
　第６期（平成27～29年度）介護保険事業計画に基づ
き、平成29年度中に介護老人福祉施設50床の開設事業
者を４月25日㈪～５月13日㈮に公募しましたが、応募
はありませんでした。よって、次のとおり開設事業者
を再公募します。

募集施設…介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
募集事業施設…①１施設　②50床
事業整備年度…平成29年度
公募期間…８月29日㈪～９月30日㈮
　　　　　いずれも午前８時30分～午後５時
　　　　　（土曜、日曜日・祝日を除く）
事業者の選定… ヒアリング、プレゼンテーションを実

施し事業者を選定
※ 公募要項等詳しくは、市ホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
申し込み・ 問い合わせ…事前

に来庁日時を予約
の上、高齢福祉課

　　　　　☎587－6074、
　　　　　　　　FAX586－2176
　　　　　※持参に限る。

　市が設置している身体･知的障がい者相談員が、障
がいのある人やそのご家族などが困っていること、不
安なことなど、問題解決に向け相談に応じます。
　地域での暮らしや社会参加など気軽にご相談くださ
い。
日時…８月18日㈭　午後１時30分～３時
　　　※事前予約不要
場所…野洲市健康福祉センター
　　　身体障がい者の相談　３階　研修室
　　　知的障がい者の相談　２階　会議室
※ 手話通訳および要約筆記（ノートテイク）の希望者
は、８月８日㈪までにご連絡ください。

連絡・問い合わせ…障がい者自立支援課地域生活支援室
　　　　　　　　　☎587－6169、FAX586－2177

◇『現況届』を提出された人の、所得等の審査を
　行っています。
　審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合は、
対象者のみ通知書を送付します。変更のない場合は送
付しませんので、10月の定期支払前に送付する支払通
知書で振込金額を確認してください。
※ 「現況届」が未提出の場合は手当が受けられません
ので至急提出してください。

◇手当月額が変更となる人
　受給者の前年中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。

※ 平成27年中の所得を審査します。所得には一定の控
除があります。

◇受給者が変更となる人
　現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生
計を維持する程度の高い人が配偶者であると判断でき
る場合などは受給者の変更をお願いすることがありま
す。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX568－2176 　市内に在住し、小学校または中学校に在籍す

る児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由で就
学が困難と認められる場合、学用品費や給食費
などの一部が援助される制度があります。この
制度の申請は、いつでも受け付けています。（対
象と認定された場合は、申請月の翌月からの援
助になります。）
申請方法… 申請用紙は、各小・中学校、学校教

育課（市役所別館）、市民サービスセ
ンター（北部合同庁舎）にあります。
申請には、印鑑、振込先口座のわか
るものが必要です。また、世帯の状
況把握のため、添付書類が必要な場
合があります。

問い合わせ…学校教育課
　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

介護老人福祉施設の
開設事業者を再公募します

第１回 身体・知的障がい者
相談員による相談会のお知らせ

児童手当のお知らせ

就学援助制度のお知らせ

暮らしの情報
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交通事故などで保険診療を受けた場合は30日以内に届出をお願いします
　交通事故など第三者（加害者）の行為によって受け
たケガや病気などの医療費は、本来、加害者（相手方）
が負担することが原則ですが、届出により国民健康保
険や後期高齢者医療で保険診療を受けることができま
す。
　この場合、保険者（市や滋賀県後期高齢者医療広域
連合）が一時的に治療費を立替え、後日、加害者に請
求しますので、警察だけでなく、市保険年金課の窓口
へ速やかに届出をしてください。また、医療機関を受
診する際には、必ず、第三者行為によるものであるこ
とを伝えてください。
【届出に必要なもの】
　①第三者行為による傷病届
　②事故発生状況報告書
　③念書
　④ 事故証明書 （自動車安全運転センター発行のも

