
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
11月16日㈪～22日㈰

　暴力は、性別や、加害者・被害者の間柄を問わず決して許され
るものではありません。特に、配偶者等からの暴力、いわゆるド
メスティック・バイオレンス（DV）や性犯罪、ストーカー行為、
売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー等女性に対す
る暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参
画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
　女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることか
ら、今一度、女性の人権を尊重することについて考えてみましょう。

▶相談内容： 夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめ、セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど、
女性をめぐる様々な人権問題

問い合わせ…大津地方法務局人権擁護課☎522－4673　※相談は無料で、秘密は厳守します。

　仕事、家庭、地域生活、個人の自己啓発
などさまざまな活動について、自らの希望
に沿った形でバランスを取りながら展開で
きる状態、すなわち仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）が実現できる社会
づくりに向けて、環境を整えていくことが、
今、求められています。
　皆さんも、家庭や地域、職場でのワーク・
ライフ・バランスの取組を推進しましょう。

女性に対する暴力をなくす運動

11月12日～25日
11月は「仕事と生活の
調和推進月間」です！

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041平成26年「野洲市 男女共同参画に関する市民意識（実態）調査」より
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子どもの健康づくり教室
        －子どもの心を知り、

毎日の育児を楽しみませんか－
講師…日比野英子さん
　　　（京都橘大学 健康科学部長／
　　　臨床心理士）
受付…午前９時15分～
　　　教室開始午前９時30分～正午
場所…野洲市健康福祉センター（野洲市辻町433－1）
対象…乳幼児とその保護者
　　　（定員40組、事前の申し込み要）
内容…臨床心理士の講話（グループワークもあります）
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…
　　　健康推進課 ☎588－1788、FAX586－3668

第１回

11/26
（木）

発達年齢にあった
認めかた・ほめかた・叱りかた

第２回

12/14
（月）

きょうだい関係の

対応のコツ
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＝野洲市の青少年健全育成に関する行事＝

■まちぐるみで愛の声かけ運動

日時…11月２日㈪午前７時30分ごろから
会場…市内の通学路
■はつらつ野洲っ子育成フォーラム

日時…12月５日㈯午後１時30分から
会場…コミセンきたの
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835
　　　　　　Eメールsyougai@city.yasu.lg.jp

11月は「労働保険適用促進強化期間」

　近年、子どもが犯罪の被害者
となる痛ましい事件が多発する
など、青少年を取り巻く環境への
懸念が高まっています。また、非
正規労働の若者が増加し、フリー
ターやいわゆるニートの数も高
止まりの状態が続いているなど、
困難を有する子ども・若者の問題は依然として深刻で
す。「育てよう健やかに　支えようみんなで」をスロー
ガンに、次代を担う子どもや若者がのびやかに成長で
きるようご協力をお願いいたします。

11月は「子ども・若者育成
支援強調月間」です

　火災が発生しやすい時期を迎
えるにあたり、火災予防の 啓発
を図ることで、火災の発生を防
止し、火災による財産の損失お
よび死傷者を発生させないこと
を目的に実施します。
住宅防火～いのちを守るポイント～

１. 逃げ遅れをなくすため、住宅用火災警報器を設置
しましょう。設置している人は、点検と交換時期
に注意しましょう。

２. コンロ等を使用している時は、その場を離れないよ
うにしましょう。離れる時は、必ず火を消しましょう。
【第44回湖南広域消防局防火ポスター展】

　入賞した市内の小学生のポスターを展示していま
すので、どなたでもご自由にご覧ください。
期間…11月１日㈰～15日㈰
場所… 野洲市総合防災センター・湖南広域消防局

東消防署１階（野洲市辻町488番地）

問い合わせ…湖南広域消防局
　　　　　　東消防署☎587－1119、FAX586－2266
　　　　　　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421

平成27年秋の火災予防運動！

11月９日㈪～15日㈰

ピーッ
 ピー

ッ

　労働保険（労災保険と雇用保険）は、職場の皆さんが安心して働くため、政府が管理・運営している保険制度
です。労働者（パート・アルバイトを含む）を１人でも雇用する事業主は、業種や規模の大小にかかわらず、す
べて労働保険に加入することとなっています（農林水産の一部の事業は除く）。
　まだ加入手続をしていない事業主は、今すぐ大津労働基準監督署・ハローワーク草津（草津公共職業安定所）
で加入手続をしてください。
問い合わせ… 滋賀労働局☎522－6520、大津労働基準監督署☎522－6641、ハローワーク草津☎562－3720 

