
　４月15日㈯・16日㈰は北部合同庁舎を閉館しますの
で、市民サービスセンター（北部合同庁舎玄関設置）
の「証明書自動交付機」は利用できません。
　両日は、市役所本館玄関設置の証明書自動交付機を
ご利用ください。

問い合わせ…市民サービスセンター
　　　　　　☎589－6430、
　　　　　　FAX589－6438

　転入、転出などの届け出が集中するこの時期に合わ
せて、休日に個人番号カードの交付や住民異動等の手
続きを受け付けます。
受付場所…市民課
取扱業務…
　▽個人番号カードの交付
　　　※交付のご案内が届いた人が対象です。
　▽住民異動（転入、転出、転居等）の受付
　　　※�個人番号カードまたは住基カードによる特例

転入や海外からの転入手続き等は、受け付け
できない場合があります。

　▽�住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本等の各
種証明書の発行

　▽印鑑登録
　▽旧町印鑑登録証の市民カードへの交換
　▽市民カードの暗証番号登録・変更
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

　温水プール（すいむ８）は、平成29年３月31日で閉
鎖しました。永らくのご利用ありがとうございました。
　今回の閉鎖により、現在お持ちの回数券の払い戻し
手続きを開始します。

日　時…４月12日㈬～　午前10時～午後５時
　　　　※火曜～日曜日（休館日は除く）
場　所…総合体育館
持ち物…�未使用の回数券と振込口座がわかるもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　（口座番号等）
※還付金（返金）は、口座振り込みとなります。
※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…総合体育館☎587－3477、FAX587－3276

市民サービスセンター
「証明書自動交付機」の

休止のお知らせ
　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみ
ホールでは、祝日に開館していますが、大型連
休の時期は利用が大変少なく、経費節減と効率
化のため次のとおり休館します。

休館日

４月29日㈷、５月１日㈪・３日㈷～５日㈷

※�４月30日㈰、５月２日㈫は通常通り開館しま
す。
問い合わせ…野洲文化ホール
　　　　　　☎587－1950、FAX586－1563

野洲市文化ホール３館

休館のお知らせ

総合体育館温水プール（すいむ８）
回数券払い戻し手続きのお知らせ

休日の窓口で個人番号カード
の受け取りと転入、転出、転居

などの手続きができます

４月２日㈰　午前９時～正午
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■犬の登録
〇�未登録の場合は、飼い主の住所・氏名、犬の種
類・名前・生年月日等を登録して、鑑札の交付
を受けてください。
☆登録手数料…3,000円／１頭

■狂犬病予防注射�
〇�登録済の犬については、受付票（後日郵送のは
がき）と愛犬カードを持参してください。
〇�犬の体調を十分確認し、問診票（「犬の登録証」
封筒に同封）を事前に記入の上、予防注射の当
日に持参してください。健康に不安のある犬に
ついては、事前に動物病院にてご相談ください。
☆注射手数料…3,400円／１頭

■注意事項
〇雨天時でも実施します。
〇�近くの動物病院でも随時「登録受付」「予防注射」
を行っています。
〇�事故防止のため、注射会場には小さな子どもの
同行は避け、犬を扱える飼い主が連れてきてく
ださい。
〇�駐車場に限りがありますので、車での来場はご
遠慮ください。
〇�交通事情により開始時間が前後することがあり
ます。
〇�必ず指定時間内にお越しください。定刻を過ぎ
ましたら次の注射会場へ移動しますので、ご注
意ください。

■問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

犬の登録と狂犬病予防注射を行います
～４月13日㈭から巡回～

　生後91日以上の犬の飼い主には「生涯１回の登録」と「年１回の狂犬病の予防注射を受けさせること」が
法律で義務付けられています。あなたと愛犬の暮らしを守るため、必ず登録を行い、予防注射を受けましょう。