の）※交通事故の場合
　⑤被保険者証 
　⑥印鑑 
【このような場合も第三者行為となります】
　◆自動車事故以外の自転車同士の事故
　◆暴力行為によるケガ

　◆他人の飼い犬にかまれた
　◆他人から提供された食事で食中毒にあった　など
【注意点】
※ 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた
りすると、保険診療による治療を受けられなくなる
場合があります。また、加害者から返還してもらう
分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行
えば、保険者が加害者に直接請求できなくなり、被
害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありま
すので示談をする前にお早めに、下記お問い合わせ
先までご相談ください。
　※ 以下の場合は保険診療での治療は受けられませ

ん。
　　◆ 勤務中や通勤途中での事故（労災保険の対象と

なります。）
　　◆不法行為（飲酒運転など）による事故

問い合わせ… 国民健康保険：
　　　　　　　保険年金課☎587－6081、FAX 586－2177
　　　　　　 後期高齢者医療制度：
　　　　　　　保険年金課または滋賀県後期高齢者医
　　　　　　　療広域連合☎522－3013

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

　８月は国民健康保険「高齢受給者証」の更新の月で
す。国民健康保険に加入している人で、次に該当する
人には新しい高齢受給者証を７月後半に郵送しまし
た。８月１日から使用できます。
①すでに、高齢受給者証をお持ちであった人
（昭和16年８月２日～昭和21年７月１日生まれの人）
※後期高齢者医療制度の適用を受けている人を除きます。
②新しく高齢受給者証の交付を受ける人
（昭和21年７月２日～昭和21年８月１日生まれの人）
※ ８月２日以降に70歳になる人は誕生日月の下旬に郵送
いたします。

　高齢受給者証は医療機関にかかったときの自己負担
割合を表示しているカードです。必ず保険証とセット
で使用してください。自己負担割合は、平成27年中の
所得等と生年月日により決定しています。
　今回お送りした受給者証の有効期限は通常平成29年
７月31日までですが、途中で満75歳になる人はそれよ
りも短い期限になっています。
　高齢受給者証は１人１枚のカード型になっています
ので、台紙からはがしてご使用ください。希望者には
ケースの配布やラミネート加工（パウチ）を保険年金
課または市民サービスセンター（北部合同庁舎）で行っ
ています。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　９月１日㈭から「本人通知制度」の登録期間を３年
から無期限に変更します。（９月１日時点で、すでに
登録している人も同様）

　「本人通知制度」の登録、廃止、登録内容の変更届
は市民課、市民サービスセンター（北部合同庁舎）で
受け付けています。
　※ 登録の廃止を希望する人は、廃止届を提出してく

ださい。
　※ 住所、本籍、氏名等登録の内容を変更したときは、

変更の届出が必要です。
『本人通知制度』とは
　「野洲市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通
知制度」は、本人以外の第三者に住民票の写しや戸
籍謄本等証明を交付した場合に、事前に登録した人
に対して交付の事実を知らせる制度です。
　証明書の交付事実を本人に通知することにより、
身元調査等を目的とした住民票の写し等の不正請求
を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止
する効果が期待されます。
　（野洲市は平成25年10月１日から「本人通知制度」
を開始しています。）
問い合わせ…市民課☎587－6036、FAX586－3677

国民健康保険高齢受給者証は届きましたか？「本人通知制度」の登録期間を変更します
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　同和問題をはじめあらゆる人権課題に真剣に向き合
い、それらの課題解決に向けて人権意識を高めるため、
今われわれが何をすべきか見つめ直す機会として、開
催します。多数ご参加ください。
日時… ９月３日㈯　午後２時～３時30分
　　　　　　　　　　　　（受付／午後１時30分～）
場所…さざなみホール（野洲市比留田3313番地３）
講師…明石一朗さん（関西外国語大学教授）
演題…『同和問題の今を考える』
　　　～これからの同和教育・人権教育～
※入場無料・事前申し込み不要
※ 託児・手話通訳が必要な人は、８月19日㈮までにご
連絡ください。
問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

