市営住宅入居者募集
■募集戸数…８戸（入居予定日／９月初旬）
９月初
初旬
■申込資格（主なもの）…
次の条件に、すべて該当する人
①市内に３か月以上住所があるか、市内に６か月以上勤務している人
②税金等を滞納していない人
③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
⑤住宅に困窮している人
⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間…
７月３日㈮〜13日㈪午前８時30分〜午後５時、土曜・日曜日は受付できません。※郵送不可
■募集箇所一覧
使用料
団地名
号棟
階
目的
構造
備考
（平成27年度）

１
２
３
４
５
６
７
８

木部団地
木部団地
新上屋団地
新上屋団地
新上屋団地
小篠原団地
永原第１団地
永原第2団地

1
1
3
1
2

2
2
2
3
2
3
4
2

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般(条件付単身可)

２DK
２DK
２DK
２DK
２DK
３DK
３DK
２DK

21,800円〜
21,800円〜
21,000円〜
21,000円〜
21,900円〜
16,100円〜
23,500円〜
8,300円〜

EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV無／駐車場有
EV無／駐車場有
EV有／駐車場有
EV無／駐車場有
EV無／駐車場有
EV無／駐車場無

○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
○使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法
令等の改正により、毎年変更される可能性があります。
○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。
○共益費が別途必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587−6322、FAX 586−2176

平成27年度明るい選挙推進啓発用作品募集
明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集
します。
●ポスターの部（１人１点）
応募資格…県内の小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校の児童・生徒
規格…38.2cm×27.1cm〜54.2cm×38.2cmで描画材料
は自由
応募方法…作品の裏面右下に市名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を明記
●標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法…はがきに、標語、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を明記
●四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者

規格…Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は問い
ません。
応募方法…作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりが
な）、年齢を明記
主催…県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会
市選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会
応募期間…９月11日㈮まで
問い合わせ…市選挙管理委員会（総務課内）☎587−
6038、FAX 587−4033
※県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には賞状およ
び副賞が贈られます。作品は自作で未発表のものに
限ります。入賞作品の版権は主催者側に属し、選挙
啓発に利用します。
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2015滋賀

第39回全国高等学校総合文化祭
（７/28〜８/１）
高校生の文化の祭典、滋賀県内各地で22部門の全
国大会が開催！！
野洲市では、次の３部門が開催されます。
マーチングバンド・バトントワリング部門
７/30㈭

野洲市総合体育館

吟詠剣詩舞部門
８/１㈯

野洲文化ホール

美術・工芸部門
７/28㈫

滋賀県レイカディア大学
第38期学生募集

びわこ総文

野洲文化ホール

※開会行事のみ。
作品展示は、滋賀県立近代美術館にて
（７/28〜８/１）

大会の詳細は、大会ホームページで！
びわこ総文

検

索

問い合わせ：第39回全国高等学校総合文化祭滋賀
県実行委員会事務局☎528−4601

新しい知識と教養を身につけ、地域の担い手となるた
め、レイカディア大学で学び、多くの仲間と新しい自分
に出会ってみませんか！
日程…平成27年10月〜平成29年９月（２年間）
会場…草津校（定員145人）
、米原校（定員70人）のいず
れか
対象…平成27年10月１日現在60歳以上の県内在住者で、
卒業後、学習成果を生かした地域活動等に意欲が
ある人。※過去に入学を許可された人は不可
学習内容…必修講座、選択講座（園芸学科、陶芸学科、
びわこ環境学科、地域文化学科、北近江文化学科、
健康づくり学科）
授業料…50,000円／年※教材費、傷害保険料、見学・研
修および自主活動等に要する経費は自己負担
申し込み・問い合わせ…７月24日㈮までに郵送で県レイ
カディア大学草津校（〒525−0072草津市笠山7−8−138）
☎567−3901
※募集要項や入学願書は市高齢福祉課、地域包括支援
センター、野洲市社会福祉協議会に設置しているほ
か、 び わ こ シ ニ ア ネ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジhttp://www.
e-biwako.jpからもダウンロード可能。

