
＊この記事の資料は内閣府等から提供されたものを市が編集し、使用しています。
・問い合わせ　企画調整課☎587－6039、FAX586－2200問い合わせ　企画調整課☎587 6039、FAX586 2200

マイナンバー（社会保障・税番号）制度が始まります。

社会保障 税 災害対策

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する
個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

　マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続やこれらに類する事務で地
方公共団体が条例で定める事務に利用することができます。
　マイナンバー制度では、個人情報の分散管理やシステムへの接続制限など、情報セキュリティを高めるた
めの措置が講じられ、平成29年１月からは、マイ・ポータル（仮称）の開設により情報提供等の記録確認が
できるようになります。

○今後の予定は以下のとおりです。

・平成27年10月から、市民の皆さんにマイナンバー（個人番号）を通知します。
　住民票を有する全ての人に１人１つの番号（12桁）を通知します。
　住民票の住所にマイナンバーの通知カードを送付します。
　＊ 住民票の住所と異なるところにお住まいの人は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。

・平成28年１月から、個人番号カードの発行を開始します。
　本人からの申請により、希望者に市が個人番号カードを交付します。手数料は無料です。
・平成28年１月以降、順次、上記の行政手続でマイナンバーが必要になります。
・ 市では平成28年度中に、個人番号カードを利用したコンビニ交付サービスの開始を予定しています。

○マイナンバー制度に関するお問い合わせ、最新情報は…

・マイナンバーのホームページ
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
・政府広報オンライン
　http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
　市ホームページにもリンクバナーを追加しました。
・マイナンバーコールセンター
　 0570－20－0178 (全国共有ナビダイヤル) ＊ナビダイヤルは通話料がかかります。
　平日９時30分～17時30分（土日祝日・年末年始除く） 

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで
様々な情報の照合や入力などに要
している時間や労力が大幅に削減
されるとともに、より正確に行え
るようになります。

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が
簡素化され、負担が軽減されます。
マイ・ポータル（仮称）による情
報の確認や提供などのサービスが
利用できます。

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状
況を把握しやすくなり、脱税や不
正受給などを防止するとともに、
本当に必要な人にきめ細かな支援
を行えます。

年金 医療労働 福祉

・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護　など

・ 税務署に提出する申告書、届出書、
調書などに記載
・税務署の内部事務
　　　　　　　　　　　　 　など

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務

　　　　　　　　　　　　　など
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《地域消費喚起・生活支援型》：52,311千円

　　野洲市地域消費喚起プレミアム付き商品券事業について
　 　緊急経済対策として交付される地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）
を活用し、消費喚起による地域（市内）の商工業の発展を図ることを目的に、『野洲市地域消費喚起プレミア
ム付き商品券』を発行します。

　　●内 　 　 容　　 １枚500円の商品券24枚（12,000円分）１冊を10,000円で販売します。
　　　　　　　　　　※７月中旬に発売する予定です。
　　●利 用 期 間　　平成27年８月１日から12月31日までの５か月間の予定です。
　　　　　　　　　　※取扱店舗などの詳細については、別途広報等でお知らせします。
　　●問い合わせ　　商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

《地方創生先行型》：33,017千円

　　野洲市まち・ひと・しごと地方創生に係る事業について
　　 　まち・ひと・しごと創生法の成立を受けて、国では2060年に１億人程度の人口を確保する中長期展望を定
め、人口減少対策と東京一極集中の是正と成長力の確保を目指して2019年度までの政策目標・施策を提示し
ました。本市では、国の方針のもとに次のように事業を展開していきます。

　　
　　〇「まちの創生」　中心市街地の活性化事業としてイベント開催を支援していきます。安心・安全な暮らしを守

るため、高齢化対策や高齢者支援の仕組みづくりを推進します。
　　〇「ひとの創生」　 本市へ新しい人の流れをつくるために、また安心して出産・子育てができるよう各種の

子育て支援策を展開していきます。
　　〇「しごとの創生」　若い世代の就労と再就職や起業する市民を支援していきます。
　　●問い合わせ　　　 企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

本年度の具体的事業
・野洲市総合戦略策定業務委託（担当課：企画調整課）
・地域資源を活用した農産物等販路拡大事業（担当課：農林水産課）
・観光振興・地域活性化事業～夏まつり実行委員会補助～（担当課：商工観光課）
・観光振興・地域活性化事業～オクトーバーフェスト実行委員会補助～（担当課：商工観光課）
・創業者支援事業～女性のための創業塾～（担当課：商工観光課）
・高齢者支えあい拠点・終活仕組みづくり事業（担当課：市民生活相談課）
・少子化対策・子育て支援事業～妊婦検診費用助成（担当課：健康推進課）
・子育て家庭のための健康づくり事業（担当課：健康推進課）
・子育て支援事業～スクールソーシャルワーカーの配置～（担当課：学校教育課）
・子育て支援事業～特別支援教育支援員の配置～（担当課：学校教育課）
　各施策をパッケージとして事業展開し、人口減少社会に対応し、「みんなが住みたい、住み続けたい
　と実感できるまちづくり」の具現化を図っていきます。

