
■『６月期の支払』について
　平成28年６月期の支払は、６月10日㈮を予
定しています。※２～５月分を支払います。
■『現況届』について
　児童手当・特例給付を受給されている人が
継続して児童手当を受ける要件にあるかどう
かを確認するため、毎年６月に「現況届」に
よる審査を実施しています。現況届に関する
書類は、市から６月上旬に各受給者へ送付し
ますので、６月１日における状況を記載の上、
必ず６月末までに提出してください。この届
の提出がないと、６月分以降の手当が受けら
れなくなりますのでご注意ください。
※ 平成28年１月２日以降に野洲市へ転入して
きた人は、平成28年１月１日に住民登録を
していた市町村で発行される、平成28年度
（平成27年中所得）の課税証明書または所
得証明書（児童手当用）を現況届に添付す
る必要があります。

※ 現況届により、児童を養育している人の前
年の所得が所得制限限度額以上の場合は、
特例給付として、中学校修了前の児童一人
につき月額5,000円が給付されます。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円

※ 扶養親族が４人を超える場合は１人につき
38万円を所得制限限度額に加算します。

※ 審査は、平成27年中（１月～12月）の所得
に所要の控除を差し引いて行います。

問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

児童手当・特例給付のお知らせ 市営住宅入居者募集

障がい児サマースクール参加者募集！
　心身に障がいのある子どもたちが規則正しい生
活で有意義な夏休みを過ごせるよう、絵画、工作
などの創作的活動、レクリエーションなどをして
楽しく過ごします。
日時…７月22日㈮～８月26日㈮
　　　（土曜・日曜日、８月10日㈬～17日㈬は休み）
　　　 いずれも午前９時30分～午後４時
　　　※会場までは原則各自でお越しください。
会場…びわこ学園医療福祉センター野洲ほか
対象…小・中・特別支援学校生
利用料…１日500円
申込締切日…６月27日㈪
　　　　　　※申し込み開始日…６月３日㈮
■新規利用者への事前説明会
　日時…６月17日㈮　午前10時～
　会場… びわこ学園医療福祉センター野洲　地域

交流棟会議室

サマースクールボランティア同時募集！
　子どもたちと一緒に活動に参加したり、遊んだ
りするボランティアを随時、募集しています。
日時… サマースクール開催期間の午前９時～午後

５時
対象… 中学生以上　※中学生の場合は事前研修へ

の参加が原則です。
その他… １日のみの参加も可。謝礼あり（１日1,000

円）、昼食の支給あり。食堂利用のチケッ
トを配布。JR野洲駅から会場まで送迎あり。

申し込み・問い合わせ…同センター野洲
　　　　　☎587－1144、
　　　　　FAX587－4211

■募集戸数
13戸（入居予定日／８月初旬）
■申込資格（主なもの）
次の条件に、すべて該当する人
① 市内に３ヶ月以上住所があるか、市内に６ヶ月以上勤務して
いる人
②税金等を滞納していない人
③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
⑤住宅に困窮している人
⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
※ 暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間
　６月１日㈬～14日㈫午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日
は受付できません。）※郵送不可
■募集箇所一覧

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料
（平成28年度）学区 備考

１ 新上屋団地 2 1 老人・身体障がい者 ２DK 21,700円～ 祇王 EV有/駐車場有

２ 新上屋団地 3 1 老人・身体障がい者 ２DK 21,800円～ 祇王 EV有/駐車場有/事故住宅

３ 木部団地 2 一般 ２DK 21,700円～ 中主 EV有/駐車場有

4～13 永原第2団地 3 2～4 一般（条件付単身可）２DK 8,500円～ 祇王 EV無/駐車場無/
風呂・風呂釜無

○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
○ 使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入
居者によって金額が異なります。また、法令等の改正により、
毎年変更される可能性があります。
○ 駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円/月の使用料
が必要です。
○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176
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　種まき、肥料や水のやり方など、季節に応じ
た野菜づくりの基礎やポイントを伝授します。
市民農園で野菜づくりをしませんか。
会　場…コミセンしのはら
対　象…連続して受講できる人、先着20人
内　容…野菜づくりの基礎講座
　　　　※ 座学が中心ですが市民農園（現場）