生涯楽習セミナー開催
日

時：７月18日㈯ 午前10時〜11時30分
受付午前９時30分〜当日会場にて
講 師：公益財団法人滋賀県人権センター
松浦 広明さん
テーマ：『子どもを取り巻くネット社会の現状
〜保護者や地域の大人にできることは〜』

対象者：市内在住・在勤者、定員90人
会 場：コミセンみかみ
受講料：無料
問い合わせ：生涯学習スポーツ課
☎587−6053、FAX 587−3835

湖南広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例案
（違反対象物にかかる公表制度）に関するご意見を募集します
重大な消防法令違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することによ
り、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象
物関係者による防火安全体制の確立を図ることを目的として、条例改正を検討しています。
【意見の提出期限】
７月31日㈮〜８月31日㈪午前８時30分〜午後５時15分
（郵送の場合当日消印有効、直接持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く）
※詳細については、湖南広域行政組合公式ホームページで確認してください。
また、湖南広域行政組合総務課、湖南広域消防局防災指導課および各消防署所で資料を閲覧できます。
【意見の提出・問い合わせ先】
湖南広域消防局防災指導課（〒520−3024 栗東市小柿三丁目１番１号）
☎552−8824、FAX 552−0988 電子メールアドレス：bousai@konan-kouiki.jp
※電話による意見提出は受付できません。また、意見提出者への個別の回答および事案に関係のない
意見・匿名意見の回答は行ないません。

9

広報やす

2015.7

使用済小型家電のリサイクルを始めます！
7月22日スタート！
家庭から排出されている使用済小型家電には、金やレアメタルといった貴重な資源が含まれていま
す。日本で１年間に廃棄されている小型家電は65万トン、そのうち有用な金属は28万トンあり、金
額に換算すると844億円にもなると言われています。
市ではこれらの有用な資源が再利用されるよう、使用済小型家電を一般のごみと分けて回収します。
限られた資源を無駄にしないよう皆さんのご協力をお願いします。

Ｑ 小型家電とは？
時計、カメラ、ゲーム機、携帯電話など、電源
や充電器、電池で動くすべての家電製品を言いま
す。ただし、家電リサイクル法の対象となってい
るテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機の
４品目は対象外です。

Ｑ 回収方法は？
専用ボックスによる回収と特定の日に特定の場
所に持ち込んでいただく拠点回収の二つの方法で
回収します。専用ボックスでの回収は、投入口に
入るサイズの家電に限られます。パソコンやビデ
オデッキ、炊飯器など、投入口に入らない家電を
出される場合は拠点回収（年２回実施）をご利用
ください。

Ｑ どのようにリサイクルされるの？
集めた小型家電は、国から認定を受けたリサイ
クル事業所へ引き渡されます。そこで破砕・分解・
選別されたあと、金属精錬事業所で金属が取り出
されます。取り出された金属は、メーカーで再使
用され、新しい商品となって私たちの元へ返って
きます。

Ｑ 個人情報が盗まれないか心配･･･
専用ボックスは施設内に設置し、家電を一度投
入すると取り出せない構造になっています。また、
国の認定を受けた「認定事業者」は、回収からリ
サイクルまで盗難対策を講じるなどしっかりと管
理します。

問い合わせ…環境課☎587−6003、FAX 587−3834

■ボックス回収について
◇ボックス設置日
７月22日㈬
◇ボックス設置場所
・市役所本館正面玄関
月曜〜金曜日：８時30分〜19時30分
土曜・日曜日、祝日：８時30分〜17時15分
・北部合同庁舎正面玄関
月曜〜金曜日（祝日は閉庁）：８時30分〜17時15分
土曜・日曜日：10時〜17時15分
・野洲図書館内市民活動支援センター入口
火曜〜日曜日（火曜〜金曜日の祝日は休館）：10時〜18時
◇ボックス投入口のサイズ 縦17.5cｍ×横28cｍ
※個人情報は事前に消去しておいてください。

■拠点回収を行います！
日時…７月26日㈰午前９時30分〜午後３時30分
会場…旧野洲市商工会館（北部合同庁舎向かいの建物）
回収品目…電源や充電器、電池で動く家電製品。
※テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機は
対象外。
回収方法…会場に設置された大型コンテナ（８㎥）
へ投入してください。
※個人情報は事前に消去しておいてください。
★同会場でリユース品の譲渡会も開催しています。
（11ページ参照）