　滋賀県が野洲駅前交差点付近で電柱地中化工事の一環
として、妓王井川の下に横断管を敷設されます。   
　工事実施にあたり、皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
○工事期間…平成２８年８月下旬まで（日曜日、祝日、　
　　　　　　年末年始を除く）
○工事内容…電線地中化工事（推進工事、電線共同溝工事）
〇交通規制…車両片側交互通行　（午前9時～午後5時）

県道野洲停車場線の工事のお知らせ

国道 8号→
県道野洲停車場線

JR
野
洲
駅

↑
篠
原

妓
王
井
川

守
山
↓

滋賀
銀行

野洲
市役所

野洲駅前
交差点

工事区間

賀

◆問い合わせ◆
滋賀県南部土木事務所道路計画課☎567－5440

暮らしの情報
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野洲図書館
本のリサイクル市

　不用となった本や雑誌を、無料でお譲りします。
日時… 11月14日㈯～15日㈰　いずれも午前10時～午後

６時
会場… 市民活動支援センター活動室（野洲図書館本館

内）
※ 事前の取り置きや、用意できる本のタイトルの確認
にはお答えできませんので、ご了承ください。

問い合わせ･･･野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

◆市税等の納付がないと…
（軽自動車税、市県民税、固定資産税、国民健康保険
税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等）
納期限までに納付されないと、延滞金が加算されたり、
督促手数料をいただきます。
 【延滞金】
　平成27年１月１日から地方税に係る延滞金の割合を
見直しました。延滞金9.1％（納期限後１か月以内の
延滞金2.8％）
　＊ 延滞金の割合は、特例基準割合に年7.3％を加算

した割合とします。
　＊ 納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間

については、特例基準割合に年１％を加算した割

合とします。
　＊ 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、

またはその全額が1,000円未満のときは、その端数
金額またはその全額を切り捨てます。

 【督促手数料】
　定められた納期限から概ね20日以内に納付の確認が
できない場合は、督促状を発送します。督促状を発し
た日の翌日から100円を徴収します。 
問い合わせ…
　（市税）納税推進課☎587－6013
　（介護保険料）高齢福祉課☎587－6074
　（後期高齢者医療保険料）保険年金課☎587－6081

市税等の納め忘れはありませんか？

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練
11月25日㈬ 午前11時ごろ

　地震・津波や武力攻撃などの災害に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート※）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。

野洲市が当日実施する訓練は次のとおりです。
情報伝達手段 内　　容

防災行政無線

　市内85か所に設置してある防災
行政無線から、毎月17日に実施し
ている定時試験放送と同じ程度の
音量で、次の放送内容が一斉に放
送されます。
【放送内容】
①上りチャイム音
②「これは、テストです。」×３回
③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」
④下りチャイム音

注）
● 防災行政無線以外の情報伝達（データ放送、緊急
速報メール等）は行いません。
● 災害の発生状況、気象状況などによっては、試験
を中止する場合があります。

（※）Ｊアラートとは、地震・
津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から市区町村へ、
人工衛星などを通じて瞬時
にお伝えするシステムです。
問い合わせ…生活安全課
☎587－6089、FAX587－4033

　野洲図書館（本館）内で、国立国会図書館がデジタ
ル化した資料のうち、絶版等で入手困難な資料について、
閲覧や複写ができるようになりました。これまで国立国
会図書館内でしか閲覧できなかった資料が、野洲図書
館（本館）でご利用いただけます。
　詳しい利用方法については、野洲図書館（本館）ま
でお問い合わせください。
問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

国立国会図書館「デジタル化
資料送信サービス」開始
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平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

事業主の皆さんへ　

　～滋賀県と県内すべての市町から重要なお知らせ～

　滋賀県と県内すべての市町では、一定の理由
に該当する場合を除き、平成28年度から所得税
の源泉徴収義務があるすべての事業者に対して、
個人住民税の特別徴収による納入を徹底するこ
とになりました。
　特別徴収制度は、給与支払者（事業者）が所
得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う
給与から個人住民税（市町民税、県民税）を徴
収（引き去り）し、納入していただく制度です。
　地方税法および各市町の条例により、給与を
支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義
務者として、個人住民税を特別徴収していただ
くことが義務付けられています。
　なお、従業員が常時10人未満の事業者は、申
請により、通常12回の納期を２回にすることが
できます。詳しくは市税務課にお問い合わせく
ださい。