の場合もあり
講　師…佐藤　勇夫さん
受講料…無料※教材等の必要な場合は自己負担あり
申し込み ・問い合わせ…６月24日㈮までに農林

水産課☎587－6004、FAX587－3834
回 講座名 開催日時

１ 秋野菜の育て方 ７月20日㈬
午後２時～

２ 野菜の管理・手入れの基礎
10月19日㈬
午後２時～

３ 土づくりのコツ 平成29年１月25日㈬
午後２時～

４ 夏野菜の植付け準備 平成29年３月22日㈬午後２時～

園芸講座受講者募集 守山市野洲市手話奉仕員養成講座

【前期編】受講生募集

聴覚障がい者に対する理解を持ち、手話で会話ができる市
民を増やし、聴覚障がい者が自由に社会参加できるバリアフ
リー社会をめざして開催します。簡単な日常会話に必要な手
話語彙と手話表現技術の取得をめざします。
日時…７月７日～12月22日までの毎週木曜日午後７時～９時
　　　20回（42時間）※実地学習１回　全21回
会場…守山市すこやかセンター
対象者…① 守山市野洲市に在住・在勤・在学している平成13

年４月１日以前生まれの人
　　　　② 今までに同様の講座を受講したことがない人で全

課程受講できる人
定員…各市20人
　　　　　※申込み多数の場合は抽選
受講料等… 受講料無料（実地学習費用実費負担あり）、テキ

スト代3,240円（自己学習用DVD付）は自己負担
願います。※このテキストは平成29年度実施予定
の養成講座【後期】の内容を含んでいます。

申し込み・問 い合わせ…６月15日㈬までに所定の用紙に記入
の上、郵送、ファクスまたは持参のいずれかで
障がい者自立支援課（〒520－2395野洲市小篠
原2100番地１）☎587－6087、FAX586－2177

※受講者は申込者本人に限ります。託児は設けていません。
※ 申込み用紙は同課窓口または、市民サービスセンターにあ
ります。

日時…６月18日㈯　午前９時30分～午後１時
会場…総合体育館
対象…小学生以上（ただし、小学生は保護者同伴）
持物…体育館シューズ、飲み物
参加費…１人につき200円（傷害保険料含む）

内容… ニュースポーツをバイキング形式で挑戦！
　　　 【スリータッチボール・囲碁ボール・スローイングビンゴ
　　　　カローリング・室内ペタンク・ストックウォーキング他】
         新体力テストで自分の体力を確かめよう！
申し込み…６月10日まで（当日も受け付けます）

スポ推トピック
今年度の野洲市スポーツ推進委員は24人です。多くの人がいろいろな

スポーツを楽しむお手伝いをする活動をしています。
問い合わせ･･･野洲市スポーツ推進委員協議会事務局（生涯学習スポーツ課内）☎587－6053、FAX587－3835

平成28・29年度野洲市スポーツ推進委員協議会組織
　　会長／山本　博一　　副会長／石塚　健一・岩井　孝子　　　　　※　は部長

活
動

企画部 研修部 支援・普及部 広報部

年間計画・イベント企画 スキルアップ研修・
人権研修

各種団体への
スポーツ支援・普及

スポ推トピック・
スポ推だより発行

委
員

松並　典子・白井　一郎
山梶　敏男・三浦　利明
浦谷ふみ子・山本　博一

白井　洋一・小川　久和
板倉　祥浩・青木美弥子
西濱　孝晃・岩井　孝子

山田　　修・三大寺久美
角田　英一・栢木　　守
中澤　千聡・石塚　健一

若松津賀子・田中　千秋
川端　範雄・吉田　和代
外田　順一・寺本　俊彦

第６回ニュースポーツバイキング参加者募集中

この季節、夏野菜など育ててみませんか？
・長島市民農園　19区画、さくら農園　５区画

市民農園利用者募集！

主な事業…第10回ストックウォーキング11月５日㈯・ファミリー健康体力向上事業９月24日㈯

暮らしの情報
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　現在、野洲駅北口駅前広場の安全性向上のために歩道橋整備工事を進めています。
　銀行ATM前の基礎工事および歩道橋架橋工事準備のため、一方通行規制を実施します。期間中、ご不便ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【規制内容等】
期間…６月１日㈬～12月末日（予定）
内容… 終日一方通行規制（二輪・軽車両を除く）
　　　※駅へ向かう方向は通れますが、駅から離れる方向は通り抜
　　　　けできません。
その他… 工事期間中は混雑が予想されますので、一般車両は、でき
　　　　るだけ南口駅前広場のご利用をお願いします。
問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX 586－2176