　戦没者の人々を追悼し、過去の悲惨な戦争の教訓を
決して風化させることなく次の世代に語り継ぎ、世界
の恒久平和の実現をめざすことを目的として、平和の
つどいを開催します。
日時…８月11日㈷　午前10時～
会場…野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）
内容…戦没者の追悼と平和を祈念する式典
　　　 黙祷、市長式辞、遺族会代表による言葉、市議

会議長による言葉、参加者による献花、次世代
戦跡訪問作文発表、戦争体験者証言映像鑑賞
「戦争証言 2015」～忘れえぬ戦禍の惨劇～

対象者…どなたでも※入場無料・事前申し込み不要
問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

日時…平成29年１月９日（成人の日）
　　　 午前９時20分～午後０時30分
　　　　　（受付／午前９時20分～
　　　　　  式典／午前10時～）
会場…野洲文化ホール
対象… 平成８年４月２日～平成９年

４月１日生まれの市内在住者
および以前市内に在住してい
た新成人

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

　市では、琵琶湖西岸断層帯を震源とする大規模地震
（マグニチュード7.8、震度６弱）の発生を想定し、「野
洲市総合防災訓練」を実施します。
　自主防災組織等を中心として、避難訓練、障害物除
去、救出救助や応急処置など、『自助・共助』をメイ
ンとした実践的な災害対応訓練を行います。
　当日は、仮設トイレや救助資機材、家庭用備蓄品な
どの展示も行い、展示ブースの見学のみの参加もでき
ます。
日時…８月28日㈰　午前８時～10時30分
会場…祇王小学校グラウンド（野洲市上屋1169番地）
※荒天の場合は中止します。
※ 当日、祇王学区では防災行政無線により避難勧告を
行いますが、訓練ですのでお間違えのないようお願
いします。

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033
　　　　　　東消防署☎587－1119

　これまで長年、野洲に住んでいてもご近所以
外の事は案外知らないものです。「野洲ってど
んなまち？」「野洲のことをもっと知りたい」、
「私にも何か地域と関わる活動ができるのかし
ら？」という問いや要望にお応えし、野洲のま
ちを知ることから地元で活動を始めるきっかけ
や仲間作りの場を紹介、提供するための講座を
開催し、市民活動の活性化を目的に意欲的な人
材の育成を目指します。
　シニア、子育てを卒業した女性、地域で何か
を始めたいという若者、どなたでも参加してい
ただけます。受講者の要望にそった講座内容に
するため、受講者自身が企画運営に関わる運営
委員会を設置します。
対象…市内在住者
募集人数…30人
講座内容… ①市長講演②野洲の自然や歴史の学

習③史跡・名所の探索④地域の食や
産業の学習⑤市民活動団体活動への
参加体験など（５～６回程度を予定）

参加費…無料（講座内容により実費負担あり）
◆「とことん野洲」山仲市長の公開講演会と
　オリエンテーション（第1回講座）
日時…８月28日㈰　午後１時30分～４時30分
会場…市民活動支援センターホール
申し込み・ 問い合わせ…８月27日㈯午後５時ま

でに同センター
　　　　　☎518－0556、FAX518－0557

同和問題講演会のお知らせ

野洲市「平和のつどい」開催

野洲市総合防災訓練を実施します

平成29年成人式・はたちの
つどい開催日程のお知らせ

「とことん野洲」受講者募集

暮らしの情報
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　10月から「マイナンバーカード（個人番号カード）」
を使用して、全国のコンビニエンスストアに設置して
ある多機能端末機（マルチコピー機等）から、「住民票
の写し」や「印鑑登録証明書」などの証明書が取得で
きるサービスを開始します。（※詳しい開始日時は改め
てご案内します。）
　「マイナンバーカード（個人番号カード）」があれば、
市役所が開庁していない早朝や夜間、休日でも、通勤
途中や買い物など外出時にご利用いただけます。
○利用できる人
　野洲市に住民登録している人で、利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録した「マイナンバーカード（個人
番号カード）」をお持ちの人。
○取得できる証明書

