
平成29年度個人情報保護制度と情報公開制度の運用状況

　市では、個人情報を適正に取り扱うための個人情報保護制度と適正かつ公正で開かれた市政の実現をするため
の情報公開制度を設けています。

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

●個人情報保護制度運用状況

　個人情報保護制度は、市が保有する市民の皆さんの個人
に関する情報を保護しようとする制度です。自分に関する情
報を知りたい時は、開示の請求をすることができます。
　また、市が保有する情報に事実の誤りがある時は、訂正
または削除の請求をすることができます。

　◦個人情報の開示、訂正等請求件数　　　29件
　　（内訳）�開示件数　　　　�　　　���　22件
　　　　　�部分開示件数　　　　　　��　５件
　　　　　�不開示件数　　　　　　　　��２件
　　　　　�訂正等請求件数　　　　　　��０件

　◦審査請求件数　　　　　　�　　　　　��３件

●情報公開制度運用状況

　情報公開制度は、市が保有する公文書等情
報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する
制度です。

　◦公文書の公開請求件数　　　39件　�
　　　（内訳）�公開件数　　　��　11件　
　　　　�　　一部公開件数　��　24件　
　　　　�　　非公開件数　　��　４件　
　◦審査請求件数　　　　　　　０件　

　現在ご使用の福祉医療費受給券等の有効期限は、７月31日（乳幼児は除く）となっています。
　８月１日から有効の新しい受給券の交付（更新）手続きが必要な人には、交付（更新）申請書等の案内通知を
７月中旬に郵便で送付しますので、必要事項を記入し、早めに返送してください。交付（更新）申請書を受理し、
書類の確認ができた人から福祉医療費受給券を送付します。
　交付には一定の所得要件があり、毎年の所得により助成対象者は変わります。
　また、年度途中で65歳になられた下記④の助成対象者には、個人情報保護の観点から通知は行っておりません。
すべての制度において対象になると思われる人は、保険年金課へお問い合わせください。
　なお、窓口での交付は大変混雑しますので、申請書を郵便にて返送していただきますようお願いします。

対　象…次の①～④のいずれかに該当する人
　　　　①障がいのある人
　　　　　◦身体障害者手帳が１級、２級、３級の人
　　　　　◦知的障がいの程度が重度（療育手帳Ａ）の人
　　　　　◦特別児童扶養手当支給対象児童で１級の人
　　　　　◦�精神障害者保健福祉手帳が１級、２級の人（自立支援医療受給者証

（精神通院医療）の交付を受けている人）
　　　　②母子・父子家庭で18歳未満の子どもを扶養している人およびその子ども
　　　　③�75歳未満の寡婦で、18歳未満の子どもを扶養していたことがあり、１年以上ひとり暮らしで、今後も

継続する人
　　　　④65歳～74歳の人
　　　　　◦�市民税の所得割が課せられていない世帯に属する人（別世帯でも同居の実態があれば、所得確認の

対象となります）

※所得制限（配偶者・扶養義務者を含む）などにより、対象とならない場合があります。
※�現在福祉医療費受給券等を持っている人で、交付（更新）申請書の案内通知または受給資格の喪失通知が７月
20日㈮までに送付されない場合はご連絡ください。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

福祉医療費受給券交付（更新）のお知らせ
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滋賀県 しらしがメール

問い合わせ…県情報政策課
　　　　　　☎528－3381、FAX528－4839

気象特別警報・
警報・注意報

防犯・交通
安全情報

地震情報

その他各種
お知らせ情報など

　滋賀県では、防災・防犯等の身の回りの危険に関する情報
を、お手持ちの携帯電話やパソコンにお届けしています。

野洲市

メール配信サービス
　野洲市では、災害・不審者（防犯）の情
報を携帯電話やパソコンにメール配信する
サービスを行っています。

災害情報不審者（防犯）
情 報

　　　　 　　問い合わせ…危機管理課
　　　�　��　☎587－6089、FAX587－4033

★ http://www.pref.shiga-info.jp から 
登録画面に進み、entry@pref.shiga-info.jp 
へ空メールを送信してください。

※滋賀県しらしがメールおよび野洲市メール配信サービスをどちらも登録された場合、同じ情報が配信されることがあります。

メールでしらせるしがの安全・安心情報

★t-yasu@sg-m.jp へ
　空メールを送信して
　ください。

登　録　方　法 登　録　方　法

入札・契約
事務手続きを
チェック！

　平成29年度下半期に発注した建設工事および建設関連業務委託を審議対象
に、野洲市入札監視委員会が５月22日に開催されました。
　対象期間中の発注は全体で56件あり、発注一覧や（仮称）三上こども園新
築工事関連を含む6件の指定事案説明書に基づき審議いただき、適正に事務
処理されていると判断されました。
　今後も公平性、透明性、競争性のある事務手続を実施します。

