
　市民活動の知恵と力を結集して、第10回「やすまる広場」2018を市民活動支援センターと健康福祉センター周
辺で開催します。
　今年も､昨年同様にさまざまな活動団体や市内事業所、個人などの多彩な活動発表や展示、地元の物産販売など
を予定しています、図書館ホールでは音楽広場、中庭や玄関前は各種団体のカフェとバザー、ビオトープでは自
然観察会などを開催し、大人も子どもも楽しめる盛りだくさんのイベント内容です。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…６月３日㈰　午前10時～午後３時30分
場　所…市民活動支援センター（野洲図書館併設）、野洲市健康福祉センター周辺
内　容…▽市民活動支援センター
　　　　　　�おいで野洲ものしり〇×ゲーム、音楽広場、中庭カフェ（福祉団体自主製品販売）、ええもん市、親

子自然観察会、歴史紙芝居､市政情報発信コーナー（井戸端トーク）、各団体企業パネル紹介ブース、
介護・認知症相談など

　　　　▽健康福祉センター
　　　　　　�歯の健康劇､食事診断ゲーム、レゴロボット体験、スマホでVR体験、野菜の苗プレゼント、おにぎ

り販売、食品販売コーナー、大阪ガス実演コーナー、　　
古本リサイクルコーナーなど

　　　　▽シルバー人材センター
　　　　　　�わんにゃんマルシェ、地元農作物販売、農機具展示
　　　　▽東消防署
　　　　　　�消防フェア2018同時開催、消防車両等展示、防災コーナー

（防災グッズ展示）、煙中体験、消火器体験、子どもレス
キュー体験、消防団ポンプ操法披露、消防救助技術訓練披
露、消防音楽隊演奏、自衛隊車両展示、白バイ展示など

※天候の都合等で一部の内容が変更となる場合もあります。
※各会場でスタンプラリーポイントを設置し楽しい景品がゲットできます。

主　催…野洲市、第10回「やすまる広場」2018実行委員会
問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557

第10回「やすまる広場」2018 開催！
～ おもいやりの心でつながろう　やすまるの輪 ～

　市の取り組みや課題が記載されたポスターを見て、興味をもった内容について市長と気軽にトークす
る「やすまる広場井戸端トーク」を「やすまる広場」（上記記事）において開催します。
　どなたでも参加でき、市長と意見交換ができますので、お気軽にお
越しください。

日　時…６月３日㈰　午後１時～２時30分
場　所…市民活動支援センター（野洲図書館併設）
内　容…ポスターセッション
　　　　≪展示予定の事業等≫
　　　　　◦野洲市民病院について　　　　　　　　　◦コミュニティバスについて
　　　　　◦国道８号野洲栗東バイパスについて　　　◦余熱利用施設について
　　　　　◦永原御殿について
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

「やすまる広場 井戸端トーク」 開催！
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中小企業向け融資利子補給制度のご案内

　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、内容をご確認の上、手続きを
行ってください。

【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）
※�上記⑶は、平成20年10月31日～平成30年３月31日
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29年４月１日～平成30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29年４月１日～平成30年３月31日に融資に
係る利子の支払いがあったこと。

　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�市町村税および国民健康保険税を完納している
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のうち、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29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のうち、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

【申請期間】
６月４日㈪～７月31日㈫　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）

【申請手続き】
　次の書類を申請期間内に商工観光課まで持参して
ください。
①利子補給金交付申請書（１口につき１部）
②利子償還完了証明書（１口につき１部）
　※�全ての申請者分を一括で金融機関に照会しま
す。

③�融資制度がわかる返済明細書の写し（金融機関発
行）
④�市税完納証明書（市町村税および国民健康保険
税）（申請が複数口でも原本１部）
　※�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）を必ず税務課に
お持ちください。

⑤�利子補給金交付請求書（１口につき１部）
　※事前に受け取ります。
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してくだ

さい。
※�申請書類は、商工観光課、野洲市商工会に設置して
います。市ホームページにも掲載しています。
　�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。
※�ご利用の融資が、利子補給の対象であるかどうかの
ご確認は、取引先の金融機関でお尋ねください。

