平成29年度 明るい選挙推進啓発用作品の募集
明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集します
応募方法…作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりが
な）、年齢を記入してください。

ポスターの部（１人１点）
応募資格…県内の小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校の児童・生徒
規
格…38.2cm×27.1cm～54.2cm×38.2cmで描画
材料は自由
応募方法…作 品の裏面右下に市名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を記入してください。
標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法…はがきに、標語、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を記入してください。
四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者
規
格…Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は
問いません。

主

催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会

応募・問い合わせ…
９月８日㈮までに市選挙管理委員会
（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033
※県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には、賞状お
よび副賞が贈られます。作品は自作で未発表のもの
に限ります。入賞作品の版権は主催者側に属し、選
挙啓発に利用します。

６月４日㈰～10日㈯は歯と口の健康週間です！

親子でいい歯のコンクール（地区予選）参加者募集！
家族全員の“げんきな歯づくり”に役立てるため、親子でいい歯のコンクールを開催しま
す。最優秀に選ばれた人は、滋賀県歯科医師会口腔衛生センター（草津市笠山）で開催され
る「親子でいい歯のコンクール県大会」
（７月頃）へ野洲市代表として出場していただきます。
日
場
対
内

時…６月15日㈭ 午後２時～３時30分（１組30分程度）
所…野洲市健康福祉センター
象…平成28年度中に３歳半健診を受けた子どもとその家族、先着５組 ※事前申し込み要
容…▽お口をアーン！歯科健診（子どもさんだけでなく、一緒に参加した家族も歯の健診を受けられます）
▽歯科衛生士による個別相談（歯みがきのコツなど）
申し込み・問い合わせ…６月13日㈫までに健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

まちぐるみで
愛の声かけ運動

はつらつ 野洲っ子
中学生広場を開催します

子どもたちの安心安全を守る一番の力は地域の目で
す。あいさつを通して見守る運動に皆さんのご協力を
お願いします。

中学生が日頃感じていることや、夢や希望を発表し
ます。ぜひご来場ください。

日
場

時…７月３日㈪ 午前７時30分頃～
所…市内全域の通学路

※午前７時現在、市内に気象警報（大雨、
洪水、暴風）、特別警報が発令されて
いる場合は中止とします。

日
場
内

時…７月１日㈯
午後１時30分～（受付／午後１時～）
所…さざなみホール
容…中学生による意見発表・青少年の活動発表

※事前申し込み不要（来場者多数の場合は、入場制限
させていただく場合があります。）
※午前９時現在、市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、
特別警報が発令されている場合は中止とします。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835
2017.6
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児童手当・特例給付のお知らせ
◇◆◇

児童手当の支払い

◇◆◇

６月期の定期支払は、６月９日㈮です。※２～５月分が対象です。

☆★☆ 継続して受給するために現況届の提出を ☆★☆
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29年１月２日以降に野洲市へ転入してきた人は、同年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29年度（平成28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１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28年中（１～12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
き ぎ ん けんしょう

第62回 北村季吟顕彰記念事業 開催のお知らせ
北村季吟顕彰会では、郷土の偉人である北村季吟の業績を偲び、俳諧に深く携わった功績をたたえるため、第
62回北村季吟顕彰記念事業を開催します。
「第２部」では、地元で活躍するコーラス団体「コーラスたんぽぽ」により北村季吟翁の合唱曲を披露いただく
歌声コンサートや北村季吟翁に関するお話会を開催します。
また、「第３部」では、当日の部の俳句会として、選者選句による俳句会および表彰式を開催します。
※当日の部に投句できるのは、募集の部に投句いただいた人のみです。
日

程…６月10日㈯
○追悼法要（地元自治会主催）
９時～
北自治会館句碑前
まきびらき

○俳句巻開（北村季吟顕彰会主催）
10時30分～ 野洲文化ホール小ホール
第１部 募集の部 表彰式
11時～
第２部 催事（歌声コンサート・お話会）
正午～
第３部 当日の部 表彰式
問い合わせ…北村季吟顕彰会（生涯学習スポーツ課内）☎587－6053、FAX587－3835

弾道ミサイル
落下時の行動
のお知らせ
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ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）を通して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを
流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。
メッセージが流れたら、直ちに次の行動をとってください。
【屋外にいる場合】
○近くのできるだけ頑丈な建物などに避難する。
○近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る。
【屋内にいる場合】
○できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。
※詳細は、国民保護ポータルサイトをご覧ください。
http://www.kokuminhogo.go.jp/
問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