■違法な不用品回収業者の利用はダメ！
一般家庭を回ったり、空き地などで家電や粗大
ごみを回収する業者のほとんどは、違法な不用品回
収業者です。このような業者に引き渡された不用品
の多くは国内外で不適正処理されたり、不法投棄さ
れたりしています。家庭から出た不用品は、地域の
ごみ集積所（小型家電は回収ボックス）へ出すか、
直接クリーンセンターへ持ち込みしてください。

● リユースにご協力をお願いします ●
粗大ごみ等の減量を目指し、
まだまだ使える物品のリユース（再利用）の推進を図っています。
粗大ごみ】
（たんす、机、チャイルドシートなど）
家具類、チャイルドシート等を粗大ごみとして出される場合、リユースに同意していただ
ける人は、右写真の例のように粗大ごみシールの氏名欄に「○」の記入をお願いします。
※リユースの意思表示があっても再利用が困難な物品については、リユース品として取り扱
いできない場合があります。
燃えないごみ】
（食器類、陶磁器類、バッグ類など）
野洲クリーンセンターへ直接搬入された食器類、陶磁器類、バッグ類等については、リユー
スの意思確認ができた物品の中から再利用可能な物品を選定します。
2015.7
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ごみの適正な排出について
暑い季節となり、ごみを出すに当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当たって、特に注意すべき事項をまとめましたので、適
正なごみ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。事業活動に伴って事
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。詳しくは、環境課までお問い合わせください。

●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。
※ごみの収集時間は、その日の収集内容やごみの量などにより変わりますので、ご理解をお願いします。
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。
※ごみ袋等への氏名の記入は、ごみの分別について責任をもって出していただくためにお願いするものです。
※ごみ袋の口は、しっかりと結びましょう。

●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方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「雑誌類」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。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、名前欄に「○」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」、「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、FAX 587−3834

野洲クリーンセンター
粗大ごみ処理施設工事期間

ごみ搬入抑制のお願い

７月24日㈮〜８月３日㈪

野洲クリーンセンターでは、上記の期間中、粗大ごみ処理施設の定期修繕工事を行いますので、粗大ごみおよび
燃えないごみの直接搬入はできるかぎり控えていただくようお願いします。
問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588−0568、FAX 586−2150

第15回 リユース物品無償譲渡会のお知らせ
リユース物品を展示し、希望者へ譲渡するイベントを下記のとおり開催します。
○日時：７月26日㈰午前10時〜（抽選は午前10時30分〜）
※今回は小型家電リサイクルの回収も同会場で行います。
○場所：旧野洲市商工会館（西河原2407番地）
※駐車は北部合同庁舎の駐車場をご利用くださり、道路横断の際は
横断歩道を渡り車に十分気をつけてください。
○対象物品：家具類・チャイルドシート・食器類・バッグ類・ベビーカー等
○対 象 者：市内在住、在勤者
○申し込み：１）リユース物品は何点でも申し込みができます
２）複数申し込みがあった物品は抽選の上決定します
○注 意 点：１）引き渡し後のリユース物品は返品できません
２）リユース物品の瑕疵責任は負いません
３）リユース物品の第三者への譲渡は禁止します
○問い合わせ：えこっち・やす「エコ資源部会」
事務局：環境課内☎587−6003、FAX 587−3834
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○地図