【申し込み・問い合わせ】
商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

大学等
修学奨励金を
給付します

　大学等（短期大学・高等専門学校を含む）に在籍し、経済的理由により修
学することが困難な人を対象に、大学等修学奨励金を給付します。

対　　象…次の①～③を全て満たす人
　　　　　①市内在住者で大学等に就学している人
　　　　　②�住民税所得割非課税世帯に属し、経済的な理由により学費の支

弁が著しく困難であると認められる人
　　　　　③社会的に有為な活動をすると認められる人
給 付 額…▽奨学金　　　�3,000円／月
　　　　　▽入学支度金　10,000円／回　※平成30年度に入学した人のみ
申請期間…６月１日㈮～29日㈮　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日は除く）
申請書類…①大学等修学奨励金給付申請書
　　　　　②在学を証明する書類（学生証の写し等）
※�申請書は、学校教育課に設置しています。市ホームページからダウンロー
ド可

申請・問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835
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　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
63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「コーラス虹」による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、当日の部俳句会の選者選句による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９日㈯

　　　　○俳句巻
まきびら

開き（北村季吟顕彰会主催）
　　　　　午前10時15分～　野洲文化小劇場
　　　　　　　　　　　　　第１部　募集の部　表彰式
　　　　　午前10時45分～　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
※追悼法要は、同日午前９時から地元自治会主催により北自治会館句碑前で
　挙行されます。
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

第63回 北村季
き ぎ ん

吟顕
けんしょう

彰記念事業 開催のお知らせ

　市内の保育所、幼稚園、こども園および学童保育所でお仕事を
希望されている人への臨時就職相談会を実施します。詳しい内容
を知りたい人はお気軽にお越しください。

日　時…６月９日㈯　午前10時～午後６時
場　所…イオンモール草津３階レピピアルマリオ前
問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

無料職業紹介所
「三方よし人材バンク」

からのお知らせ

　美しい環境に恵まれた住みよい郷土づくりを進
めるための環境保全県民運動として県下一斉清掃
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17日㈰　三上・祇王・篠原・中里各学区
　　６月24日㈰　野洲・北野・兵主各学区
　【予備日】
　　７月１日㈰　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

県下一斉清掃運動を

実施します　空き地は土地の所有者または管理者が責任を持って
管理してください。
　空き地の管理を怠ると、雑草の繁茂により、歩行者
や車両の通行の妨げ、害虫・火災の発生源、犯罪や不
法投棄を誘発する原因ともなり、近隣住民に迷惑をか
けることになります。
　雑草は春ごろから伸び出し、梅雨時期を過ぎると一
斉に成長します。10月ごろからは枯れ始め、火災発生
の危険性が高まります。

◇◆◇ 年２回以上の定期的な
雑草除去をお願いします ◇◆◇

　良好な生活環境を保持するため、適正管理をお願い
します。
　自力で除草等ができないときは、（公社）野洲市シ
ルバー人材センター（☎586－2333）へご相談ください。
（有料）

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

空き地の適正な管理を

暮らしの情報
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　家族みんなの“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　時…６月14日㈭　午後２時～３時30分（時間予約制、１組30分程度）
場　所…野洲市健康福祉センター
対　象…平成29年度中に３歳６カ月健診を受けた子どもとその家族、先着５組
内　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11日㈪までに健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　健康づくりのボランティアとして地域で活動してみませんか？食生活・運動・休養などに関する健康づくりを
実践しながら、地域の組織で健康づくりを推進する健康推進員の養成講座を開催します！

日程等…
開催日時 内　容

８月24日㈮
午前10時～正午  開講式・オリエンテーション

 講義　健康づくり総論（ほほえみやす21健康プランなどについて）
午後１時～３時  講義・実技　生活習慣病予防と運動について

９月11日㈫
午前10時～正午  講義　食品衛生について
午後１時～４時  講義　公衆衛生活動について

10月２日㈫
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　バランスの良い食生活についてⅠ
午後１時30分～２時30分  講義　健康推進連絡協議会の活動について

11月６日㈫
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　バランスの良い食生活についてⅡ�
午後１時30分～２時30分  講義　介護予防事業について

平成31年
１月15日㈫

午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　生活習慣病予防と食生活についてⅠ
午後１時30分～２時30分  講義　健康増進事業について

２月８日㈮
午前10時～正午

 講義　精神保健福祉事業について
 講義　歯科保健について

午後１時～２時  講義　母子保健事業について

３月15日㈮
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　生活習慣病予防と食生活についてⅡ
午後１時30分～２時30分  修了式・反省会　今後の健康推進連絡協議会活動について