中小企業向け融資の利子補給のお知らせ
市内の中小企業者が、事業資金のために貸付を受けた融資制度に係る償還利子の一部を補給します。
申請される事業者は、次の内容をご確認の上、手続きをしてください。
【申請期間】
６月１日㈭～７月７日㈮
午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日は除く）
【対象となる融資制度】
⑴野洲市小規模企業者 小口簡易資金
⑵滋賀県経営支援資金 小規模企業者枠（旧滋賀
県経営安定資金を含む）
⑶滋賀県セーフティネット資金（新規枠・借換枠）
※平成20年10月31日～平成29年３月31日の間に中
小企業信用保険法第２条第５項第１号～第８号
のいずれかに該当し、市町長の認定を受けた事
業者が対象
【対象となる利子】
平成28年４月１日～平成29年３月31日の償還利子
【利子補給の要件】
 対象となる融資制度（上記記事）を利用し、次の
①～⑤を全て満たす事業者
①平 成28年４月１日～平成29年３月31日の間に、
融資に係る利子の支払いがあること
②申請時点で野洲市内で事業を営む個人、または
野洲市内に主たる事業所を有し、かつ野洲市内
で事業を営む法人であること
③市税等を完納していること
④融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制
度に係る契約を誠実に履行していること
⑤対象となる融資制度（上記記事）の内、⑶滋賀
県セーフティネット資金の利用者に限り、１事
業者当たり１口のみ申請可
※平成28年度中にこのセーフティネット資金を借換
えた場合、借換え後の資金も対象です。

【利子補給金の率】 年0.4％
（年度内の支払利子の合計（円）×0.4％

÷融資利
率（％）で算出されます。）
※対象となる融資制度（上記記事）の内、⑶滋賀
県セーフティネット資金は、限度額５万円
※１円未満は切り捨て
【申請手続】
次の書類を商工観光課に持参してください。
①交付申請書
②利子償還完了証明書
③融資制度がわかる返済明細書の写し
（金融機関発行）
④市税等完納証明書
※申請時点で、納税後約14日以内の人は、「納
付を確認できる証明書等（領収書）を必ず市
税務課にお持ちください。
⑤交付請求書
⑥法人／直近の法人市民税の確定申告書の写し
個人／直近の所得税の確定申告書の写し
※マイナンバーが判読できないよう処理するこ
と。
※ご利用の融資が、利子補給の対象であるかは取引先
の金融機関でご確認ください。
※詳細は、市ホームページ「野洲市中小企業者向け利
子補給制度」をご覧ください。
申請・問い合わせ…商工観光課
☎587－6008、FAX587－3835

平成28年度 市税滞納者の差し押え実績
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執行しました。
○差し押え件数
種類
不動産
預貯金
給 与
保 険
国税還付金
年 金
計

件数（件）
3
78
11
0
10
0
102

６月は
「土砂災害防止
月間」です

○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
3,128,572
給 与
3,838,861
保 険
0
国税還付金
80,273
年 金
98,600
計
7,146,306

※左記の実績には、本税のほか、督促料・
延滞金も含まれます。
※差 し押えを執行した年度と徴収した年
度が異なる場合があります。
問い合わせ…納税推進課
☎587－6013、FAX587－2439

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
2017.6
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在宅医療で出る
「ごみ」は相談を

県下一斉清掃運動を
実施します

燃えないごみの収集の際、注射針が混入されていま
した。
注射針等が収集するごみの中に混入すると、収集や
選別作業する作業員が大変危険です。
また、感染等の恐れもあることから、市では収集で
きませんので、在宅医療で出るごみは、必ずかかりつ
けの医療機関にご相談ください。

美しく住みよい郷土づくりを進めるため県下一
斉清掃を実施します。
皆さんのご協力をお願いします。
○夏季
【実施日】
６月18日㈰
６月25日㈰
【予備日】
７月２日㈰