駐在所

旧野洲市商工会館

ペットを飼うときは…

ペットは大切な家族の一員です。近隣の迷惑にならないよう
に、飼い主はマナーを守り、きちんとしつけをしましょう！

犬を飼うときは…
・生後91日以上の犬には、年１回の狂犬病予防注射
の接種が義務付けられています。注射がお済みで
ない場合は、近くの動物病院で受けましょう。
・犬の散歩をするときは、必ずリード（引き綱）
を付けましょう。
・散歩中のフンは、必ず飼い主が責任をもって持
ち帰りましょう。近隣に迷惑をかけています。
また、尿をしたあとは、水をまくなど臭いが
残らないようにしましょう。
・犬のフンは、飼い主が持ち帰り、適正に処理し
てください。
・犬の放し飼いはとても危険です。他人に迷惑を
かけるので、鎖などでつないで飼うか、柵の中
で飼いましょう。
・飼い犬が迷子になっても飼い主がすぐにわかるよ
うに、首輪に鑑札、注射済票、飼い主の名前や電
話番号等が入った迷子札を付けましょう。飼い犬
が迷子になった場合や迷い犬を保護した場合は、
市役所環境課へすぐに連絡してください。
※つながれていない犬および飼い主の不明な犬は、
滋賀県動物保護管理センターで保護します。た
だし、市役所で一時的に保護する場合がありま

す。（市が保護した当日に飼い主と連絡が取れ、
執務時間中（８：30〜17：15）に引き取りに来られ
る場合等）

猫を飼うときは…
・猫を飼うときは、自由行動をさせているのが一
般的ですが、飼い主の目の届かないところで何
をしているか分かりません。道路・公園その他
公共の場所や他人の土地・所有物などを荒らし
たり、壊したりフンなどで汚したりしないよう
に気配りをしてください。
・猫の室内飼いは、ご近所とのトラブル回避だけ
でなく、交通事故や感染症、猫同士のけんかな
どの予防につながります。
・自分が責任を持って飼えない野良猫に安易にエサ
を与えないようにしましょう。猫が集まり、ふん
尿などで近隣に迷惑をかけることがあります。
フンの放置または、自ら飼育しない動物に食べ
物を与えることにより、周辺の市民等に迷惑をか
けた場合は、市の条例で２万円以下の過料に処せ
られることがあります。
問い合わせ…環境課☎587−6003、FAX 587−3834

平成27年度国民年金保険料
免除または猶予の申請を受付けます
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして年金機構による審査の結果承認されると、
保険料の納付が免除または猶予される「申請免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。平成27年度分
（７月〜来年６月）の受付は、７月１日㈬から開始します。
＜申請免除制度＞
本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、全額免除または一部免除が承認されます。
＜若年者納付猶予＞
30歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます（世帯
主の所得は審査の対象外です）。
問い合わせ…草津年金事務所 ☎ 567−2220
市保険年金課
☎ 587−6081、FAX 587−2177

「ねんきんネット」であなたの年金をかんたん確認
・ご自宅のパソコンやお手元のスマートフォンで、24時間いつでも最新の年金記録を確認することができます。
・これからの人生設計に合わせた働き方の条件を設定して、年金見込額を試算することができます。
・
「ねんきん定期便」や「年金振込通知書」など各種通知書を確認・ダウンロードすることができます。
・
「持ち主不明記録検索」機能で、持ち主不明記録などの中に一致する記録があるかどうか検索できます。
・
「ねんきんネット」のご利用には、ユーザＩＤの取得（ご利用登録）が必要です。
詳しくは「ねんきんネット」で検索
問い合わせ…ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル ☎0570−058−555
（※０５０から始まる番号でおかけになる場合は ☎03−6700−1144）
2015.7
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平成26年度個人情報保護制度と情報公開制度の運用状況
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のために情報公開制度
を設けています。
●情報公開制度運用状況

●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

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。

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
（内訳） 開示件数

（内訳） 公開件数

６件
１件

部分開示件数

５件

不開示件数

０件

訂正等請求件数

０件

※不服申立て件数

※公文書の公開請求件数

30件
14件

一部公開件数

15件

非公開件数

１件

※不服申立て件数

６件

問い合わせ…総務課☎587−6038、FAX 587−4033

０件

農地基本台帳
（８・１台帳）
の申告をお願いします

野洲市通学区域審議会の
結果について

８月１日を基準日として、農地基本台帳等の申告を
お願いします。７月下旬に農業組合長を通じて配布し
ます。
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。内容をご確認の上、提出いただ
くようお願いします。