≪お詫びと訂正≫ 4 月号２～５ページの『平成 27 年度予算が決まりました！』の２ページおよび５ページの「うる
おいとにぎわいのある快適なまち」の説明文中、誤りがありましたので訂正してお詫びします。
　 今年度で の工事を完了し……　　（誤）今年度で自由通路や駅前広場等の工事を完了し……

「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を

有効活用し、市内における消費喚起を促すとともに

地方創生事業を展開していきます。
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野洲市の組織と電話番号

議会事務局　　　局長　白井芳治、次長　野玉義弘 ☎ 587-6034、℻ 586-4300 本館 3階

政策調整部

　部長　遠藤伊久也

　次長　瀬川俊英

　次長（地域戦略担当）

　　　　大藤良昭

企画調整課 ☎ 587-6039、℻ 586-2200 課長　川端美香

本館 2階
地域戦略室 ☎ 587-6141、℻ 586-2200 室長　大藤良昭

財政課 ☎ 587-6069、℻ 586-2200 課長　瀬川俊英

広報秘書課 ☎ 587-6036、℻ 586-2200 課長　服部道和

総務部

　部長　川端弘一

　次長　寺田実好

　次長（人権施策担当）
　　　　藤池弘

総務課 ☎ 587-6038、℻ 587-4033 課長　赤坂悦男
本館 2階

人事課 ☎ 587-6088、℻ 587-4033 課長　寺田実好

税務課 ☎ 587-6040、℻ 587-2439 課長　川端貴美子
本館 1階

納税推進課 ☎ 587-6013、℻ 587-2439 課長　長尾健治

人権施策推進課 ☎ 587-6041、℻ 518-1860 課長　竹村一郎
野洲地域総合センター 2階

人権センター ☎ 587-4533、℻ 518-1860 所長　藤池弘

市民交流センター ☎ 589-5000、℻ 589-4977 所長　辻慎一

野洲地域総合センター ☎ 588-1846、℻ 586-2077 所長　田口繁明

情報システム課
電算機器の安全性を保つため、
電話番号は非公開

課長　田中源吾 西別館 2階

市民部

　部長兼危機管理監　
　　　　上田裕昌

　次長　田中理司

市民課 ☎ 587-6086、℻ 586-3677 課長　黒川紀代美
本館 1階

市民生活相談課 ☎ 587-6063、℻ 586-3677 課長　福田幹弘

市民サービスセンター ☎ 589-6430、℻ 589-6438 所長　黒川紀代美 北部合同庁舎 1階

協働推進課 ☎ 587-6043、℻ 587-4033 課長　冨田尚秀 本館 2階

市民活動支援センター ☎ 518-0556、℻ 518-0557 所長　山田忠司 野洲図書館内

生活安全課 ☎ 587-6089、℻ 587-4033 課長　田中理司 本館 2階

コミセンぎおう☎ 586-3200、℻ 587-6477　　　　　コミセンしのはら☎ 587-1444、℻ 587-5002
コミセンみかみ☎ 586-5234、℻ 586-5236　　　　　コミセンきたの☎ 586-2450、℻ 586-2451
コミセンやす☎ 586-3864、℻ 586-1348　　　　　　コミセンなかさと☎ 589-4740、℻ 589-5353
コミセンひょうず☎ 589-4010、℻ 589-6565

健康福祉部

　部長　玉田善一

　 政策監（高齢者・子
育て支援担当）
　　　　樋口隆

　次長　辻村博子

　 野洲市健康福祉セン
ター所長
　　　　今堀初美

社会福祉課 ☎ 587-6024、℻ 586-2177 課長　田中達男

本館 1階障がい者自立支援課 ☎ 587-6087、℻ 586-2177 課長　高橋謙二

地域生活支援室
（障がい者虐待防止センター）

☎ 587-6169、℻ 586-2177 室長　田中千晴

発達支援センター ☎ 587-0033、℻ 587-2004 所長　川畑敏美

子育て家庭支援課 ☎ 587-6884、℻ 586-2176 課長　辻義幸

西別館 1階家庭児童相談室 ☎ 587-6140、℻ 586-2176 室長　辻義幸

こども課 ☎ 587-6052、℻ 586-2176 課長　三上忠宏

野洲市子育て支援センター ☎ 518-0830、℻ 518-0831 所長　岡野美代子 野洲市健康福祉センター 3階

健康推進課 ☎ 588-1788、℻ 586-3668 課長　今堀初美
野洲市健康福祉センター 1階

地域包括支援センター ☎ 588-2337、℻ 586-3668 所長　清水めぐみ

高齢福祉課 ☎ 587-6074、℻ 586-2176 課長　武浪勝宏 西別館 1階

保険年金課 ☎ 587-6081、℻ 586-2177 課長　吉田和司 本館 1階

野洲第一保育園☎ 588-3690、℻ 588-0802　　　　　　野洲第三保育園☎ 586-0140、℻ 586-0144
三上保育園☎ 588-4034、℻ 586-8253　　　　　　　　篠原こども園☎ 588-4907、℻ 586-8252
さくらばさまこども園☎ 588-0295、℻ 588-1257