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

三上・祇王・篠原・中里各学区
野洲・北野・兵主各学区
実施日が荒天により中止の場合

問い合わせ…環境課
☎587－6003、
FAX587－3834

全国ごみ不法投棄監視ウィークです
５月30日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）
不法投棄は重大な犯罪であり、警察とも連携して対処しています。
不法投棄した人には、法律により５年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課せられます。
不法投棄行為の早期発見と未然防止のため、市では地域の協力を得て不法投棄監視員による定期的な巡回とク
リーンパトロール隊による不法投棄物の回収を行っています。
不法投棄の早期発見には市民の皆さんの協力が欠かせません。皆さんの力で美しく住みよいまちにしましょう！

不法投棄監視員14人を紹介します
市では、不法投棄の早期発見を図り不法投棄行為の未然防止と啓発活動に努めるため、各学区に２人の不法投
棄監視員を委嘱しています。
学

区

野洲学区
三上学区
北野学区
祇王学区

氏

名

学

野村

輝夫

櫻井

正明

西村

正

南井

博繁

田中

康嗣

山﨑

茂

野村

明一

村山

達雄

区

篠原学区
中里学区
兵主学区

◇◆不法投棄監視員の仕事◆◇
①
不
法投棄の未然防止のため、地域啓発に努め
嶋村 利一
ています。
阪口 和夫
②不法投棄の早期発見に努めるため、各学区の
岩井
實
不法投棄の発生しやすい箇所を月２回以上、
髙田 實雄
１回につき２時間以上の巡視をしています。
迎
浩司
③不 法投棄者および不法投棄物の発見の有無
濱谷 久吉
にかかわらず巡視状況報告書の提出を行っ
（敬称略）
ています。
氏

名

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
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病児保育事業が６月１日からスタートしました
病児保育事業とは、国、県および市の補助事業として実施するもので、お子さまが病気やケガで保育所
等への通園ができず、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合などに、専用の保育施設で一時
的に保育を行い、保護者の子育てと就労の両立などを支援する事業です。病気等の症状安定期から回復期
までのお子さまがご利用いただけます。
ご利用される場合は、原則、ご利用の前日にかかりつけ医院、または該当施設の併設医院を受診し予約
を行ってください。夜間・休日・当日の早朝は次のインターネットアドレスで予約することも可能です。
ご利用の手続きには時間を要しますのでできるだけ前日の受診をお勧めします。
※予約が満員の場合はキャンセル待ちとなります。
【 保 育 施 設 】 病児保育室とう太（うえだこどもクリニック（小児科医院）内）
〒520-2331 野洲市小篠原869番地１
【予約アドレス】 http://ssc2.doctorqube.com/ueda-kodomo/

【 予 約 時 間 】 インターネット予約／前日の午後８時～当日の午前７時
（前日が休診日の場合は前の診察日）
【 利 用 対 象 】 生後６カ月～小学６年生
※市内在住または市外在住者（市内在勤者に限ります。）
【 利 用 日 】 月曜～金曜日 ※国民の休日、年末年始は休み
【 利 用 時 間 】 午前８時30分～午後５時30分 ※延長 午後７時まで（木曜日は除く）
【 利 用 料 金 】 2,000円まで／日（所得等によって異なります。）
※市外在住（市内在勤者）は3,000円 ※延長料金500円／30分
【 そ の 他 】 利用時には、利用申込書等の手続きが必要となります。あらかじめ諸手続きを
済まされると比較的スムーズに当日はご利用頂けます。
※詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ…病児保育室とう太（うえだこどもクリニック（小児科医院）内）☎596－3751

障がい児サマースクール参加者・ボランティア募集
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。

参 加 者 募 集！
日

時…７月24日㈪～８月24日㈭
午前９時30分～午後４時
（土曜・日曜日、祝日および８月14日㈪～16日

㈬は休み）
場 所…びわこ学園医療福祉センター野洲ほか
※会場までは原則各自でお越しください。
対 象…小・中学校特別支援学級生および特別支援学
校生
参加料…500円／日
申し込み…６月５日㈪～27日㈫までに申し込みくださ
い。
【新規利用者への事前説明会】
日 時…６月16日㈮ 午後２時～
場 所…びわこ学園医療福祉センター野洲
地域交流棟会議室（野洲市北桜978番地２）

ボランティア募集！
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。
謝 礼…1,000円／日
※昼 食支給あり（同施設内の食堂で利用でき
るチケットを配布）
その他…１ 日のみの参加も可。JR野洲駅から会場まで
の送迎あり。
【ボランティア事前研修】
日 時…７月８日㈯ 午前10時～
場 所…びわこ学園医療福祉センター野洲
地域交流棟会議室（野洲市北桜978番地２）