 特別徴収のメリット 
■給与所得者（従業員）は…
◎毎月、給与から徴収されるため、納め忘れがありません。
◎ 納税のために、納期ごとに金融機関に出向く必要がありません。
◎ 納期が、普通徴収（納付書、口座振替による納付）の４回
に比べ、特別徴収は12回であることから、１回当たりの負
担が少なくて済みます。
■給与支払者（事業者）は…
◎ 市町が税額の計算を行うため、税額計算の必要がなく、市
町が通知する税額を引き去るだけで済みます。

【問い合わせ】
▽特別徴収の手続きなどについて…
　市税務課☎587－6040、FAX587－2439
▽特別徴収強化の取り組みについて…
　県税政課☎528－3215、FAX528－4819、
　県南部県税事務所☎567－5407、FAX566－0439

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告
において全額が社会保険料控除の対象となりま
す。その年の１月１日から12月31日までに納付し
た保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付し
たことを証明する書類の添付が義務付けられてい
ます。
　このため、平成27年１月１日から９月30日まで
の間に国民年金保険料を納付された人は、「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」が11月上
旬に日本年金機構本部から送付されますので、年
末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（また
は領収証書）を添付してください。

　また、10月１日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付された人は、翌年の
２月上旬に送付されます。
　なお、「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」についてのご照会は、控除証明書のはがき
に表示されている番号にお問い合わせください。
　その他、ご不明な点については、下記の電話番
号までお問い合わせください。
控除証明書専用ダイヤル
　　　　　　（11月２日～平成28年３月15日）
　☎0570－058－555（ナビダイヤル）
　050から始まる電話でおかけになる場合は
　☎03－6700－1144

　通知カード（12桁の個人番号を通知するカードです）は、野洲市では、11月中旬から住民票
の住所へ、世帯毎に簡易書留で郵送される予定です。不在などにより通知カードを受け取れな
い場合は、市役所に返戻され、市民課でお預かりします。後日、普通郵便でお知らせしますの
で受け取りにきていただくことになります。
　個人番号カード、通知カードに関連するお問い合わせは、野洲市マイナンバーコールセンターまで
（☎0570－03－3348）土曜・日曜日、祝日、年末年始除く午前８時30分～午後５時15分

　　マイナンバー（個人番号）制度のお知らせ

暮らしの情報
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家棟川・童子川・中ノ池川に

ビワマスを戻すプロジェクト

記念フォーラムの開催

　同プロジェクト結成および「NPO法人家棟川流域
観光船」水環境文化賞受賞を記念しフォーラムを開催
します。
　家棟川流域の現状とビワマスが遡上するための課題
や対策について、事例発表を受けながら、水と生き物
に配慮した水環境について考えます。

日時…11月22日㈰
　　　　午後２時～４時
場所…コミセンぎおう
内容… 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤主任

研究員による講演ほか
※参加費、事前申し込みは不要
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

野洲健康マラソン大会

日時… 12月６日㈰午前９時30分～開会式 
（受付／午前８時45分～９時15分）※雨天決行

会場…野洲川河川公園陸上競技場
対象…市内在住・在学・在勤者（小学生以上）
内容…小学生２㎞、中学生３㎞、親子２㎞
　　　一般4.2㎞、8.4㎞等
参加費…100円
申し込み・問い合わせ…11月27日㈮までに参加費を添
えて野洲市体育協会事務局（北部合同庁舎内）
☎・FAX589－3381
（午前９時～午後４時
　火曜日・祝日休み）

円山古墳・甲山古墳
石室・石棺特別公開

　保存のため公開を制限している国史跡の円山古墳と
甲山古墳について、石室内部と巨大な刳
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を公開します。また主要な副葬品についても桜生史跡
公園案内所にて公開します。
日時…11月８日㈰午後１時から３時※小雨決行
場所…桜生史跡公園内※同公園案内所で受付
対象…どなたでも
参加費…無料※文化財保護課職員が説明します
問い合わせ…文化財保護課☎589－6436、FAX589－5444

日時… 11月14日㈯午前10時～11時30分 
（受付／午前９時30分～）

講師…ＵＣＣ滋賀工場職員
テーマ…『おいしいコーヒーの入れ方』
対象者…市内在住・在勤者
定員…60人
会場…コミセンきたの
受講料…無料
申し込み・問い合わせ…当日、会場で受付
　生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

