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野洲市消防団新体制へ

　野洲市消防団長の小山義弘さんが３月31日付け
で野洲市消防団を退団し、４月１日付で新団長と
して今井正三さんが山仲市長より任命されました。
また、副団長２人に加え、岩井和子さんが新たに
副団長に任命されました。
　４月４日には野洲市消防団任免式が挙行され、
退団者を見送り、新たに入団した10人を迎え新体
制となりました。
　地域の安心安全を守るため、そしてより良い消
防団活動を目指すために消防団員の確保に努めて
いきます。消防団の活動について市民の皆さんの
ご理解ご協力をお願いします。

左から小山前団長、岩井新副団長、山仲市長、今井新団長

【問い合わせ】湖南広域消防局東消防署
　　　　　　　☎587－1119、FAX586－2266

　市では、不法投棄の早期発見と未然防止およ
び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。

◇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。

学　区 氏　名（敬称略）

野洲学区 野村　輝夫 櫻井　正明

三上学区 山岡　尚文 田中　　明

北野学区 田中　康嗣 岩井　初男

祇王学区 山本　芳隆 栗田　和末

篠原学区 森　　善明 竹内　輝男

中里学区 阪本　芳秀 中島　　勝

兵主学区 木村　義雄 中谷　幸一

野洲市不法投棄監視員14人を紹介します

　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。
　市では、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！

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

平成27年度「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」
５月30日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）
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日時…７月22日㈬～８月25日㈫※土曜・日曜日、
８月10日㈪～14日㈮は休み
いずれも午前９時30分～午後４時
※会場までは原則各自で送迎してください。
会場…びわこ学園医療福祉センター野洲ほか
対象…小・中・養護学校生
利用料…１日500円
申込期間…６月５日㈮～26日㈮
■新規利用者への事前説明会
日時…７月２日㈭午前10時～
会場…野洲市人権センター２階　交流研修室

サマースクールボランティア同時募集！
　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。
その他…１日のみの参加も可。謝礼あり（１日
1,000円）、昼食あり。JR野洲駅から会場まで送迎
あり。
申し込み・問い合わせ…
同センター野洲☎587－1144、FAX587－4211

採用予定…①上級行政職８人程度　
　　　　　②保健師１人程度
受験資格… ①昭和60年４月２日～平成６年４月１
　　　　　　日に生まれた人
　　　　　②昭和60年４月２日以降に生まれた人
　　　　　  で保健師免許を有する人または平成
　　　　　　28年３月31日までに当該免許を取得
　　　　　　する見込の人
日時…７月26日㈰午前10時～

１次試験（択一式）…①教養試験
　　　　　　　　　　②専門試験
試験会場…野洲市総合防災センター（辻町488番
地）
申し込み・問い合わせ…６月26日㈮までに所定
の申込用紙に必要事項を記入し、人事課（〒520
－2395　野洲市小篠原2100－1、☎587－6088、
FAX587－4033）へ持参または郵送

障がい児サマースクール参加者募集！
　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。

　※申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか郵便で請求する場合は、封筒の表に「上級試
　験申込用紙請求」または「保健師試験申込用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（A4版に
　140円切手貼付・宛先記入）を同封。

　夏休み季節保育の児童を募集しています。
○申込書・案内書…各こどもの家（学童保育所）、市社

会福祉協議会、市こども課、市民サー
ビスセンターで配布しています。

○申込期限…６月17日㈬午後５時まで
○申込場所…市役所こども課
　　　　　　（※こども課での受付のみとなります）
○その他… 保育時間や保育料など詳しくはお問い合わ

せください。
○問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　　　市社会福祉協議会☎589－4683

　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
　６月14日㈰　三上・祇王・篠原・中里各学区
　６月21日㈰　野洲・北野・兵主各学区
　【予備日】　６月28日㈰
　　　　　　 実施予定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

こどもの家（学童保育所）
入所児童の募集

平成28年4月1日採用市職員募集
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【新上屋自治会】　このたび、新上屋自治会がこの助成を受け、自治会館を建設しました。
　　　　　　これにより更なるコミュニティ活動の活性化が期待されます。　　

