
ひとり親家庭の皆さんへ

児童扶養手当の支払い

　８月期（４月～７月分）の支払いは、８月９日㈮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された場合は、届出が必要です。

児童扶養手当現況届の手続き

提出期間…８月１日㈭～30日㈮

　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）

受付時間…午前８時30分～午後５時15分

※以下の期間は、休日・夜間受付を行います。

休日受付 ： ８月25日㈰

　　　　　午前８時30分〜午後５時15分

夜間受付 ： ８月26日㈪〜30日㈮

　　　　　午後７時30分まで

　児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、

手当の支給・停止を問わず、毎年８月中に「児童扶養

手当現況届」の手続きが必要です。この届は、毎年８

月１日における受給者の状況を調査し、児童扶養手当

を引き続き受ける要件にあるかどうかを確認するため

のものです。

　対象者には通知をしますので、８月30日までに必要

な書類等を持参の上、必ず本人がご来庁ください。

　この届の提出がないと８月以降の手当が受けられま

せん。また２年間提出がないと手当を受ける資格がな

くなります。

★☆★ ご注意ください！ ★☆★ 

　「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」

（緑色の用紙）の提出が必要な対象者には通知しま

すので、現況届の手続きとともに８月中に提出して

ください。原則８月中に提出がないと、手当額が２

分の１になります。提出期限までに必要書類が提出

されず、手当額が２分の１となった場合は、提出期

限後に提出されても、提出された月からの適用とな

り、それ以前の手当額は元の手当額には戻りません

ので、ご注意ください。

「ひとり親家庭サポート定期便」をお届けします！

　ひとり親家庭の皆さんを対象に、年に３回、県や市

の各種情報をお届けする「ひとり親家庭サポート定期

便」事業を行っています。滋賀県ひとり親家庭福祉推

進員がご自宅までお届けします。

　推進員は、地域社会でひとり親家庭の生活、子ども

に関することなどさまざまな悩みの相談に応じるとと

もに、ひとり親家庭に関する情報提供を行っています。

　サポート定期便をご希望の人は、子育て家庭支援課

までお申し込みください。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

重要

　所得状況届は、毎年８月１日における受給者の所得状況の調査を行い、８月分から翌年７月分までの手当を引

き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

　対象者には８月上旬に通知しますので、通知書に記載のものを持参の上、届出を行ってください。

※提出がない場合は、８月分以降の手当は支給できません。

※２年間提出がない場合は手当を受ける資格がなくなります。

提出期間…８月９日㈮～９月11日㈬　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）

問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・

福祉手当の所得状況届提出のお知らせ
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空き家の発生を抑制するための特例措置のお知らせ