証明書 手数料 取得できる人
住民票の写し １通200円 カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
印鑑登録証明書 １通200円 カード所有者で、野洲市で印鑑登録をしている人
戸籍謄本・抄本（除籍・原戸籍は除く） １通350円 野洲市に住所および本籍がある人でカード所有者または

カード所有者と同一戸籍の人戸籍の附票の写し １通200円

所得証明書 １通200円 カード所有者で、申告などができている人（現年度分のみ）
※被扶養者等で申告などができていない人は市役所窓口の
　みでの対応となります。課税・非課税証明書 １通200円

※手数料は市役所の窓口より100円安くなります。
○利用できる主な店舗
　全国のセブンイレブン、ローソン、
　サークルＫサンクス、ファミリーマートなど
○利用できる時間
　午前６時30分～午後11時（12月29日～１月３日
　および保守点検日は除く）
○マイナンバーカードの申請方法 
　「マイナンバーカード（個人番号カード）」は、「通
知カード」の下にある個人番号カード交付申請書の
郵送またはスマートフォンやパソコンで申請できます。
　カードの受け取りは、市役所から送付する交付通
知書が届いたら、必要書類を持って市民課にお越し
ください。申請からカードの受け取りまでには約３
週間かかりますので、お早めの申請をお願いします。
○利用上のご注意
　コンビニ交付サービスでは、厳重なセキュリティ
対策を行っていますが、マイナンバーカード（個人
番号カード）を他人に預けたり、暗証番号を教えた
りすると悪用される恐れがあります。
　また、カードは本人確認書類として使える大変重
要なものです。コンビニ交付でのご利用時以外でも、その取り扱いには十分ご注意ください。万が一、カードを
紛失した場合は、一時停止をしますので直ちに以下の電話番号（365日24時間対応）に連絡してください。
　●マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　0120－95－0178
　●個人番号カードコールセンター（有料）　　0570－783－578、050－3818－1250
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

～「マイナンバーカード（個人番号カード）」の申請はお早めに～

10月から証明書のコンビニ交付が始まります

○午前６時30分～午後11時まで、土曜、日曜日・祝日でもご利用可能

○全国のコンビニエンスストアで取得可能

○端末操作でその場で取得可能

マイナンバーカード（個人番号カード）
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　10月１日の野洲クリーンセンターの更新に合わせ、
「ごみ処理手数料」の一部を変更しますので、皆さん
のご理解をお願いします。

○ごみ処理手数料を改正するもの
　改正時期…平成28年10月１日
（１）家庭系収集ごみ
ごみ種類 規格 現行 10月１日から

可燃ごみ袋

大（42ℓ） 500円/組
（１組10枚）

480円/組
（１組10枚）

小（26ℓ） 480円/組
（１組16枚） 変更なし

ミニ（15ℓ）
170円/組
（１組10枚）
※新規

不燃ごみ袋 30ℓ 280円/組
（１組８枚） 変更なし

粗大ごみシール 青色のシール 300円/枚

プラごみ袋
大（70ℓ） 250円/組

（１組５枚）
廃止

小（35ℓ） 250円/組
（１組10枚）

（２）家庭系直接搬入ごみ

ごみ種類
現行 10月１日から

10㎏当たり単価 10㎏当たり単価
可燃物類・ペットボトル 96円

100円
粗大ごみ・不燃物類 101円
土砂瓦礫 129円 130円
（３）事業系直接搬入ごみ

ごみ種類
現行 10月１日から

10㎏当たり単価 10㎏当たり単価
可燃物類 208円

210円
粗大ごみ・不燃物類 214円

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　７月31日をもって、店舗等でのプラスチック容器類
（プラごみ）袋の販売を終了しました。
　プラごみの分別収集は、９月第４週まで実施してい
ますが、８月・９月は、プラごみを可燃ごみとして処
理する移行期間としています。これまでご家庭でお使
いいただいたプラごみ袋が無くなりましたら、可燃ご
みとして出してください。
　また、ご家庭で使いきれなかったプラごみ袋は、以
下のとおり交換を行いますので、ご理解とご協力をお
願いします。