■注射日程
日時　※雨天決行 注射会場 担当獣医師

４月13日㈭

９：15～９：45 吉川自治会館
　由里　和世（NISHIDAペットクリニック☎585－6776）
　米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）
★木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）

10：10～10：30 菖蒲自治会館
10：55～11：35 コミュニティセンターなかさと
13：20～13：50 コミュニティセンターきたの
14：05～14：35 野洲市役所

４月18日㈫

９：30～９：55 比留田自治会館
　八木　　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）
　小西　　正浩（こにし動物クリニック☎554－6666）
★雲林院　芳規（ブリッジ動物病院☎581－3181）

10：15～10：45 木部自治会館
11：05～11：35 コミュニティセンターひょうず
13：20～13：50 コミュニティセンターしのはら
14：20～14：50 野洲自治会館

４月19日㈬

９：20～９：50 行畑自治会館
　片伯部　健吾（草津犬猫病院☎564－1232）
　坂口　　裕隆（坂口どうぶつ病院☎587－6160）
★山﨑　　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）

10：15～10：45 市三宅自治会館
11：10～11：35 人権センター（グラウンド）
13：20～13：50 コミュニティセンターぎおう
14：10～14：45 冨波甲自治会館

４月20日㈭

９：30～10：15 近江富士会館 　木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）
　由里　和世（NISHIDAペットクリニック☎585－6776）
★西山　英治（みずほ動物病院☎585－5191）

10：45～11：10 コミュニティセンターみかみ
13：30～14：00 比江自治会館
14：25～14：55 野田自治会館

４月24日㈪

９：20～９：40 コミュニティセンターしのはら
　山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）
　八木　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）
★坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎587－6160）

10：05～10：30 野洲市役所
10：55～11：25 野洲川河川公園（管理事務所）
13：25～13：55 野洲市総合体育館
14：20～14：50 コミュニティセンターひょうず

５月10日㈬

９：15～９：35 大篠原自治会館
　竹谷　元喜（アーク動物病院☎561－6561）
　山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）
★八木　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）

10：00～10：30 野洲市役所
11：05～11：30 コミュニティセンターみかみ
13：25～13：45 小南自治会館
14：10～14：40 コミュニティセンターぎおう

５月11日㈭

９：20～９：45 近江富士会館
　小西　正浩（こにし動物クリニック☎554－6666）
　藤野　和彦（栗東動物病院☎552－8001）
★米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）

10：10～10：30 人権センター（グラウンド）
10：55～11：30 富士美台自治会館（十ノ坪公園）
13：20～13：45 コミュニティセンターきたの
14：10～14：45 コミュニティセンターなかさと

　※★の医師は、待機獣医師

暮らしの情報
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　４月期の児童扶養手当（平成28年12月～平成29年３月分）の支払いは４月11
日㈫の予定です。
※�現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等をされた場合や、受給者本人
や扶養義務者が、年度の途中で所得の修正申告をした場合は届出が必要です。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童扶養手当

支払いの

お知らせ

土地・家屋価格等縦覧帳簿の情報を公開します

　納税者がご自身の固定資産の価格が適正であるかを判断するために、縦覧制度による情報開示を実施します。
●固定資産税の縦覧制度
　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格、市街化区分を記載）、家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋
番号、種類、構造、床面積、価格、建築年を記載）により、平成29年度野洲市における土地または家屋の納税者が、
市内の土地または家屋の価格を縦覧することができます。
（土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみ縦覧可能）

縦覧期間…�４月３日㈪～５月31日㈬いずれも午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）
縦覧できる人…納税者または代理人
必要なもの…�納税者／本人確認ができるもの（運転免許証など）
　　　　　　代理人／本人確認ができるもの（運転免許証など）および納税者からの委任状
※�借地人、借家人は固定資産税の納税者ではありませんので、縦覧できません。
縦覧場所・問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

　滋賀県が昨年11月より進めていました上屋地先の錦織寺架道橋ボックス・カルバート工事において、新
たに埋設管の移設工事が行われることになり、通行止め期間が延長されます。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