　平成28年度の税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置が創設されました。空き家となった

被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した

場合、その譲渡所得額から3,000万円の特別控除を受けることができます。この特例措置は本年12月31日まででし

たが、今回、令和５年12月31日まで４年間延長されることになりました。

　市では、この特例措置に必要な被相続人居住用家屋等確認書の交付を行います。

　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、経済的な理由から就学が困難

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。

申請方法… 申請書に必要事項を記入の上、各学校に提

出してください。

　　　　　 （世帯状況を把握するため、添付書類が必

　要な場合があります。）

※申請書は、各学校、学校教育課に設置しています。

※ 申請には、印鑑、振込口座のわかるものが必要です。

そ の 他… 認定された場合は、申請月の翌月からの援

助となります。

問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

　この調査は家計における消費、所得、資産および負

債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布および消

費の水準、構造等を全国的および地域別に明らかにす

ることを目的に実施します。

　滋賀県知事より委嘱を受けた統計調査員が小篠原西

部１、行畑、西河原、比留田、木部の一部の地域のお

宅を訪問し、世帯主の氏名などをお尋ねします。その

後、調査対象となった世帯へ再度訪問させていただき、

家計簿などの調査票へ記入を依頼します。

　調査員には、お尋ねした内容については守秘義務が

あり、また調査員証を携帯していますので、ご確認の

上、調査へのご協力・ご回答をよろしくお願いします。

調査期間…８月～11月

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

2019年全国家計構造調査を
実施します

概　要… 空き家となった被相続人の住まいを相続した

相続人が、耐震リフォームまたは取壊しをし

た後にその家屋または敷地を譲渡した場合、

その譲渡所得額から3,000万円が特別控除され

ます。

　　　　 （平成31年４月１日以後は被相続人が相続開

始の直前まで老人ホーム等に入所していた場

合も一定要件を満たせば対象となりました。）

要　件…次の①～⑦を全て満たすこと。

　　　　① 相続日から起算して3年を経過する日の属

する年の12月31日まで、かつ、特例の適用

期限である令和5年12月31日までに譲渡す

ること。

　　　　② 相続開始の直前において、被相続人の居住

の用に供されていたものであること。

　　　　③ 相続開始の直前において、被相続人以外に

居住していた者がいなかったものであるこ

と。

　　　　④ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で

あること。

　　　　⑤ 相続から譲渡の時まで事業の用、貸付の用

または居住の用に供されていたことがない

こと。

　　　　⑥ 譲渡価格が１億円以下であること。

　　　　⑦ 家屋を譲渡する場合、譲渡時において家屋

が現行の耐震基準に適合するものであるこ

と。

手続き… 市で被相続人居住用家屋等確認書の交付後、

税務署にて確定申告を行うことが必要です。

申し込み…随時受け付けします。

※ 市への確認書申請は、住民票や売買契約書の写し等

が必要です。詳細は市ホームページをご確認くださ

い。また、ご不明な点はお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ… 住宅課

　　　　　　　　　　　☎587－6322、FAX586－2176

就学援助制度のお知らせ

暮らしの情報
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　昭和20年８月に広島・長崎に相次いで原子爆弾が投

下されました。命を紡ぐものは命であり、この命を脅

かす核爆弾の存在を許すことはできません。世界の恒

久平和を誓い、市では平和啓発事業として毎年「平和

パネル展」を開催しています。

　戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考える場として

ご利用ください。

　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…８月２日㈮～15日㈭　午前10時～午後６時

　　　　（野洲図書館休館日は除く）

場　所…野洲図書館本館ギャラリー

問い合わせ…人権施策推進課

　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

平和パネル展開催のお知らせ

　戦没者を追悼するとともに、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８日㈭　午前10時～

場　所…野洲市総合防災センター

　　　　（野洲市辻町488番地）

対　象…どなたでも　※申し込み不要

内　容…  【第１部】戦没者を追悼する式典

　　　　　◦  戦没者名簿奉安　

　　　　　◦  追悼のことば

　　　　　◦  参列者による献花 など

　　　　 【第２部】平和を祈念するつどい

　　　　　◦  次世代戦跡訪問体験発表　

　　　　　◦  篠笛演奏／悠紀笛の会

　　　　　◦  講演「幻の兵隊　海軍特別少年兵」／

　　　　　　福井弘一さん（市内在住）　

参加費…無料

問い合わせ…社会福祉課

　　　　　　☎587－6024、FAX586－2177

　参画やす主催で男女共同参画研修会を開催します。

　皆さん、お気軽にお越しください。

日　時…８月24日㈯　午後１時30分～３時30分

　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）

場　所…コミュニティセンターみかみ

内　容… 講演「ひとりひとりが輝く社会に～学校現場

から～」／久保川雅子さん（多賀小学校長、

平成30年度副読本改訂編集委員会委員）

参加費…無料　

※ 託児が必要な人は、８月16日（金）までにご連絡く

ださい。

問い合わせ…人権施策推進課（参画やす事務局）

　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

※ 「参画やす（正式名称：男女共同参画プランやす協

働委員会）」は、市の男女共同参画社会づくりの施

策を行政と協働で啓発、推進している団体です。

　本市におけるスポーツの推進に関する重要な事項に

ついて調査審議するためにスポーツ推進審議会を設置

しています。

　これに伴い令和元年度第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27日㈫　午前９時～11時

場　所…人権センター２階人権交流研修室

内　容（予定）…余熱利用施設について 他

問い合わせ…生涯学習スポーツ課

　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

野洲市平和のつどい

～「男女共同参画研修会」

のお知らせ～

野洲市スポーツ推進

審議会を開催します
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　　　　　※血圧測定の結果により測定できない項目があります。