申し込み・問い合わせ…びわこ学園医療福祉センター野洲☎587－1144、FAX587－4211
2017.6
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暮らしの情報

６月１日
（木）
～７日
（水）
は
「水道週間」
です
「第59回水道週間」が全国的に実施され、本年度のスロー
「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」です。
ガンは、
この水道週間は、厚生労働省、都道府県、各市町村の水
道事業体によって、さまざまな広報活動を通じて、「水道」
の理解と関心を高め、公衆衛生の向上を図り水道事業の更
なる発展に資することを目的として、毎年実施されている
ものです。
市では啓発の一環として、野洲市管工事業協同組合と協賛
で平和堂アル・プラザ野洲店の駐車場において、「水道フェ
ア」を６月３日㈯に実施します。多数のご来場をお待ちし
ています。
【考えてみましょう】
私たちは、朝起きて顔を洗うことから、食事の支度、洗
濯、掃除、トイレ、お風呂、そして夜寝る前に歯を磨くまで、
水道の水を使わないことはありません。
しかし、大地震などの災害で水道の水が足りなくなった
りすると水の大切さ、ありがたさがよくわかります。この
週間を通して皆さんと一緒に考えてみましょう。
問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

安全なまちづくりをめざして 守山警察署

災害を防ぐために ～梅雨に備えて～
昨年、本県においては、気象警報の発表も少なく、幸い
大きな被害はありませんでしたが、「災害は忘れた頃にやっ
てくる」と言います。近年の大雨の特徴である「局地的豪雨」
により短時間に急激な増水や浸水を引き起こし、思いもよ
らない大きな被害を発生させることがあります。
線路等の下をくぐる道路（通称：アンダーパス）などは
冠水しやすい場所となり、場合によっては数メートルの水
が溜まることもある危険な場所です。大雨時には、このよ
うな場所を通らないように心掛けてください。
梅雨のシーズンを迎え、予想しがたい気象状況等に備えて、
日常から地域に応じた災害対策をお願いします。
大雨等の被害から身を守るためには、
◦河 川の氾濫や堤防の決壊等のおそれのある場所、山・
崖崩れ等の発生するおそれのある場所、アンダーパス
の道路等を危険箇所として事前にチェックしておく
◦避 難場所、避難経路を事前に把握し、危険だと感じた
ら早めに避難する。
◦テ レビ、ラジオ、インターネット、携帯電話等で気象
情報の入手に努める
◦防 災関係機関から出される注意事項や避難等の指示に
従う
◦懐 中電灯、着替え、保存食品等を準備し、家族との連
絡方法を決めておく
などを普段から心掛け、いざという時に備えておくこと
が大切です。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110
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「介護カフェおこしやす」
開催のお知らせ！
介護に関する情報交換や認知症など介護の悩
みを気軽に相談でき、お茶を飲みながら集える
場です。お気軽におこしください。
認知症の人や、家族が気軽に外出できる場と
してもご利用ください。
日

時…原則毎月第１火曜日
午後１時30分～３時
６月６日㈫

11月７日㈫

７月４日㈫

12月５日㈫

８月１日㈫

平成30年１月９日㈫

９月５日㈫

２月６日㈫

10月３日㈫

３月６日㈫

場

所…野洲市健康福祉センター１階
旧デイサービス室
対 象…どなたでも ※申し込み不要
参加費…無 料 ※飲み物やお菓子代（各100円
程度）別途要
※『おこしやす』は、介護者家族の会の協力を
いただいています。介護者家族の会は上記
以外に原則第３水曜日午後１時30分～３時の
間、介護相談に応じています。
問い合わせ…地域包括支援センター
☎588－2337、FAX586－3668

国民年金保険料免除等の
申請のお知らせ
国 民 年 金 保 険 料 が 納 め 忘 れ の 状 態 で、
万一、障がいや死亡といった不慮の事態が
発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金
が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付すること
が困難な場合には、保険料の納付が免除・
猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶
予制度」がありますので、市保険年金課で
手続きをしてください。
失業等により保険料の納付が困難になり
免除申請を忘れていたために未納期間を有
している人は、ご相談ください。
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
市保険年金課☎587－6081、
FAX586－2177