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

医療情報セミナー開催！

　今後の地域包括ケアシステムの確立において重要と
なる医療情報システムのあり方について最新情報を交
え講義していただきます。

日　時…７月７日㈯　午後２時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容… 講演「野洲市民病院整備における最適な情報

システムのあり方」／紀
き の さ だ

ノ定保
やすとみ

臣さん（岐阜
大学大学院医学系研究科教授）

問い合わせ…市民病院整備課
　　　　　　☎587－6141、FAX586－2200

　効率的、効果的な行政運営を進めることを目的に経
営改善および公共施設のあり方を審議するため「第２
回野洲市都市経営審議会」を開催します。
　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。

日　時…７月19日㈭　午後２時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容（予定）… 経営改善および公共施設のあり方に

ついて
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

野洲市都市経営審議会を
開催します

暮らしの情報
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日　時…７月７日㈯　午前10時～11時30分
　　　　　　　　　　　（受付／午前9時30分～）
場　所…中主防災コミュニティセンター
　　　　２階研修室（北部合同庁舎西隣）
対　象…市内在住・在勤者、先着80人
　　　　※申し込み不要
内　容… 講演「ケニアってどんな国�～ケニアの

子ども達とかかわって～」／山本康夫さ
ん（J

ジャイカ

ICA国際協力推進員）
参加費…無料
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

第1回 生涯楽習セミナー

日　時…８月20日㈪　午前９時45分～11時
　　　　　　　　　　　　（受付／午前９時30分～）
場　所…コミュニティセンターきたの２階研修室
対　象…市内の小学校４年生～中学３年生
出題等… 「まなび野洲検定」ジュニア版－改訂版－テ

キストの中から、中学生は50問、小学生は表
現をやさしくした問題30問を30分で解きます。
（テキストは受検者全員に配布します。）

検定区分 …中学１級、２級、３級および小学１級、２
級、３級とし、それぞれ「おおむね90％正解」
で１級、「75％」で２級、「60％」で３級を合
格とします。

　　　　※結果発表は、各学校を通じて行います。

受験料…100円／人　※当日徴収します。
申し込み …７月11日㈬午後５時までに申込書を各学校

へ提出してください。
　　　　※申込書は各学校に設置しています。
主　催…野洲市教育委員会
協　賛…（一社）野洲青年会議所
問い合わせ…教育研究所
　　　　　　☎587－6028、
　　　　�　FAX587－3835

小・中学生が、郷土の歴史や文化について興味と関心を高め、市の自然環境や身近な歴史文化遺産などへの愛着
を深めるため、「まなび野洲検定」を実施します。

第９回 「まなび野洲検定201８」のお知らせ

野洲市観光PRキャラクター
ドウタクくん

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、本
市教育の課題およびめざす姿等を共有し、同じ方向性
のもと、連携してより一層民意を反映した教育行政を
推進するため、「総合教育会議」を設置しています。
　これに伴い平成30年度第１回目の会議を次のとおり
開催します。会議は公開で行いますので、どなたでも
傍聴できます。

日　時…８月１日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
構成員…市長、教育委員会（教育長および教育委員）
議　題…教職員の働き方改革について
問い合わせ…教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

野洲市総合教育会議を開催しますまちぐるみで愛の声かけ運動!!

はつらつ 野洲っ子
中学生広場の開催

　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。

日　時…７月２日㈪
　　　　午前７時30分頃～
場　所…市内全域の通学路
※�午前７時現在で市内に気象警報
（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。

　中学生が日頃感じていることや、夢や希望について
発表します。ぜひご来場ください。

日　時…７月14日㈯　午後１時30分～
　　　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）
場　所…さざなみホール
対　象…どなたでも
　　　　※�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。
内　容…中学生による意見発表・青少年の活動発表
※�午前９時現在で市内に気象警報（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
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子育て世代のママ・プレママの皆さんへ　骨密度が測れる！
～ 今からはじめる骨粗しょう症予防対策 ～

　骨粗しょう症は若い世代にも予備軍が増えています。昨年度の参加者の２人に１人は骨密度が低めでした。
　年をとって、骨が減り始めるまでにどれだけ骨量を増やすかが、将来の骨粗しょう症予防に大きく関わってき
ます。“骨の貯金”をしていきましょう！

日　時…７月13日㈮　午前９時30分～11時30分
場　所…野洲市健康福祉センター１階健診室
　　　　（育児サロンと同じ会場です。）
対　象…市内在住の子育て世代の女性
参加費…無料
※できるだけ予約をお願いします。

時　間 内　容

前�半 骨密度測定
（個人） 約５分 �エコーで足（かかと）の骨状態をみます。

�はだしで測定します。妊娠中でもＯＫ！

後�半 骨のおはなし
（小グループ） 約15分 「骨粗しょう症ってどんな病気？」「予防のための食生活は？」など皆さん�

�に知ってもらいたいポイントを保健師、管理栄養士からお話します！
問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