持ち物…運動ができる服装、お茶などの飲み物　　参加費…無料　　主　催…京都橘大学、野洲市

※手話通訳が必要な人は、申し込み日までにご連絡ください。

※お車で来場される場合は、野洲図書館本館駐車場をご利用ください。

申し込み… ８月16日㈮までに申し込みください。

　65歳以上の人を対象に、体や脳などの現状を客観的に測定し、結果を即日お渡しします。

　当日の体力測定結果は、個人が特定できない形で集計し、統計・報告・研究等に活用されますのでご了承くだ

さい。

日　時…９月10日㈫～12日㈭　午前10時～正午（受付／午前９時45分～10時）

　　　　　　　　　　　　　　午後１時30分～３時30分（受付／午後１時15分～１時30分）

場　所…野洲市総合防災センター２階研修室（野洲市辻町488番地）

対　象…65歳以上の市内在住者、各回先着20人

内　容…

いつまでも元気でありたい！
あなたのための高齢者体力測定会

①身体計測 ②体の機能の測定
　筋力、歩行、　バランス能力など測定します

③呼吸機能の測定 ④脳の機能の測定
　記憶力や注意力などを検査します

⑤骨密度測定

　いきいき百歳体操は年齢を重ねても筋力を維持・向

上させる体操です。いつまでも元気で過ごすため、市

内でも活動の輪が広がっています！

　皆さんも体験してみませんか？既に参加されている

人も、もう一度、より効果的な体操の方法を学んでみ

ませんか？

日　時…９月17日㈫　午後１時30分～３時30分

場　所…野洲市総合防災センター２階研修室

　　　　（野洲市辻町488番地）

対　象…65歳以上の市内在住者、先着80人

内　容… いきいき百歳体操のお話と実技講習／

　　　　笠原　聰さん（日本健康運動指導士会滋賀県

　　　　支部事務局長、健康運動指導士）

持ち物…運動ができる服装、お茶などの飲み物

参加費…無料

申し込み…９月13日㈮までに申し込みください。

※要約筆記を行います。

※ お車で来場される場合は、野洲図書館本館駐車場を

ご利用ください。

申し込み・問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

いきいき百歳体操を学ぼう＆体験しよう運動の
プロ直

伝!!

暮らしの情報
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子 ど も を 交 通 事 故 か ら 守 ろ う ！

入札・契約事務手続きをチェック！

＊歩行者の死亡事故が激増！

滋賀県内 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 （７月７日現在）

昨年
（2018年）

２ ５ ２ ４ ３ ０ ０ 16

今年
（2019年）

７ ７ ３ ３ ９ ７ ０ 36

増減数 +５ +２ +１ ‐１ +６ +７ ０ +20

＊４⽉～７⽉は子どもの事故が多発！

  
亡くなられた36人中17人は

歩行者でした。
そのうち、９人は道路横断
中の事故でした。

　４月～７月は小学生歩行中の交通事故が多い時期になります。

　時間帯別では、午前７時台と午後３時～５時台の登下校時間帯が多くなっており、小学１年生の歩行中の死亡

事故発生数は小学６年生の８倍にもなります。

　小学１年生は、それまでとは環境が変化し、保護者と離れて行動する機会が一気に増えるためで、ご家庭での

交通安全教育をお願いします。

　ドライバーの皆さんは危険を感じたらまずブレーキをかけましょう！

　平成30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31

日に開催されました。

　対象期間中の発注は全体で54件あり、発注一覧や市道北口線バリアフリー化工事を含む５件の指定事案説明書

に基づき審議いただき、違法性は確認できないと判断いただきました。

　今後も適切な事務手続きを実施します。

問い合わせ… 総務課☎587－6038、 FAX587－4033

＊「横断歩道利用者ファースト運動」の推進

　信号機のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているときに、車が一時停止しているかについて昨年（平成