（財）自治総合センターのコミュ二ティ助成事業の助成を受けて
自治会館の建設をしました

　納税推進課では、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実施しました。

問い合わせ…納税推進課☎587－6013、FAX587－2439

　雨天時、道路に「水たまり」があれば、歩行者に水がかからないよう、
注意して運転しましょう。
　運転者のマナーで快適な道路をめざしましょう。

問い合わせ…道路河川課☎587－6323、FAX586－2176

　○差し押え件数（50件）
　　　　　　　不動産　　　　　25件
　　　　　　　預金　　　　　　７件
　　　　　　　給与　　　　　　14件
　　　　　　　国税還付金　　　４件

　○差し押えにより徴収した金額
　　　　　　　　　　　　3,273,082円

平成26年度　
市税滞納者の差し押え実績

道路の「水はね」に注意しましょう

平成27年度　
銃砲刀剣類の登録審査日程

　美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式

銃砲等の古式銃砲および刀剣類は、銃砲刀剣類登

録審査会で審査を受け、「銃砲刀剣類登録証」の交

付を受ける必要があります。

■審査日程
①６月11日㈭…大津合同庁舎７Ｂ会議室（大津市
松本一丁目２番地１）
②10月８日㈭…県立文化産業交流会館第２会議室
（米原市下多良二丁目137番地）
③平成28年２月18日㈭…大津合同庁舎７Ｂ会議室
①②③いずれも午前10時～午後３時（昼の休憩時
を除く）

問い合わせ…県文化財保護課☎528－4672

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033
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国民年金からのお知らせ
■こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する
時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少な
くなったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。

届出が必要なとき 異動の内容 持参するもの 届出先

20歳になったとき
（厚生年金や共済年金加入者
を除く）

第１号被保険者となります。 ・印鑑
（本人自署の場合は不要） 住所地の市町村

退職したとき
（厚生年金や共済年金加入者
の場合）

第２号被保険者から第１号被保
険者になります。（第３号被保険
者に該当する場合を除く）

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳
・退職日が確認できる書類
　（退職証明書や離職票など）

住所地の市町村

配偶者に扶養されていたが、
配偶者が厚生年金、共済年金
を辞めたとき

第３号被保険者から第１号被
保険者になります。

・印鑑
　（本人自署の場合は不要）
・年金手帳
・ 被扶養配偶者でなくなった日
または配偶者の退職日が確認
できる書類

住所地の市町村

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　追納をおすすめします！　
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・若年者納付猶予・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ときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさ
かのぼって納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納されると、当時の保
険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　また、追納する場合には、先に経過した月の分から順次納めていただくことになります。
　問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

○特別弔慰金の趣旨
　戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の
礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国と
して改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族
に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰
の意を表するため、償還額を年５万円に増額するとと
もに、５年ごとに国債を交付することとしています。

○支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日
（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け
る人（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の
順番による先順位のご遺族お一人に支給。
　１．  平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等

援護法による弔慰金の受給権を取得した人

　２．戦没者等の子
　３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　　　※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している

こと等の要件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。

　４．  上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
（甥、姪等）

　　　※  戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた人に限ります。

○支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債

○請求期間　 平成27年４月１日から平成30年４月２日
　　　　　　（  請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金

を受けることができなくなります。）

○請求および問い合わせ
 社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第十回特別弔慰金が支給されます
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【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

第９回ストックウォーキング開催予定

スポ推トピックス
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。

～野洲市スポーツ推進委員協議会
　　　　　　　　イベント情報～

第５回ニュースポーツバイキング「楽しもうみんなで 動かそう身体を」

日時…６月21日㈰午前９時30分～午後３時
会場…総合体育館
対象…小学生以上ならどなたでも
　　　(小学生は保護者同伴でお願いします。）
内容…スリータッチ・ストックウォーキング・囲
碁ボール・ピロポロ・ダブルダッチ等（バイキン
グ形式で好きなニュースポーツを選択)※いつの
時間帯でも参加可。昼食、体育館シューズ持参
参加費…1人につき200円(傷害保険料含む)
申し込み・問い合わせ…
　　　　　　生涯学習スポーツ課☎587－6053