　国の名勝に指定されている兵主大社庭園をライト
アップします。池に映り込む紅葉などの美しさは見事
です。
　期間中の土曜・日曜日、祝日は、ミニコンサートや
舞楽、お笑いライブなどを開催します。昼間とは違っ
た景色をお楽しみください。
日時… 11月13日㈮～29日㈰いずれも午後５時～９時

（入園は午後８時30分まで）
入園料…大人500円、高大生300円、中学生以下無料
問い合わせ…野洲市ライトアップ事業実行委員会（商
工観光課内）☎587－6008（土曜・日曜日、祝日は休み）

第12回兵主大社庭園

紅葉ライトアップ
　バスを利用して東近江市まで研修に出かけます。
　研修や昼食を共にしながら、介護について学び、語
り合いませんか？
日時…11月20日㈮午前８時30分～午後４時
行き先…① 研修会「徘徊保護訓練について（仮）」…

東近江市福祉センター「ハートピア」  
（東近江市今崎町）

　　　　②交流会…一休庵本店（甲良町池寺）
対象者…市内在住で介護に関心のある人、30人程度
参加費…1,300円（昼食代）
申し込み・問い合わせ…11月16日㈪午後５時までに地
域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

家族介護支援事業

研修会と昼食交流会

生涯楽習セミナー開催
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　三上山東隣りの低い山が天山（北桜山）です。山中
に眠る太古の古墳群を訪ねる登山で、稜線に登るとす
ばらしい展望地が多く、湖東から湖北の眺望も楽しめ
ます。
日時… 11月28日㈯午前９時（集合）～午後３時　 

※雨天中止
場所…近江富士花緑公園内の植物園駐車場に集合
対象…小学校４年生以上、先着30人
内容… 植物園→北桜不動堂→古墳群→展望台→天山山

頂（昼食）→古墳群→びわこ学園道→植物園  
※歩程約3.5km

主催… えこっち・やす（環境基本計画推進会議）自然・
山部会

持ち物… 長袖上着、長ズボン、軽登山靴、帽子、手袋、
タオル、弁当、水筒、雨具、杖（必要な人）

申し込み・問い合わせ…11月13日㈮までに住所、氏名、
年齢、電話番号を郵送、電話、ファクスのいずれかで
農林水産課（〒520－2395野洲市小篠原2100－1）
☎587－6004、FAX587－3834
（当日の☎090－7756－1792飯田）

　市三宅地先の旧野洲川北流跡には、整備が進み、散
策もできる自然豊かな森があります。森を巡り、森の
ひろばでは櫓

やぐら

登りや竹の貯金箱作りをし、竹筒で炊い
たご飯や薪

たき

火
ぎ

で焼き芋を楽しみます。
日時… 11月22日㈰午前９時～正午ごろ

※雨天の場合23日㈷
受付・集合… 市三宅地先　野洲川自然の森（市道市三

宅竹生線そば）　
対象… 幼稚園年長者・小学生およびその保護者、先着

15組（申し込み要）
参加費…無料
持ち物・服装… 飲み物、タオル、軍手、筆記用具、拾っ

たどんぐりや木の実などを入れる袋・
山歩きの服装（長袖、長ズボン、帽子、
運動靴など）　　

主催… えこっち・やす（環境基本計画推進会議「水と
緑・安心の野洲」）緑の推進委員会

共催…やす緑のひろば
申し込み・問い合わせ…11月13日㈮までに住所、氏名、
年齢、連絡先（電話・ファックス番号）を都市計画課
☎587－6324、FAX586－2176

天山の古墳探索登山野洲川自然の森・ふれあいイベント
～森巡り、竹細工、竹飯や焼き芋を楽しもう～

平成２７年度　歳末たすけあい募金配分事業
　市社会福祉協議会では、下記の世帯を対象にした要保護世帯支援事業および福祉施設を対象にした福祉
施設等助成事業を実施します。
 要保護世帯支援事業 
● ひとり親世帯（両親がなく、祖父母等が養育している世帯を含む） 
次の①②ともに該当する世帯　①18歳未満の子どもがいる　②一定の収入がない

● 高齢者のみの世帯（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む） 
おおむね75歳以上で、年金（国民年金に限る）収入のみで生計を立てている世帯