介護者家族向け
「りふれっしゅ」事業の

お知らせ

～ 戦争と平和を考える企画展 ～

　「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを一体的に実施
している小規模多機能型居宅介護事業所を見学し、昼
食会を通して参加者同士で気軽に交流していただきま
す。

日　時…７月30日㈪　午前10時～午後３時頃
場　所…小規模多機能型居宅介護事業所　心
　　　　（草津市駒井沢町246番地の１）
集合場所等…
　　　　▽健康福祉センター／午前９時15分
　　　　▽北部合同庁舎　　／午前９時30分
　　　　※�解散は、健康福祉センター午後３時30分予

定（最終）
対　象…介護されている家族、介護に関心のある人
内　容… 事業所見学と食事会（クサツエストピアホテ

ルリヴィエール）
持ち物…筆記用具
参加費…1,680円（昼食代）
　　　　※参加当日に釣銭の無いようお願いします。
申し込み ・問い合わせ…７月20日㈮までに地域包括支

援センター☎588－2337、FAX586－3668

◆写真展
日　時…７月28日㈯～８月12日㈰
　　　　午前10時～午後6時
　　　　（月曜日、８月２日㈭は除く）
　　　　※８月12日は午後４時まで
内　容… 「トランクの中の日本�元米従軍カメ

ラマン�ジョー･オダネル写真展」
　　　　�1945年に焦土の長崎、広島等を非公式

に私用カメラで撮影した写真展です。
◆上映会

日　時…８月４日㈯・11日㈷
　　　　午後１時30分～３時15分
内　容… 映画「原爆の夏�遠い日の少年」を上

映します。

場　所…野洲図書館本館
参加費…無料
問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、
　　　　�　FAX587－5976

暮らしの情報
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ご確認ください！
農地基本台帳
（８・１台帳）

　８月１日を基準日として、農地基本台帳の申告
をお願いします。
　なお、７月下旬に郵送または農業組合長を通じ
て配布します。
　また、農地基本台帳は、農業者の実態を調査す
るとともに、軽油の免税の証明（耕作証明）など、
さまざまな証明等の根拠になりますので、内容を
ご確認の上、提出をお願いします。

問い合わせ…農業委員会事務局
　　　　　　☎587－6007、FAX587－3834

　成年後見制度の仕組みや手続きの方法など、成年後見
制度についてなんでもご相談いただけます。ご相談は、
成年後見センター「もだま」の相談員がお受けし、内容
によっては専門機関にもおつなぎします。
（相談無料・予約不要・秘密厳守）

日程等…
開催日 場　所
７月３日㈫ �野洲市役所本館１階相談室
８月７日㈫ �栗東市役所２階第２会議室
９月12日㈬ �守山市すこやかセンター３階講習室

時　間…いずれも午後１時30分～４時
対　象… 野洲・守山・草津・栗東市在住の本人とその支

援者（家族・施設職員・ケアマネ等）
※�手話通訳が必要な人は事前にご連絡ください。
問い合わせ…特定非営利活動法人成年後見センター
　　　　　　もだま☎598－0246、FAX598－0888

成年後見制度に関する
相談会のお知らせ

熱中症を予防するには
●暑さを避けてください
　天気予報や県から発表される高温注意情報などに気
をつけ、気温の高い日は外出を控え、できるだけ風通
しのよい日陰など、涼しい場所で過ごしましょう。
　室内でも室温28℃、湿度70％以上の時にはエアコン
や扇風機などを活用しましょう。

●こまめに水分補給をしましょう
　室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、
こまめに水分・塩分、経口補水液（水に食塩とブドウ
糖を溶かしたもの）などを補給しましょう。アルコー
ルは尿量を増やし、体内の水分を排泄するのでかえっ
て危険です。

●栄養をとろう
　朝食を抜くと必要な栄養や水分がとれなかったこと
になります。日頃から規則正しい食事をとりましょう。

●高齢者、乳幼児は特に注意が必要です
　高齢者はのどの渇きを感じにくいため、室内でも熱
中症になりやすく、こまめな水分補給が大切です。地
面からの照り返しでベビーカーの乳幼児は大人以上に
暑い環境にいます。顔が赤く、ひどい汗をかいている
時は涼しい場所で休息させましょう。また、車内の温
度は短時間で急上昇します。「エアコンを使用してい
るから」、「短時間だから」と子どもだけを車内に残す
のは絶対にやめましょう。

　熱中症は気温や湿度が高いなどの環境で体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指し
ます。重い場合は命にかかわる危険な病気です。
いち早く見つける熱中症のサイン