30年）JAFが調査したところ、一時停止している車の割合は全国平均8.6％、滋賀県は全国平均を下回る8.3％でした。

　道路交通法では、「横断歩道は歩行者優先」を交通ルールとして定めています。ドライバーは、信号機のない横

断歩道を通過するとき、歩行者がいないかしっかりと確認し、歩行者がいれば車を止め、横断しようとしている

人に道を譲りましょう。

　また、歩行者の人は左右の安全確認や、ドライバーに対して手を挙げるなど横断する意思表示をし、必ず車が

止まった後に横断を始めましょう。

問い合わせ… 危機管理課☎587－6089、 FAX587－4033

単位：人
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こころの病気は、誰でもかかりうる病気です

　夏休み期間中は、開放感や気のゆるみ等から青少年が非

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、

一年を通じて夜遊び（深夜徘徊）で補導される青少年が最

も増える時期です。夜間は人目が少ないことから性犯罪な

どの犯罪被害に遭う危険性が高いうえ、非行の歯止めが効

きにくくなるケースもあります。

　特に、スマートフォンの普及等により、全国的にSNSを介

して児童ポルノ等の性被害にあう18歳未満の児童が近年増

加傾向であり、だまされたり脅されたりして自画撮りした

裸の画像や動画をメール等で送信する「自画撮り被害」が

約４割を占めています。

　非行や犯罪被害から青少年を守るため、地域の絆を一層

強化し、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

てくれている「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

　日本年金機構の全国の年金事務所では、

年金相談や年金請求手続きについて、「事

前予約」を行っています。お待たせ時間の

少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

◆ 予約相談希望日の１カ月前から前日まで

受け付けしています。

◆ 申し込みは、基礎年金番号のわかるもの

（年金手帳や年金証書など）をご用意く

ださい。

　ご予約は、全国共通の予約専用受付電話

（☎0570－05－4890）またはお近くの年金

事務所で申し込みください。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220

　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、

　　　　　　　　　　　　 FAX586－2177

国民年金の相談・手続きは、

ぜひご予約を！

　からだの病気と同じように、心の不調に気づいたら、

誰かに相談したり、早めに受診しましょう。

◆ 自分自身ができること…誰かに相談しましょう

　早めに受診しましょう

　眠れない、食欲が出ない、疲れが取れないなど、

いつもと違う心身の不調を感じることや、学校や仕

事、家族、健康のことなどで不安はありませんか。

そのようなときは、まずは誰かに話しましょう。あ

なたの周りにいるたくさんの人が、あなたの支えに

なりたいと思っています。

　他にも、さまざまな相談機関があります。一人で

抱えずに、ぜひ相談してください。

★こころといのちの相談電話…☎588－1866

　　　　　月曜～金曜日　午前９時～午後５時

（祝日は除く）

★心とからだの健康相談【来所】…☎588－1788

　　　　　　毎週金曜日　午後１時30分～４時

（予約制）

　いずれも対応は、健康推進課となります。

◆身近な人たちができること…「どうしたの？」と

　声をかけてみましょう

　こころの病気になったとき、大きな支えになるの

が周囲の人たちです。自分で気づきにくいこともあ

り、周囲の人の気づきが大切です。まずは一声かけ

てみましょう。打ち明けられた内容が重く、不安を

感じたときは、健康推進課へご相談ください。

◆家族会や自助グループなど

　さまざまな家族会や自助グループが活動されてい

ます。詳細はお問い合わせください。

「たんぽぽの会（精神障がい者患者家族会）」

ひとりで悩まないで、同じ悩みを持つ人たち

で体験を語りあい、情報を交換しながら交流

することでお互いのつながりを大切にして

います。

活動内容・日時…

　▽ 気軽に話を楽しむ場（サロン活動）／毎月第１日

曜日　午後１時30分～３時30分

　▽ 病気や障がいなどの学習会、レクリエーション、

昼食会（定例会）／年４回

　▽ 家族相談日／要予約（本人や家族の相談を家族会

員がお受けします）

年 会 費…500円／本人、1,000円／家族

申し込み・問い合わせ…同会事務局（健康推進課内）

　　　　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

夏休みにおける青少年の非行と

犯罪被害防止

暮らしの情報
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第79回国民スポーツ大会

第24回全国障害者スポーツ大会

募金箱ステッカーデザイン ・

ポスターコンクール作品募集！！

毎月19日は「食育の日」です
　市では、野洲市食育推進計画（第３次）を平成31年３月に策定し、平成31年４月からの５年間の計画期間で推進

しています。２次計画の基本理念を継承し、食にかかる現状を踏まえて、食育推進委員会において個人、家庭、地域、

行政の協働で食育を進めていきます。

　まずはできるところから始めてみませんか。　

□ 食事を楽しんでいますか

□ 味わいながらゆっくりよく噛んで食べていますか

□ 家族や仲間と食事をとることが多いですか

□ 朝食を食べていますか

□ 体重を測っていますか

□ 主食・主菜・副菜をそろえた食事をとっていますか

□ 栄養成分表示を見ていますか

□ 和食をはじめとした日本の食文化を大切にしていますか

□ 地域の産物や旬の素材を使っていますか

□ 食べ残しがないように心がけていますか

１つでも

取り組んでいることがあれば

それが食育の第一歩！

応募方法…郵便番号、住所、氏名、電話番号、学校名、学年、応募作品を明記してください。

応募・問い合わせ… ９月20日㈮までに第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ

大会滋賀県開催準備委員会（〒520－8577大津市京町四丁目１番１号 滋

賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課内）☎528－3321、Ｅメール

kokusupo-syosupo@pref.shiga.lg.jp、ホームページhttp://www.pref.shiga.

lg.jp/2024/index.html　 大会専用ホームページ

募金箱ステッカーデザイン

募集テーマ

スポーツをテーマとしたイラスト

対　象

①小学生１～３年生の部

②小学生４～６年生の部

☆　表　彰　☆

各部門

　最優秀賞　賞状・5,000円図書カード

　優秀賞　　賞状・2,000円図書カード

　参加賞　　大会関連グッズ

ポスターコンクール

募集テーマ

両大会に関する応援ポスター

対　象

①中学生の部

②高校生の部

☆　表　彰　☆

各部門

　最優秀賞　賞状・10,000円図書カード

　優秀賞　　賞状・    3,000円図書カード

　参加賞　　大会関連グッズ

2024滋賀　国スポ・障スポ

マスコットキャラクター

「キャッフィー」「チャッフィー」

参加賞も！！

問い合わせ… 健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

≪お詫びと訂正≫

　７月号８ページ「令和元年度野洲市明るい選挙推進協議会委員」の紹介記事中、氏名に記載誤りがありましたのでお詫びし訂正します。

　（正）　香
か つ き

月　律
り つ お

生さん　　　　　 （誤）川
かわさき

﨑　敏
としかず

和さん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）☎ 587 － 6038
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