○通行止め期間（終日）…（変更後）平成30年３月末日まで　　（当初）平成29年３月末日まで
※付近通行の際、工事看板や交通誘導員の指示により迂回等をお願いします。
○問い合わせ…滋賀県南部土木事務所道路計画課☎567－5439

錦織寺架道橋工事に伴う通行止め期間延長のお知らせ

至県道 2号線

家
棟
川

至国道 8号線

県道野洲中主線

工事区間

神社

ピー・アンド・ジー
株式会社
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　美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲および刀剣類は、銃砲刀剣類登録審査会で審
査を受け、「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ける必要があります。
審査日程…①６月８日㈭…大津合同庁舎７Ｂ会議室
　　　　　　　　　　　　（大津市松本一丁目２-１）
　　　　　②10月26日㈭…県立文化産業交流会館第２会議室
　　　　　　　　　　　　（米原市下多良２-137）
　　　　　③平成30年２月８日㈭…大津合同庁舎７Ｂ会議室
　　　　　　　　　　　　（大津市松本一丁目２-１）
　　　　　①②③いずれも午前10時～午後３時（昼の休憩時は除く）
持ち物…銃砲刀剣類の現物・警察署発行の刀剣類発見届出済証・
　　　　審査手数料（6,300円／件）
問い合わせ…滋賀県教育委員会文化財保護課☎528－4672

　毎年４月２日は、自閉症をはじめとする発達障がいについて理解の促進を図るため、全世界でブルー
ライトアップの取り組みが同時に行なわれます。
　滋賀県でも今年は、「世界自閉症啓発デー2017�滋賀県ブルーライトアップ」として、国宝彦根城、
長浜城、瀬田の唐橋、びわ湖大津プリンスホテルでライトが点灯されます。
　自閉症をはじめとする発達障がいを知ること、理解することは、発達障がいのある人だけでなく、
誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えられ、各地で様々な取り組みが行
われます。

問い合わせ…発達支援センター☎587－0033、FAX587－2004

　市の「子育て家庭訪問事業」として、各地域の民生委員・児童委員と主任児童委
員が１歳の誕生日を迎えられた子どもがいる全家庭に訪問し、子どもの健やかな成
長と子育てを応援します。
　「おめでとう」の気持ちとともに、地域の子育て情報をお届けします。子育てに
関する心配ごとや悩みごとなど、お気軽に相談してください。

訪問時期…１歳の誕生日頃
問い合わせ…家庭児童相談室☎587－6140、FAX586－2176

平成29年度　銃砲刀剣類の登録審査のお知らせ

４月２日（日）～８日（土）は「発達障害啓発週間」
世界中がブルーに染まる日

毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」

民生委員・児童委員と主任児童委員が訪問します！

暮らしの情報
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　春季体育大会の各種目の出場チーム（個人）を次のとおり募集しています。
主　催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会
申し込み・問い合わせ…野洲市体育協会事務局（北部合同庁舎２階・社会教育関係団体室）☎589－3381
　　　　　　　　　　　※受け付けは午前９時～午後４時（日曜、祝日は休み）

競技種目 開催日 開催場所 申込期間
　ソフトテニス 　４月16日㈰ 　野洲川河川公園 　４月８日㈯
　ペタンク 　４月20日㈭ 　市民グラウンド 　４月５日㈬
　武術太極拳 　４月23日㈰ 　総合体育館 　４月８日㈯

　軟式野球 　５月７日㈰・14日㈰ 　野洲川河川公園
　市民グラウンド 　４月８日㈯

　テニスシングルス 　５月14日㈰ 　野洲川河川公園 　５月２日㈫
　ゲートボール 　５月15日㈪ 　健康福祉センター 　４月28日㈮
　バレーボール（小学生） 　５月20日㈯ 　総合体育館 　４月８日㈯
　サッカー 　５月21日㈰ 　ビッグレイク 　５月11日㈭　
　弓道 　６月３日㈯ 　守山市民体育館 　５月24日㈬※当日可
　バドミントン
　　　　　��（小・中学生）　６月３日㈯ 　総合体育館 　５月18日㈭