軽　度 中　度 重　度

症
状
　めまい、立ちくらみ、手足のし
びれ、筋肉痛やこむら返り、汗が
止まらないなど

　頭痛、吐き気、体がだるい、嘔吐、
力が入らないなど

　名前を呼んでも意識がない、け
いれん、体にさわると熱い、言動が
おかしい、まっすぐ歩けないなど

対
処
方
法

◦�意識がある時は涼しい場所へ移動させ、水分と塩分や経口補水液、
スポーツドリンク等を補給しましょう。
◦�衣服をゆるめ、体を冷やしましょう。
　（特に首の回り、脇の下、足の付け根など）
◦�症状が改善しない時は受診しましょう。

◦�意識がない時は肺などに誤飲し
てしまうので、水分補給は禁物
です。
◦�すぐに救急車を呼びましょう。

　　　　　防ごう熱中症

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

2018.7　広報やす　　12



　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・
法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受
けられた期間がある場合、保険料を全額納めた人
と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）
の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、
免除等の承認を受けた期間の保険料は、10年以内
であれば遡って納めること（追納）ができます。
　追納は、次の点にご注意ください。
　　◦�一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料

が納付されていなければ追納はできません。
　　◦�「法定免除・申請免除期間」が「納付猶

予・学生納付特例期間」より先に経過した
月分である場合は、どちらを優先して納め
るか本人が選択できます。

　また、法律改正による時限措置として、過去５
年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付するこ
とができる「後納制度」が平成27年10月～平成30
年９月までの３年間に限り実施されています。こ
の制度を利用するには、申し込みが必要です。
　追納や後納制度の詳細は、「ねんきん加入者ダ
イヤル」（☎0570－003－004）またはお近くの年
金事務所、市保険年金課へお問い合わせください。

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

国民年金保険料
追納・後納制度のお知らせ

７月は “社会を明るくする運動”
強調月間・再犯防止啓発月間です

あなたのまなざしで
再出発を見守る社会へ

■“社会を明るくする運動”とは？
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場
において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こう
とする全国的な運動で、今年で68回目を迎えます。

■地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ
　犯罪や非行をなくすためには、取り締まりを強化
して、罪を犯した人を処罰することも必要です。し
かし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れて
いくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家
庭や地域づくりをすることもまた大切なことです。
　罪を犯した人も、反省と償いを経て社会に帰って
きます。彼らが立ち直りのために努力するのは当然
ですが、社会に居場所がないために再び犯罪を重ね
てしまうという「負のサイクル」があることも事実
です。
　立ち直りを支える家庭や地域をつくるためには、
一部の人たちだけでなく、地域のすべての人たちが
それぞれの立場で関わっていく必要があります。
　犯罪や非行のない地域をつくるために、今何が求
められているのか、そして、自分には何ができるの
かを、皆さんで考えてみませんか。

問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

ごみの適正な出し方を再認識しましょう！
　暑い季節となり、ごみを出すにあたっても異臭等も
気になってきます。
　今回、家庭のごみを出すにあたって、特に注意すべ
き事項をまとめましたので、適正なゴミ出しにご協力
をお願いします。
　なお、事業所のごみは、家庭系のごみ集積所には出
せません。事務所や店舗から排出される事業系ごみは、
自らの責任において適正に処理してください。

●共通事項
　①�各種ごみの収集日の午前８時までに決められた集
積所に出してください。

　　※�収集時間は、その日の収集内容やごみの量など
により変わります。

　②�ごみ（資源ごみを除く）は、野洲市指定の袋・シー
ルを使用し、必ず氏名を記入して出してください。

　　※�氏名の記入は、ごみの分別について責任をもっ
て出していただくためのものです。

　　※�ごみ袋に入りきらない
場合にごみ袋をくくり
付けて出さないように
してください。

●燃えるごみ
　①�燃えるごみの内、生ごみは重量比で約４割を占め
ています。異臭の予防やごみの減量化を進めるた
めにも出す前に水切りを十分行ってください。

　　※�市では、生ごみの減量に効果がある生ごみ処理
容器等を購入される人に対して補助金を交付し
ています。ぜひご利用ください。

　②�雑紙（菓子箱や包装紙等）は、紙袋などに入れて
「雑誌・雑がみ」としてリサイクルに心がけましょ
う。

●粗大ごみ
　①�粗大ごみは、１点につき粗大ごみ指定シール１枚
を貼って、指定のごみ集積所に出してください。

　　※ 粗大ごみの集積所は指定しています。道路が狭
い所やアパート等の集積所は指定していない場
合がありますので、指定集積所については、環
境課やお住まいの自治会に確認してください。

　②�リユース（再利用）にご協力いただける場合は、
シール箇所に「○」の記入をお願いします。

★�その他詳細は、「野洲市ごみ分別名人」や「ごみカ
レンダー」を参考にしてください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834ごみ袋をくくり付けて▶
出された「ごみ」

暮らしの情報
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