※上記の他に健康推進員活動の見学があります。（２時間程度で１回）

場　所…野洲市健康福祉センター
　　　　※９月11日のみ守山市すこやかセンター（守山市下之郷三丁目２番５号）
対　象… 市内在住者で健康づくりに関心があり、受講修了後、健康推進員として活動できる人
　　　　※年齢性別は問いません。
受講料…無料（調理実習の材料費500円／回程度別途要）
申し込み・問い合わせ…6月29日㈮までに健康推進課
　　　　　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

平成30年度　親子でいい歯のコンクール
（野洲市地区予選）参加者募集！

健康推進員養成講座
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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。

日　時…７月25日㈬～８月23日㈭　午前９時30分～午後４時
　　　　（土曜・日曜日、８月10日㈮～15日㈬は除く）
場　所…びわこ学園医療福祉センター野洲ほか
対　象… 小・中学校特別支援学級生または特別支援学校生
参加費…500円／日
申し込み… ６月27日㈬までに申し込みください。
※初めて利用される人は下記記事の説明会にご参加ください。

　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
※�中学生は事前研修への参加が必要です。
　▽事前研修
　　日　時…７月７日㈯　午前10時～正午
　　場　所…びわこ学園
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日のみの参加可
　　　　JR野洲駅から会場まで送迎あり

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

参 加 者 募 集！ ボランティア同時募集！

　放課後等デイサービス？日中一時支援事業？障がい福祉のサービスってなに？どのようなサービスが
あるのか、どうやって使えるようになるのか、まずは一緒に知るところから始めましょう！皆さんのご
参加をお待ちしています！

日　時…６月10日㈰　午前10時～正午
場　所…コミュニティセンターやす２階研修室ほか
対　象…障がい福祉サービス利用に関心のある児童・生徒の保護者等、先着50人
　　　　※事前申し込み要
内　容…①障がいについてと障がい福祉サービスの種類と使い方（市職員説明）
　　　　②�放課後等デイサービス、日中一時支援事業、ホリデースクールの各事業について（各事業所

代表者説明）
　　　　③個別面談会（各事業所担当者・相談支援事業者・市担当者説明）
参加費…無料

※障がい児サマースクール（上記記事）の新規利用者への事前説明会も
　兼ねています。
※託児等が必要な人は６月６日㈬までにご連絡ください。

申し込み・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
※市ホームページからも申し込み可

福祉サービス説明会　　～ 児童・生徒編 ～

暮らしの情報
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野洲・守山市手話奉仕員養成講座 【入門】受講生募集

　手話で日常会話を行うために必要な手話の単語と、手話の表現技術を習得することを目的に、守山市と合同で
講座を開催します。
　平成30年度は【入門】、平成31年度は【基礎】の講座となり２年間でカリキュラム修了となります。

日　時…７月５日㈭～12月６日㈭の毎週木曜日　午後７時～９時
　　　　※全21回（実地学習含む）
場　所…コミュニティセンターやす２階研修室１・２
対　象…次の①～③に該当する人、各市20人
　　　　①野洲・守山市内在住・在勤・在学者で平成15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
　　　　③全課程が受講できる人
　　　　※定員を超えた場合は、受講動機を参考に事務局にて選考します。
受講料…無料（テキスト代3,240円（平成31年度【基礎】内容含む）、実地学習費用別途要）
申し込み ・問い合わせ…６月14日㈭午後５時までに申込書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。申込書は、障がい者自立支援課、市民サービスセンター、各コミュニティセ
ンターに設置しています。
※託児は設けていません。

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 氏　名 学　区 氏　名

野洲学区
野
のむら

村　輝
てるお

夫
篠原学区

田
たなか

中　正
まさたか

隆

櫻
さくらい

井　正
まさあき

明 中
なかむら

村　久
ひさはる

治

三上学区
南
みない

井　博
ひろしげ

繁
中里学区

東
とうごう

郷　宗
むねひろ

宏

市
いち き

木　勝
かつひこ

彦 古
ふるかわ

川　邦
くにひこ

彦

北野学区
田
たなか

中　康
やすつぐ

嗣
兵主学区

辻
つじ

　　里
さとし

司

山
やまざき

﨑　　茂
しげる

中
なかつか

塚　洋
よう こ

子

祇王学区
伊
いとう

藤　幸
ゆきお

男 （敬称略）

飯
いいづか

塚真
ま ゆ み

由美

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

◇◆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
ています。
②�不法投棄の早期発見に努めるため、各学区の
不法投棄の発生しやすい箇所を月２回以上、
１回につき２時間以上の巡視をしています。
③�不法投棄者および不法投棄物の発見の有無
にかかわらず巡視状況報告書の提出を行っ
ています。