　バドミントン
　　��　　（一般・高校生）　６月４日㈰ 　総合体育館 　５月18日㈭

　グラウンド・ゴルフ 　６月８日㈭ 　野洲川河川公園 　５月23日㈫～
　　　30日㈫

　剣道 　６月10日㈯ 　中主海洋センター 　５月24日㈬
　卓球 　６月11日㈰ 　総合体育館 　５月27日㈯正午
　ソフトボール 　６月18日㈰ 　野洲川河川公園 　６月９日㈮
　バスケットボール
　　　　��（中学生・一般）　６月24日㈯・25日㈰ 　総合体育館 　５月29日㈪～

　６月19日㈪
　バドミントン（小学生） 　７月９日㈰ 　総合体育館 　６月17日㈯

■平成29年度の国民年金保険料は、月額16,490円です
　日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料納付案内書」により、金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアの窓口で納付することになります。このほか、インターネットによる電子納付や、納め
忘れを防ぐためにも安心便利な口座振替やクレジットカードによる納付をご利用ください。
■こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入
する時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合は、年
金額が少なくなったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
　◆20歳になったとき
　　※厚生年金や共済組合の加入者を除く
　◆会社などを退職したとき（厚生年金の場合）
　　※扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の届出も必要
　◆会社員や公務員の配偶者が、収入の増加や離婚で扶養から外れたとき
　◆会社員や公務員の人が65歳に達したとき、扶養している配偶者（60歳未満）がいる場合
　　※配偶者の届出が必要
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

国民年金の納付と届出

平成２９年度　野洲市春季体育大会
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■スポーツ教室
教　室　名 対　象 定　員 時　間 曜　日 開始日 回　数

親子水泳教室 知的障がいのある小学生と保護者 15組 16：30～
17：30 土 5/20～ ８

■文化教室
教　室　名 対　象 定　員 時　間 曜　日 開始日 回　数

書道教室 障がいのある人（中学生以上） 10人 10：00～
12：00 水 5/10～ ６

茶道教室 障がいのある人（中学生以上） 10人 13：30～
15：30 土 5/13～ ８

絵画教室 障がいのある人（小学３年生以上） 10人 13：00～
15：00 日 5/14～ ６

生け花教室 障がいのある人 10人 14：30～
15：30 日 5/28～ ６

参加費…無料　※スポーツ教室はスポーツ安全保険料、文化教室は教材費が別途要
申し込み・問い�合わせ…４月23日㈰までに所定の受講申込書・予備調査表に必要事項を記入の上、郵送、ファク

スまたは持参のいずれかで滋賀県立障害者福祉センター（〒525－0072草津市笠山八丁目５番130
号）☎564－7327、FAX564－7641

※受講申込書・予備調査表は、ホームページに掲載しています。
��������������������������������������������　http://www.shiga-fukushi-center.com/
※文化教室は、予備調査票の提出は不要です。
※申し込み多数の場合は、抽選となります。

平成２９年度　スポーツ教室・文化教室募集

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることにより、交通事故防止の徹底を図り、安全で快
適な地域社会を築くため、春の全国交通安全運動が全国一斉に展開されます。
　◇◆運動の基本◇◆
　　　◦子供と高齢者の交通事故防止
　◇◆運動の重点◇◆
　　　◦自転車の安全利用の推進
　　　◦�後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底
　　　◦飲酒運転の根絶
　として推進していきます。
　また、４月10日㈪は「交通事故死ゼロを目指す日」とされています。
　皆さんが一体となり、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちをめざし、交通安全運動を推進しましょう。
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

４月６日（木）から１５日（土）は春の全国交通安全運動です

暮らしの情報
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