■交換場所…環境課窓口、市民サービスセンター窓口
■交換期間（期間中の市役所開庁日）…
　10月３日㈪～平成29年３月31日㈮
■交換時間…午前８時30分～午後５時15分
■交換方法…
　● プラごみ袋を可燃ごみ袋（大）・（小）と交換しま

す。
　　※購入の際、先に袋に氏名を記載された場合でも、
　　　ごみ袋として使用されていなければ、未使用と
　　　して取り扱います。
　　※交換は、１枚単位で行います。
　● 現金の返金は行いません。プラごみ袋を可燃ごみ

袋と交換する際、差額が生じた場合は、追加分を
いただきます。

●交換対象のごみ袋交換価格は、下表のとおりです。
＜ごみ袋交換価格＞
プラごみ袋（１組） １組 １枚
大（70ℓ×５枚） 250円 50円
小（35ℓ×10枚） 250円 25円
可燃ごみ袋（１組） １組 １枚
大（42ℓ×10枚） 500円 50円
小（26ℓ×16枚） 480円 30円

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみ
ホールでは、お盆の前後を含む間を経費節減と
効率化のため次のとおり休館とします。

休館日…８月11日㈷～16日㈫
問い合わせ…野洲文化ホール
　　　　　　☎587－1950、
　　　　　　FAX586－1563

10月からごみ処理手数料
（ごみ袋代等）の一部を見直します

プラごみ袋は10月から交換します
（期限にご注意ください）

野洲市文化ホール３館
休館のお知らせ

暮らしの情報
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野洲市子育て短期支援事業
（ショートステイ・トワイライトステイ）を実施します
　保護者の疾病や育児疲れ、育児不安、保護者の仕事等の理由により、家庭で児童を養育する
ことが一時的に困難となった場合に、市と契約を結んだ児童養護施設で養育を行います。

■短期入所生活援助（ショートステイ）事業
対象… １人以上の保護者が次の①～⑥のいずれかの理由により家庭で児童を養育することが一時的に困難

となる家庭
　　　①疾病にかかり、または負傷しているとき
　　　②育児を原因として身体または精神が疲労しているとき
　　　③妊娠中または出産後間もないとき
　　　④同居の親族を看護し、または介護しているとき
　　　⑤冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事に参加するとき
　　　⑥災害等の復旧に当たっているとき
利用期間… 連続７日以内。ただし、市が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長するこ

とができます。
※施設利用中は、保育園、幼稚園、小・中学校への通園・通学はできません。
■夜間養護等（トワイライトステイ）事業
対象… 保護者の仕事等の理由により平日の夜間または休日に保護者が不在となるため、家庭で児童を養育

することが一時的に困難となる家庭
利用時間…▽平日／午後５時～10時（引き続き宿泊を伴う場合に限り、翌日の午前９時まで利用可）
　　　　　▽休日／午前９時～午後５時
　　　　　※いずれも延長は不可。
【受入対象児童】１歳半以上、18歳未満
【受入実施施設】社会福祉法人ひかり会　児童養護施設　守山学園（守山市笠原町1257－1）☎582－2887
【主な注意事項】
● 市および施設では児童の送迎は行っていません。送迎は、保護者の責任および負担において行ってく
ださい。
●施設での生活は他の児童との集団生活となります。
●施設の定員に空きがない場合や児童の健康状態等によっては、利用できない場合があります。
●食事代・おやつ代は利用料金に含まれています。
●施設利用中に不慮の事故等でけが等をされた場合は、施設が加入する保険を適用します。
●利用料金は、利用期間終了までに直接施設へお支払いください。
【利用料金】 ※児童１人１日当たり