2018.6　広報やす　　16



第60回水道週間スローガン　「水道水 安全 おいしい 金メダル」
　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を目的として、毎年実施されているものです。
　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、水の大切さを皆さんで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

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施
行された日（1949年６月１日）を記念し、毎年６月１
日を「人権擁護委員の日」と定め、全国一斉に特設人
権相談所を開設し、人権への理解を深めるための啓発
活動などに取り組んでいます。

●人権擁護委員ってどんな人？
　�　人権擁護委員は、人権の擁護に理解があるとして
市長が推薦し、法務大臣から委嘱されている人です。
地域の皆さんへの啓発活動や、法務局の人権相談所
や市役所などの公共施設等において人権相談に応じ
るなどの活動を行っています。
　�　現在、全国で約14,000人の人権擁護委員が各市町
村に配置され、積極的な活動を行っています。
　�　野洲市でも、次の人が委嘱されており、人権相談
などさまざまな活動を行っています。

（50音順、敬称略）

相
あい

間
ま

　芳
よしかず

和（三上学区） 橘
たちばな

　　　円
まどか

（北野学区）

上
うえふね

船須
す ま こ

磨子（祇王学区） 田
た

中
なか

　順
じゅん

子
こ

（中里学区）

川
かわばた

端　初
はつ

美
み

（兵主学区） 林
はやし

　かずみ（野洲学区）

阪
さかぐち

口　啓
けい

子
こ

（篠原学区） 杲
ひので

　　教
きょうじゅん

順（中里学区）

佐
さ

藤
とう

　裕
ひろ

子
こ

（野洲学区） 　　

●人権擁護委員の主な活動
　�　人権擁護委員は、基本
的人権が侵害されないよ
うに見守り、もし、侵害
があった場合は救済に向けて取り組みます。
　�　これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困
りごとや心配ごとがありましたら、人権擁護委員に
ご相談ください。

　�　女性・子どもの人権、同和問題、家庭内・隣近所
とのもめごと等幅広い相談に応じています。難しい
手続きも必要でなく、相談は無料で秘密は守られま
す。

■相談活動
◇◆全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所の開設
　　日　時…６月１日㈮　午前10時～午後５時
　　場　所…市人権センター１階相談室
　　　　　　（野洲市小篠原1780番地）
　　問い合わせ…滋賀県人権擁護委員連合会事務局
　　　　　　　　☎522－4673
◇◆人権なんでも相談所の開設
　　日　時… ６月18日㈪、７月17日㈫、８月20日㈪、

９月18日㈫、10月15日㈪、11月19日㈪、
12月４日㈫、平成31年１月21日㈪、２月
18日㈪、３月18日㈪　午前10時～正午

　　場　所…市人権センター１階相談室
　　　　　（野洲市小篠原1780番地）
　　問い合わせ…市人権センター☎587－4533
◇◆子どもの人権ＳＯＳミニレター
　　�　小・中学校などの児童・生徒全員に「ＳＯＳミニ
レター」を配布しています。

　　�　学校や親にも言えない悩みなどを相談できる手
紙です。切手なしで法務局に返信でき、人権擁護
委員が受けて相談にのる仕組みとなっています。
子どもたちの心に寄り添い、事案に応じて、子ど
もたちの声を救済に結び付ける取り組みを行って
います。

■啓発活動
　�　市内の保育園、幼稚園、こども園の５歳児や学童
保育所の児童、高齢者施設の利用者を対象に人権紙
芝居による啓発を行っています。

６月１日（金）～７日（木）は 「水道週間」 です

６月１日は人権擁護委員の日です ～ ひとりで悩まないで相談を ～

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

暮らしの情報
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６月23日（土）～29日（金）は「男女共同参画週間」です！
～ 平成30年度のキャッチフレーズ ～

『走り出せ、性別のハードルを超えて、今』
　「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日～29日ま
での一週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目
的や基本理念について理解を深めることをめざしています。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参
画社会」を実現するためには、一人ひとりの取り組みが必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

男女共同参画プランやす協働委員会（通称：参画やす）は、行政とパートナーシップのもとで、
「野洲市男女共同参画行動計画」を進め、啓発、推進していく団体です。

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

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。

☆★☆ 平成30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　　　　　※　　　は部会長

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�・�山田　　修
栢木　　守�・�山本　博一
吉田　和代�・�米澤　麻利