野洲駅北口駅前広場整備事業に伴う
野洲駅北口支線の一方通行規制のお知らせ

　これからの季節は、梅雨前線や台風などにより土砂災害の危険性が高まります。
　土砂災害防止月間を機に、地域の危険な場所を確認したり、避難場所までの経路を歩いてみたりするなど、
万が一の事態に対する備えをお願いします。

問い合わせ…道路河川課☎587－6323、FAX586－2176
　　　　　　生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

　会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
ぜひお越しください。

日時…６月29日㈬　午後２時～
会場…市役所本館３階第１委員会室
内容（予定）… 立地適正化計画の策定について
※ 個人情報が含まれる案件等については、非公開
となる場合がありますので、ご了承ください。

問い合わせ…都市計画課
　　　　　　☎587－6324、
　　　　　　FAX586－2176

６月は「土砂災害防止月間」です

平成28年度第1回野洲市
都市計画審議会の開催

平成27年度
市税滞納者の差し押え実績

　納税推進課では、市の歳入の根幹である市税収入の確
保、収納率の向上と滞納金額の縮小および納税の公平性、
公正性の確保のため、市税滞納者の財産を差し押えする
など滞納処分を実施しました。

問い合わせ…納税推進課☎587－6013、FAX587－2439

○差し押え件数
種類 件数（件）
不動産 1
預貯金 19
給与 6
保険 4

国税還付金 3
年金 2
計 35

○差し押えにより徴収した金額
種類 金額（円）
不動産 0
預貯金 3,921,476
給与 2,884,232
保険 1,535,409

国税還付金 38,440
年金 68,000
計 8,447,557

�����
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あなたの市民活動で すてきなまちに

　市民活動を始めるにあたって、資金を必要とする団体や設立初期の活動費を必要とする団体に「野洲市市民活
動促進補助金」を交付しています。
　当事業は、平成23年度から実施し、市民団体が自主的・自立的に行う社会貢献活動を支援してきましたが、平
成28年度から要綱の一部を改正し、設立３年以内の市民団体の自立や継続的な活動を支援できるよう、補助金の
引き上げ（上限５万円から10万円）と対象期間を拡大（現行１年から最長３年）しました。

対象… 下記の要件全てに該当するＮＰＯ活動団体で、６か月以内に活動を始めようとする団体または設立３年以内
のＮＰＯ活動団体

　　　①構成員が概ね10人以上の団体で、そのうち５割以上が市民である団体
　　　②団体の事務所及び主たる活動場所が野洲市内にある団体
　　　③規約等を定め、責任者が明確である団体
　　　④宗教的活動または政治的活動を目的としていない団体
　　　⑤公共の利益の増進に寄与する目的で活動する団体
　　　⑥団体の代表者及び役員等が市町村税を滞納していない団体
　　　⑦ 構成員に暴力団員や暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員がいない団体
補助金の額…10万円以内（補助対象経費を限度）
応募期間…６月30日㈭まで※ 応募が定数に満たない場合は、継続して受け付けする場合があります。

　次の２団体に補助金を交付しました。（改正前の旧制度による交付）
　○ぶらり街道勝手連
　　　江戸時代の五街道のひとつである中山道が通る縁のある地域の仲間が設立され、元気な地域づくりと充実
　　したシニアライフの実現を合言葉に活動されている団体
　　　具体的には、中山道に縁のある街道筋（花いっぱい運動）、鎮守の森のお茶会、ぼちぼちウォーキング等
　　を開催されました。「若い世代に地域・まちの良さを引き継ぎたい」と元気に活動されている団体です。