事業名 区分

負担区分
○生活保護世帯
○ ひとり親世帯で市
民税非課税世帯

○市民税非課税世帯
○ひとり親世帯

○その他の世帯
（左記以外の世帯）

ショート
ステイ

２歳未満児 無料 1,100円 5,350円
２歳以上児 無料 1,100円 2,750円

トワイライト
ステイ

平日預かり分
（午後５時～10時） 無料 300円 750円

平日預かり分（宿泊分）
（午後10時～翌日午前９時） 無料 300円 750円

休日預かり分
（午前９時～午後５時） 無料 350円 1,350円

【申し込み・問い合わせ】
　利用を開始しようとする原則３日前までに所定の申込用紙に必要事項を記入・押印の上、家庭児童相
談室☎587－6140、FAX586－2176
※ 当該年度の課税基準日（１月１日）に野洲市に住民登録がない場合、課税基準日の住所地の市区町村
が発行する課税（非課税）証明書の添付が必要です。
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日　時…８月27日㈯　午前９時30分～※荒天時は中止
場　所…市役所駐車場集合
定　員…30人　※小学生以下は保護者同伴要
参加費…1,000円／人（昼食代込み）
持参物…網、川や湖に入れる靴、水着、バケツ、帽子、水筒、
　　　　虫除け対策（虫除けスプレー等）
内　容…家棟川で舟に乗り、投網や刺し網で魚をつかみます。
　　　　また、山の沢や小川にはどんな生き物がいるのかな？
　　　　みんなで調べてみよう！
　　　　たてぼしご飯（炊き込みご飯）やしじみ汁も食べられるよ。
申し込み・問い合わせ…NPO法人家棟川流域観光船・松沢☎589－5215
　　　　　　　　　　　えこっち・やす事務局（環境課内）☎587－6003
主　催…NPO法人家棟川流域観光船、
　　　　びわ湖の水と地域の環境を守る会、
　　　　えこっち・やす（環境基本計画推進会議）
共　催…えこっち・やす 自然 山部会
※この事業は、マザーレイク21計画に基づく
　マザーレイクフォーラムとの連携事業です

B＆GセンターPR映像・ポスター作品募集

山（希望ヶ丘）・家棟川・
びわ湖（あやめ浜）での生態（魚・貝）調査

「淡海のつなぐ、ひらく、みらい賞」受賞記念

　B＆G財団では、「B＆G・PR大賞」として海洋センターや海洋クラブをPRする「映像」や「ポスター」を募集
します。

作品規格…
◇PR映像： 海洋センターや海洋クラブのいいところや自慢などを90秒以内にまとめた作品。
◇キャッチコピー入りポスター：海洋センターや海洋クラブをPRするポスター。A４サイズ以上、画材、色数は
　　　　　　　　　　　　　　　自由。パソコンで制作した作品も可。※キャッチコピーは必須
賞および発表…
◇ＰＲ映像：最優秀賞１点（副賞10万円）
　　　　　　優秀賞10点（副賞２万円）
◇ポスター：最優秀賞１点（副賞３万円）
　　　　　　優秀賞10点（副賞１万円）
応募、問い合 わせ…応募用紙に必要事項を記入のうえ、10月21日㈮までに
　　　　　　　　　野洲市中主B＆G海洋センター☎589－5100、FAX589－5525

※ 応募用紙は同海洋センターに設置。B＆G公式サイトからダウンロード可
※詳細はB＆G公式サイト参照http://www.bgf.or.jp/bgpr/

暮らしの情報
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　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に
引き落とされるので金融機関などに行く手間が省け
るうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また、当月分保険料を当月末に引き落とさせてい
ただくことにより月々50円割引される早割制度や、
現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前
納・２年前納があり、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書または年金手
帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の
金融機関または年金事務所へお申し出ください。
　平成28年10月分からの６ヶ月前納をご希望の場
合、申し込み提出期限は平成28年８月末です。（た
だし、平成29年４月分からの１年前納、２年前納の
申し込み提出期限は平成29年２月末です。）
　国民年金保険料はクレジットカードでも毎月納
付・６か月前納・１年前納ができます。ご希望の場
合はお近くの年金事務所へお問い合わせください。
（割引額は現金納付と同じです。また、早割･２年前
納は出来ません。）