中主児童館☎ 589-5000、℻ 589-4977　　　　　　　　野洲児童館☎ 588-1846、℻ 586-2077

市役所　　〒 520-2395 野洲市小篠原 2100 番地 1　　☎ 587－1121（代表）
　市長　山仲善彰　　　教育長　川端敏男
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都市建設部

　部長　和田勝行

　次長　小山日出夫

都市計画課 ☎ 587-6324、℻ 586-2176 課長　遠藤総一郎 西別館 2階

野洲川河川公園☎ 586-0800、℻ 586-1933

住宅課 ☎ 587-6322、℻ 586-2176 課長　山本和彦
西別館 1階

道路河川課 ☎ 587-6323、℻ 586-2176 課長　野﨑昌造

国県事業対策室 ☎ 587-6068、℻ 586-2176 室長　武内了惠 西別館 2階

環境経済部

　部長　立入孝次

　次長　竹中宏

　次長（農林水産担当）
　　　　苗村守

▼水道事業所

　所長　立入孝次

環境課 ☎ 587-6003、℻ 587-3834 課長　吉川武克 別館 2階

野洲クリーンセンター整備室
☎ 588-0568、℻ 586-2150

室長　中井康員

野洲クリーンセンター 所長　中井康員

蓮池の里処分場、蓮池の里第二処分場☎ 589-2117、℻ 589-2172

農林水産課 ☎ 587-6004、℻ 587-3834 課長　苗村守 別館 2階

田園空間センター☎ 584-3321、℻ 585-5966

商工観光課 ☎ 587-6008、℻ 587-3835 課長　遠藤由隆 別館 1階

上下水道課
☎ 589-6432、☎ 589-6433
℻ 589-5041 課長　吉原守 中主防災コミセン 1階

会計課　　　　　　　　　　会計管理者　奥野正幸 ☎ 587-6042、℻ 587-2439 課長　奥野正幸 本館 1階

監査委員事務局　　　　　　　　局長　西川登代子 ☎ 587-6110、℻ 587-4033

本館 2階公平委員会（監査委員事務局内）

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会（総務課内）

農業委員会事務局　　　　　　　局長　苗村守 ☎ 587-6007、℻ 587-3834 別館 2階

教育委員会

　教育部長　澤嘉彦

　教育部次長　北田輝彦

　教育部次長（学校教
　育担当）　和田晋

　 教育部次長（幼稚園教
育担当）　樋口隆

教育総務課 ☎ 587-6014、℻ 587-3835 課長　北田輝彦
別館 1階

学校教育課 ☎ 587-6017、℻ 587-3835 課長　大西理花子

教育研究所 ☎ 587-6028、℻ 587-3835 所長　和田晋 別館 2階

中主幼稚園☎ 589-2232、℻ 589-5941　　　　　祇王幼稚園☎ 588-2737、℻ 588-0689
野洲幼稚園☎ 587-1265、℻ 587-2062　　　　　北野幼稚園☎ 587-5332、℻ 587-2130
三上幼稚園☎ 588-2672、℻ 588-0532　　　　　篠原こども園☎ 588-4907、℻ 586-8252
さくらばさまこども園☎ 588-0295、℻ 588-1257
中主小学校☎ 589-2012、℻ 589-2025　　　　　祇王小学校☎ 587-0129、℻ 587-2428
野洲小学校☎ 587-0062、℻ 587-2702　　　　　篠原小学校☎ 587-0179、℻ 587-2177
三上小学校☎ 587-0049、℻ 587-2245　　　　　北野小学校☎ 587-0058、℻ 587-2468
中主中学校☎ 589-2036、℻ 589-4978　　　　　野洲北中学校☎ 587-3693、℻ 587-6499
野洲中学校☎ 587-0341、℻ 587-6768

学校給食センター ☎ 589-1011、℻ 589-1022 所長　山本一郎

ふれあい教育相談センター ☎ 587-6925、℻ 587-2004 所長　川畑敏美

生涯学習スポーツ課 ☎ 587-6053、℻ 587-3835 課長　吉田芳行 別館 1階

スポーツ施設管理室 ☎ 587-3477、℻ 587-3276 室長　杉本源造 総合体育館内

野洲文化ホール☎ 587-1950、℻ 586-1563　　　野洲文化小劇場☎ 587-1950、℻ 586-1563
さざなみホール☎ 589-3111、℻ 589-3105
総合体育館☎ 587-3477、℻ 587-3276　　　　　中主 B&G海洋センター☎ 589-5100、℻ 589-5525
体育センター☎ 588-4980　　　　　　　　　　  なかよし交流館☎・℻ 587-6511

野洲図書館本館 ☎ 586-0218、℻ 587-5976 館長　宇都宮香子

野洲図書館中主分館☎ 589-3382、℻ 589-3382

人権教育課 ☎ 587-6059、℻ 518-1860 課長　藤池弘 野洲地域総合センター 2階

文化財保護課 ☎ 589-6436、℻ 589-5444 課長　進藤武 北部合同庁舎 2階

歴史民俗博物館 ☎ 587-4410、℻ 587-4413 館長　徳網克己
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