　○おひさま会
　　　聴覚障がいのある高齢者にコミュニケーションでの不安解消と居場所づくりを提供するため、定期的にお
　　食事会やサロンを開催され、特に、介護予防と日常生活の支援活動をされている団体
　　　具体的には、健康体操、頭の体操やそれぞれの趣味を生かした取り組
　　み活動のほか、口腔衛生、熱中症およびインフルエンザ等の学習会や料
　　理教室を開催されました。「食」を通じて介護予防と健康づくりなど脳
　　の活性化に繋がる各種イベントを開催し、障がいのある高齢者が自信と
　　生きがいを持って日常生活が送れるよう支援活動をされている団体です。
　

平成27年度市民活動促進補助金交付団体

応援します！団体設立と市民活動
平成28年度野洲市市民活動促進補助金のお知らせ

問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557

暮らしの情報
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　国民年金には、経済的な理由などで保険料を納
めることが困難な場合、申請をして承認されると、
保険料の納付が猶予される納付猶予制度がありま
す。
　平成28年６月分までは、30歳未満の人が対象で
したが、７月より50歳未満と対象が広がりました。
本人・配偶者の前年の所得が一定額以下であれば
申請により、保険料の納付が猶予されます（世帯
主の所得は審査の対象外です）。
　保険料を納めないままにしておくと「もしも」
のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられ
ない場合があります。納めることが困難な場合は、
申請をしましょう。
　平成28年７月１日より受付開始です。手続きは
お早めにお願いします。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

平成28年７月より
納付猶予制度が改正されます

　このところ、芸能人や著名人、医師や公務員、少年
に至るまで、覚せい剤や危険ドラッグの事件に関連す
るニュースが後を絶ちません。
　平成27年中の、県内での薬物事犯の検挙人員は142
人で、前年よりも19人増加しています。
　最近の違法薬物の密売は、「ハーブ」「お香」等と称
して、インターネットによる注文、レターパック・宅
配便を利用したデリバリー方式等による密売など、そ
の形態が複雑になり潜在化・広域化しています。
　また、覚せい剤をはじめとする違法薬物と暴力団と
の繋がりは依然として根強く、その密売が、暴力団の
大きな資金源となっていることは言うまでもありませ
ん。
　近年、問題となっている危険ドラッグについては、
新しい薬物が次々と出回り続け、その都度、法律で指
定薬物や麻薬に指定して規制されていますが、昨年末
には
　　指定薬物2327物質、麻薬174物質
にまで増えています。
　薬物乱用者の多くは、ほんの少しの好奇心から安易
に使い始めたものが、薬物が持つ強い依存性によって、
自分の意思ではやめられなくなっています。その結果、
薬物に魂を奪い取られて自分を見失い、事故や他の犯
罪に手を染め、自分や家族、友人や第三者を傷付ける
ことになってしまうのです。
　このようなことにならないよう、薬物には絶対に手
を出さないようにしましょう。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110
　　　　　　※相談電話…県民の声110番☎525－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

「覚醒剤等薬物乱用の防止」
～ダメ！ゼッタイ！薬物は魔物です!!～

　タケノコを探しながら森をめぐり、採れたてタケノ
コを焼いて味わいます。
日時…６月11日㈯午前９時30分～正午
　　　　　　　　　　　（受付／午前９時～）
　　　※雨天の場合は12日㈰
場所…野洲川北流跡自然の森（市道市三宅竹生線）
対象… 小学６年生以下とその保護者、先着50人（要申

込み、定員になり次第、締め切り）
参加費…100円（保険含む）
持ち物… 飲み物、タオル、軍手、筆記用具、掘ったタ

ケノコをいれる袋、山歩きの服装（長袖、長
ズボン、帽子、運動靴など）、タケノコを掘
り出すためのスコップなど

主催… えこっち・やす（環境基本計画推進会議）緑の
推進委員会

共催…やす緑のひろば（市内緑化推進市民の会）
申込み ・問い合わせ…６月８日㈬までに、住所、氏名、

年齢、連絡先（電話・ファクス）を都市計画課
☎587－6324、FAX586－2176

不正改造は犯罪です！
　６月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間で
す。
　詳しい情報はこちらから「http://www.tenken-
seibi.com」不正改造車を見かけたら下記まで情報をお
寄せください。
滋賀運輸支局検査・整備・保安部門
「不正改造車・黒煙110番」☎585－7252

野洲川北流跡自然の森の
タケノコ採り

不正改造車排除運動強化月間
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