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

国民年金保険料の納付は、
口座振替がおトクです

　平成27年中に滋賀県において検挙補導された少年は
5,994人で、過去10年間でピーク時だった平成20年の
半数以下となりました。しかしながら、万引きや自転
車盗などの初発型非行と呼ばれる犯罪が全刑法犯少年
の約６割を占め、少年の再非行率は過去最高の39.1％
を記録しています。
　また、少年の福祉を害する犯罪も64件と前年に比べ19
件増加し、福祉犯被害者も増加しており、特にスマート
フォンや携帯電話を利用したコミュニティーサイト等に
起因するものが増加傾向にあり、少年の非行防止、保護
の両面において予断を許さない状況となっています。
　とりわけ夏休みは、開放感や気のゆるみ等から子ど
もが非行に走ったり、犯罪被害に巻き込まれたりする
傾向があります。大人も「夏休みだから少しくらいい
いだろう」といった心のゆるみがあるのかもしれませ
ん。特に夏休み期間中は一年を通じて夜遊び（深夜は
いかい）で補導される少年が最も増える時期でもあり、
深夜はいかいをしている子どもが凶悪犯罪の被害に
あったり、悲惨な交通事故にあうケースもあります。
　一方、インターネット上には子どもに有害なサイト
や情報が多数氾濫しており、携帯電話やスマートフォ
ンを通じて子どもが容易に目にすることができ、また、
インターネットの交流サイト等を介して犯罪被害にあ
う子どもが年々増加するなど、フィルタリングの普及
やインターネットの適正利用等の非行・被害防止対策
も重要な課題となっています。
　こういったことから、特にこの時期、少年を非行や
犯罪被害から守るため、地域の絆を一層強化し、地域
の少年を厳しくも暖かい目で見守るとともに、声かけ
活動を励行するなど、身の回りには常に自分のことを
気にかけている「大人の目」があることを伝えていく
ことが大切です。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

夏休みにおける少年の非行の防止

　10月20日を調査日として、「平成28年社会生活基本
調査」を実施します。この調査は、国民の生活時間の
配分および自由時間における主な活動を調査し、国民
の社会生活の実態を明らかにすることにより、各種行
政施策のための基礎資料を得ることを目的とし、昭和
51年以降５年ごとに実施しています。平成28年調査に
おいては、情報通信機器の急速な普及による国民の生
活時間への影響や男女共同参画の実態の的確な把握を
調査の狙いとしています。
　今回の調査対象は、須原・小篠原・北野一丁目・
北・栄の一部です。調査員が皆さんのお宅に伺いまし
たら、調査の趣旨をご理解いただき、ご記入をお願い
します。
　なお、調査員には守秘義務があり、調査員証を携帯
していますので、ご確認のうえ、ご協力をお願いします。
お問い合わせ…滋賀県県民生活部統計課
　　　　　　　☎528－3399、
　　　　　　　FAX528－4835

平成28年社会生活基本調査のお願い

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事
業」の参加者を募集しています。
　この事業は、厚生労働省から補助を受け実施してお
り、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象と
して、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行い、同地
域の住民と友好をはかることを目的としています。

＜実施地域＞
（広域地域）
　 ①トラック・パラオ諸島、②東部ニューギニア（１
次）、③ボルネオ・マレー半島、④フィリピン（１
次）、⑤ソロモン諸島、⑥ミャンマー（１次）、⑦台湾・
バシー海峡、⑧東部ニューギニア（２次）、⑨ミャ
ンマー（２次）、⑩フィリピン（２次）、⑪中国
（特定地域）
　 ①西部ニューギニア、②ビスマルク諸島、③マーシャ
ル・ギルバート諸島
参加費…10万円
その他… ５年を経過した人（平成22年度以前参加者）

は２回目の応募をすることができます。
申し込み…滋賀県遺族会☎522－7227
問い合わせ…日本遺族会事務局☎03－3261－5521

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」参加者募集
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