若松津賀子�・�三浦　利明
石塚　健一�・�梅本　優香
木村　　崇�・�白井　洋一

板倉　祥浩�・�三大寺久美
青木美弥子�・�我孫子　実
岩井　孝子�・�山梶　敏男

川端　範雄�・�田中　千秋
小川　久和�･�中澤　千聡
外田　順一�・�山岡　康宏

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

日　時…６月30日㈯　午前９時30分～正午
場　所…野洲市総合体育館
対　象…小学生以上　※小学生は保護者同伴要
内　容… ◦�ニュースポーツに挑戦
　　　　　【デカスポテニス・囲碁ボール
　　　　　��卓球バレー・カローリング
　　　　　�ボッチャ・ミニトランポリン体操】
　　　　◦�新体力テスト測定コーナー

持ち物…体育館シューズ、飲み物
参加費…200円／人（傷害保険料含む）
申し込み …６月22日㈮までに電話で申し込みく

　ださい。　※当日申し込み可
問い合わせ…ニュースポーツバイキング事務局
　　　　　　�（生涯学習スポーツ課内）
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835
　　　　

第８回ニュースポーツバイキング参加者募集中！

日　時…11月23日㈷　午前９時30分～正午　　場　所…近江富士花緑公園・希望が丘文化公園
参加費…200円／人（傷害保険料含む）　　　　※ストックを無料で貸し出します。

第1２回ストックウォーキング
◇◆ 今後の行事予定 ◆◇
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　昨年は、台風による被害が全国各地で発生し、本県でも
「台風５号」の大雨により長浜市内を流れる「姉川」が氾濫
し、一部地域において浸水被害が発生しました。
　近年の大雨では、短時間の「局地的大雨」により急激な
浸水や濁流が発生し、大きな被害を発生させることがあり
ます。
　梅雨・台風のシーズンを迎え、地域に応じた防災対策を
とりましょう。

大雨や台風の被害から身を守るため
　◦�河川の氾濫や堤防の決壊、山崖崩れ等の発生する恐れ
がある場所をチェックしておきましょう。

　◦避難場所、避難経路を確認しておきましょう。
　◦�懐中電灯、着替え、保存食品等を準備しておきましょう。
　◦家族との連絡方法を決めておきましょう。
　◦�テレビ、ラジオ、インターネット等で気象情報を確認
しましょう。

　◦�防災関係機関からの注意事項や避難等の指示に従いま
しょう。

　◦�危険を感じたら、早めに安全な場所に避難しましょう。
　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

　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確
認するなど、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
　　　　　　危機管理課
　　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033

　住宅宿泊事業法（民泊
新法）が平成30年６月15
日に施行されることから
県に届出された住宅で
「民泊」営業が可能とな
ります。
　この法律では、民泊に
よるトラブル防止や宿泊
者の安全確保のためのさ
まざまなルールが新しく
設けられ、県による指導監督も行われます。
　なお、届出住宅は県ホームページで公開され、
相談や苦情を受け付ける全国共通の相談窓口も
設置されます。

相談窓口…▽民泊制度コールセンター
　　　　　　☎0570－041－389
　　　　　　※全国共通ナビダイヤル
　　　　　　　毎日午前９時～午後10時
　　　　　▽民泊制度ポータルサイト（観光庁）

民泊　ポータル 検索
民泊の主なルール…
　◦年間営業日数の上限　180日
　◦玄関等への標識の掲示
　◦宿泊者名簿の備え付け・本人確認
　◦周辺住民からの苦情等への対応
　◦衛生基準、安全措置（非常用照明等）�など
問い合わせ…滋賀県観光交流局☎528－3741

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

梅雨・台風シーズンに備えて

住宅宿泊事業（民泊）の
お知らせ

　老齢基礎年金は、20歳～60歳になるまでの40年間保
険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることがで
きません。
　国民年金の納め忘れなどにより、保険料の納付済期
間が40年間に満たない場合は、60歳～65歳になるまで
の間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけ
ることができます。
　なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の
納付済期間や免除期間等が原則として10年以上必要と
なりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳
になるまで任意加入することができます。（昭和40年４
月１日以前に生まれた人に限る）
　また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任
意加入することができます。

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

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

６月は
「土砂災害防止月間」

です

暮らしの情報
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