この催しの特徴・面白さ

　・家族の参加が多い
　・シニアの人も友人たちと多く参加
　・障がい児者や介助が必要な人も参加できる
　・様々なニュースポーツが楽しめる

日程…11月７日㈯　会場…野洲川河川公園

この催しの特徴・面白さ

・お手軽にしっかり運動できる　・ニュースポーツも楽しめる　・どなたでも参加できます

」

加

オクトーバーフェスト＆ジャズフェス
  in 野洲 2015 ～秋の収穫祭～

　ビールの本場ドイツで開催されるビアフェスと“野洲のおいしいもん”を楽しみながら自由な音楽でみん
なで盛り上がれるジャズフェスによる２つのフェスが野洲で一つになります。野洲駅南口にてクオリティーの
高い音楽イベントと人と人がつながる地域のにぎわいを持って、心ひとつに皆さんをお迎えします。

●日時…９月26日㈯午前11時～午後８時
　　　　　　27日㈰午前11時～午後７時
　※入場無料（飲食は有料です）

●会場…ＪＲ野洲駅南口前　特設会場

　このイベント実施にご賛同いただける企業、事務所、
商店、個人、サークルなど皆さんからの温かいご支援・
ご協力をよろしくお願いします。
●協賛金…１口　1,000円
●受付締切…７月31日㈮17時まで

協賛金のご協力をお願いします

問い合わせ…オクトーバーフェスト＆ジャズフェス in 野洲2015 実行委員会
　（野洲市商工会内）☎589－4880、FAX589－5380

参加者募集中
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　「 やすっこフェスタ」、および「野洲川大花火大会」は、皆さんのご協力による募金や企業や商店、各
種団体の協賛金により開催しています。みなさんの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いします。
■開催日…７月25日㈯　※予備日：７月29日㈬
■協賛金受付・問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会事務局（野洲市役所 商工観光課内）
　　　　　　　　　　　　　☎587－3710　※８：30～17：15（土曜・日曜日、祝日は休み）

「やすっこフェスタ＆野洲川大花火大会

2015（仮称）」開催のお知らせ
～野洲の夜空を彩る花火に、協賛金のご支援・ご協力をお願いします～ 

■販売内容…10,000円で12,000円分の商品券１セット（500円券24枚綴り）          
 　　　　　  １人につき３冊まで購入可能で、使用期間は７月11日㈯～12月31日㈭です。
■販売総数…21,000冊発行
■申込方法…応募申請ハガキにてお申し込みください。応募多数の場合は抽選を行います。なお、５月下
　　　　　　旬に郵便により、申込方法、応募申請ハガキおよび使用可能店舗等の情報を全世帯に送付し
　　　　　　ていますので、内容等をご確認ください。
■申込締切日…６月19日㈮商工会必着。
■問い合わせ…取扱店舗等詳細については、野洲市商工会ホームページまたは電話でご確認ください。
　　　　　　野洲市商工会　☎589－4880　※８：30～17：15（土曜・日曜日、祝日は休み）　　

◆防災意識の高揚　～梅雨・台風シーズンに備えて～
　 　近年の大雨の特徴として、短時間における「局地的大雨」が急激な浸水や濁流を引き起こし、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。
　　特に、立体交差の下を通る道路（いわゆるアンダーパス）において、急激な浸水による冠水等が心配されるところです。
　　梅雨・台風のシーズンを迎え、予想しがたい気象状況等に備えて、普段から防災対策を考えてください。

　問い合わせ…守山警察署☎583－0110

野洲市プレミアム付商品券発行のお知らせ

・ 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、アンダーパスの場所
等を危険箇所として事前にチェックしておく
・避難場所、避難経路を事前に検討しておく
・テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話等で気象情報を入手する
・関係機関から出される注意事項や避難等の指示に従い、危険だと感じたら、早めに安全な場所に避難する
・懐中電灯、着替え、保存食品等を準備しておく
・家族との連絡方法を決めておく などを平素から心掛け、いざという時には確実に実践することが大切です。

大雨や台風の被害から身を守るためには、

安全なまちづくりをめざして・守山警察署