● 障がい者世帯 
常時、障がいのある人を介護する必要があるため、就労が困難であり一定の収入がない世帯

　※ 障がい者とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人
● 疾病等による要介護世帯 
常時、疾病等のある人を介護する必要があるため、就労が困難であり一定の収入がない世帯

● 東日本大震災で被災し野洲市に避難してきた世帯 
※被災したことが証明でき、平成27年10月１日現在で３か月以上野洲市に在住していること

申請方法… 11月20日㈮までに各地区の担当民生委員児童委員へ相談してください。各地区の民生委員児童
委員から同協議会に申請します。

 福祉施設等助成事業 
●野洲市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）
申請方法…11月20日㈮までに施設および団体から同協議会に申請してください。
【支給額】
　いずれも助成額等については、歳末たすけあい募金配分委員会にて決定します。
問い合わせ…野洲市社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

暮らしの情報
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安全なまちづくりをめざして・守山警察署

◆指名手配被疑者の発見、
逮捕にご協力を！

　８月末現在、全国の警察から指名手配されているの
は、警察庁指定重要指名手配被疑者を始めとして、約
722人に上っています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件、暴行、
傷害等の粗暴事件、窃盗事件、詐欺、横領等の知能犯
事件などに関して手配されており、再び犯行を行うお
それがあります。
　警察では、11月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜
査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組
んでいるところです。
　この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、
皆さんのご協力が是非とも必要です。
　指名手配被疑者によく似た人を見かけたとか、知っ
ているなどといった情報が
あれば、どんなわずかなこ
とでも結構ですので、警察
に通報していただくようご
協力をお願いします。
問い合わせ…
守山警察署☎583－0110

　県地球温暖化防止活動推進センターでは、『うちエ
コ診断』を実施しています。エコ診断士（環境省公
認資格）が、あなたの家のエコロジー度を判定し、
省エネ対策を実施した場合の、「光熱費の削減額」や
「費用対効果」をわかりやすくアドバイスします。
　問い合わせ・申し込みは、県地球温暖化防止活動
推進センター☎569－5301、または、ホームページ
内「うちエコ診断」をご覧ください。（http://www.
ohmi.or.jp/ondanka/01center/0107shoene/0107shoen
eindex.html）

『うちエコ診断』（無料）
のご案内

～市民の省エネ・節電の取り組みを応援します～
～皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします～

　（一財）守山野洲勤労福祉サービスセンターは、地
元企業の事業主と従業員の皆さんのための福利厚生事
業を担う団体です。
内容…
● 各種大型テーマパーク、文化・芸術・体育施設、宿
泊施設の利用補助など、割安な福利厚生サービスが
受けられます。

●結婚、出産、就学祝金や傷病見舞いの給付など
●生活、住宅、教育資金の貸し付けなど
申し込み・問い合わせ…（一財）守山野洲勤労福祉サー
ビスセンター（守山市浮気町300－24ライズヴィル都
賀山内）☎581－2408
※入会申込は次のところでもできます。
　野洲市観光物産協会（商工観光課内）☎587－3710
　野洲市商工会☎589－4880

ご存知ですか！？

私たちのまちで働く
皆さんの互助会制度

犯罪被害者週間
11月25日~12月１日

　犯罪被害者やその家族、遺族が置かれている状況を
理解するとともに、被害にあった人々が再び平穏に過
ごせるよう、私たち一人ひとりの配慮が必要です。
　周囲の人の無責任なうわさ話や興味本位の質問な
ど、被害者を傷つけないように配慮することが求めら
れます（二次的被害の防止）。
☆犯罪被害にあった人やその家族へ

　ひとりで悩んでいませんか？困っていること、不安
なこと、なんでも安心してご相談下さい。個人の秘密
は固く守られます。
●滋賀県犯罪被害者総合窓口 ☎525－8103
●犯罪被害者サポートテレホン ☎521－8341
※相談時間：月曜～金曜日　午前10時～午後４時
（祝日・年末年始を除く）
●性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖　ＳＡＴＯＣＯ

　◆24時間ホットライン ☎090－2599－3105
問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

最低賃金改定のお知らせ
　滋賀県最低賃金は、10月８日から１時間764円とな
ります。
　常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所
に雇用されるすべての労働者に適用されます。最低賃
金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改
善に重要な役割を果たしています。
問い合わせ… 滋賀労働局賃金室☎522－6654

大津労働基準監督署☎522－6641
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