「市三宅・行畑・野洲地区」地区計画区域内の通学

問い合わせ…農業委員会事務局
☎587−6007、FAX 587−3834

区域を見直すことについて、野洲市通学区域審議会
を開催したので、その結果をお知らせします。
１．審議会開催日時および開催場所
⑴５月28日㈭午後７時〜９時
⑵市役所本館３階第１委員会室
２．審議の結果
⑴諮問内容
当該地域の通園、通学区域について、
①小学校通学区域は野洲小学校から北野小学校へ
②中学校通学区域は野洲中学校から野洲北中学
校へ
③幼稚園通園区域は野洲幼稚園・さくらばさま
幼稚園から北野幼稚園へ
それぞれ見直しを行うことが主旨です。
⑵審議の結果
通学区域の見直しは地域と密接な関係があるこ
とから、関係自治会の意見を求めるべき、との意
見が出され審議は継続することとなりました。
※次回の審議会の結果についても同様に広報や
ホームページで公開します。
問い合わせ…学校教育課☎587−6017、FAX 587−3835
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野洲川下りを楽しみ、
魚つかみ、湖漁料理を味わおう

平成２７年
夏の災害予防運動実施中！

野洲川下り
日時…７月25日㈯ 午前９時30分集合
（雨天は26日）
集合場所…野洲川河口部の稲荷橋から堤防に入る
（詳細は下記センターにお問い合わせくだ
さい）
参加費…1,000円（会員500円）
持ち物…着替えの服装（濡れる場合あり）・網やバケ
ツ・ヒモ付きの靴
主催…野洲川でんくうの会

７月１日㈬から７月14日㈫まで
【 火事防止対策 】
１ 子供だけでの花火や火遊びはしない、させない！
２ バーべキュー等をした後は、火の後始末をしっか
りしましょう。
【 水の事故防止対策 】
１ 小さい波でも足をすくわれ、
溺れる危険があります。水辺
では絶対に子どもから目を離
さないようにしましょう。
２ 河川敷などでは天候と水位に十分注意し、危険を
感じたらすぐにレジャーを中止し、安全な場所に
移動しましょう。
【 熱中症対策 】
１ 炎天下の屋外だけではなく、屋

野洲川下りの魅力
１ 、野洲川に生息する魚を伝統的な漁法で捕まえる。
（生態調査）、投網練習
２ 、シ ジ ミ ご 飯 、シジミの味噌汁など湖魚の伝
統食を味わう。
３ 、野洲川の歴史の学習、自然観察、河川清掃な
ど、野洲川を愛護し、里川として親しめるよ
うにする。
2014年５月24日に獲れた魚 合計192匹
スゴモロコ100匹、ニゴイ24匹、カマツカ22匹他
申し込み・問い合わせ…
野洲川歴史公園田園空間センター（先着50人）
☎584−3321、FAX 585−5966
（午前10時〜午後３時 毎週火曜日は休館）

安全なまちづくりをめざして・守山警察署

内でも熱中症の危険が潜んでい
ます。暑い日に限らずこまめに
水分と塩分を補給しましょう。
２ めまいや吐き気など異常を感じたら…
①日陰など涼しい場所で休む
②十分な水分と塩分の補給
③体が熱い場合は、保冷剤などで体を冷やす。
④意識障がい、けいれん等の症状がみられた場合は、
救急車（119番）を要請する。
問い合わせ…湖南広域消防局
東消防署☎587−1119、FAX 586−2266
東消防署出張所☎589−3119、FAX 589−5421

夏休みにおける少年の非行防止

夏休みは、開放感や気のゆるみ等から子どもが非行に走ったり、犯罪被害に巻き込まれたりする傾向があります。
大人も「夏休みだから少しくらいいいだろう」といった心のゆるみがあるのかもしれません。
また、近年、24時間型社会の進展により子どもの夜遊びが増加傾向にあります。特に夏休み期間中は一年を通じて
夜遊び（深夜はいかい）で補導される少年が最も増える時期でもあります。
子どもが非行に走る前兆として
・態度や言葉づかいが荒っぽくなる
・服装や髪型が派手になる
・お金使いが荒くなり、見慣れない持ち物が増える
・夜間外出が増えたり、不良っぽい友達と遊ぶようになる
等の行動がみられる場合が多く、日常生活の変化を見逃さず、早期に問題点や原因を見つけることが大切です。
問い合わせ…守山警察署☎583−0110
2015.7
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