業
784円
・電気機械器具、情報通信機械器具、

職

種

病院歯科衛生士

病院臨床検査技師

病院作業療法士

採用予定人員

は〜とふるフェスタ
中山恭子さん講演会

みそ加工を受付中です

最低賃金守れていますか？

職

【材料費】白米１升500円、大豆１升
450円、袋１袋35円
問 浅井農林産物直売所(1. 74２１４１)
■

員

手洗い

うがい

①手のひらを洗う ②手の甲を洗う
③指先、爪の間を洗う ④指の間を
洗う ⑤親指を洗う ⑥手首を洗う

①水、うがい薬、お茶な
どで残った食べ物など
を取り除くためにうが
いをする。
②上を向いてのどの奥ま
で液が回るように15
秒程度うがいをする。
③15秒程度のうがいを数回繰り返す

募
受

集
験

（市立長浜病院）
資

格

試

１人

昭和41年４月２日以降に生まれ、歯科衛生士法（昭和23年
７月30日法律第204号）よる歯科衛生士の免許を有する人
（平成19年７月末日までに免許を取得する見込みの人を含
む）で、長浜市内又は近接地に居住でき、夜間等の緊急呼
び出しに容易に応じられる人。

１人

昭和51年４月２日以降に生まれ、臨床検査技師、衛生検査技
師等に関する法律（昭和33年法律第76号）よる臨床検査技師
の免許を有する人（平成19年７月末日までに免許を取得する
見込みの人を含む。
）で、長浜市内又は近接地に居住でき、夜
間等の緊急呼び出しに容易に応じられ、当直ができる人。

１人

験

日

申込受付締切

12月15日（金）
１月27日（土）

〜
１月15日（月）

昭和51年４月２日以降に生まれ、理学療法士および作業療法士
法（昭和40年法律第137号）による作業療法士の免許を有する
人（平成19年３月末卒業見込みの人で平成19年７月末までに免
許を取得する見込みの人を含む。
）で、長浜市内または近接地
に居住でき、夜間等の緊急呼び出しに容易に応じられる人。

【申し込み・問い合わせ先】12月15日（金）から受験申込書をお渡しします。受験申込書の請求は、〒526−8580 長浜市
大戌亥町313番地、市立長浜病院事務局管理課内長浜市職員選考委員会へ。なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に職種
を明記の上、『受験申込書請求』と朱書きし、返信用封筒（80円切手を貼って宛名を明記したもの）を同封してください。
くわしくは、同課総務担当≪1. 68 ２３００（代表）または. 68 ２３２４（直通）≫へおたずねください。
古紙100％の再生紙を使用しています。

