
平成27年度 「第２回
まちづくり井戸端
座談会」の開催

　広報記事や市政運営などで話題になっ
た、市民の皆さんに関心の高いトピック
スを集約して、最新の情報をお伝えした
り意見を交換したりする「まちづくり井
戸端座談会」を下記日程で開催します。
市内にお住まいの人や通勤通学をされて
いる人ならどなたでも参加できますの
で、お気軽にお越しください。

日時…10月30日㈮午後７時～８時30分
会場…市役所本館３階第１委員会室
内容…①（仮称）野洲市立病院整備について
　　　②児童虐待の防止について
　　　③債権の管理体制および手法の整備
　　　　について
問い合わせ…企画調整課 
　　　　　　☎587－6039、FAX586－2200

行政相談週間　10月19日㈪～25日㈰
　行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手として、国の事務（国
道、一級河川、年金、健康保険、生活保護、雇用保険、労災保険、
戸籍、登記、国税など）に関する苦情などの相談を受け付け、助
言や関係行政機関に対する通知などを行っています。
　困ったときは、気軽に行政相談委員までご相談ください。相談
は無料・予約不要・秘密厳守です。

「わたしのまちの行政相談委員」
　奥山善昭さん ☎587－1543　古川邦彦さん ☎589－2330

相談日…毎月第３火曜日
場所…市役所本館１階相談室
問い合わせ…市民生活相談課 ☎587－6063、FAX586－3677
　　　　　　滋賀行政評価事務所行政相談課 ☎523－1100
※インターネットによる行政相談も受け付けています。
ホームページhttps://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

柿ノ木原踏切歩道拡幅工事伴う市道１号線の通行止め等について

ご存じですか？

行政相談委員

　市道１号線の高木地先にある柿ノ木原踏切は、市立篠原
小学校および篠原こども園の通学（園）路ですが、踏切内
に歩道が未整備であるため、安全が確保できていない状態です。
　そのため、踏切内に幅員約2.5ｍの歩道整備を行い、児童
および一般歩行者の安全を確保するため、通行制限を行い
ます。
　工事期間中ご迷惑をおかけすることになりますが、ご協
力いただきますようお願いします。
【制限内容等】
制限の期間…平成28年２月28日（予定）まで
制限方法（時間）…夜間（午後11時～午前６時）通行止め
制限予定日…10月３日、４日、６日～25日、27日、29日～31日
　　　　　　※11月以降は未定です。
　　　　　　※通行止めによる規制日は、現地のお知らせ
　　　　　　　看板、市広報、市ホームページでご確認く
　　　　　　ださい。
　　　　　　※天候、工程により規制日が変更になる可能
　　　　　　　があります。
工事実施者…西日本旅客鉄道株式会社、市道路河川課
その他… 同工事に伴い、昼間（午前９時～午後５時）につ

いても、断続的に片側交互通行により通行制限を
行います。

問い合わせ…道路河川課 ☎587－6323、FAX586－2176
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図書館まつり開催！
■Yuri×Meri読み聞かせライブ
　姉妹ユニット・Yuri×Meriによる、音楽と絵本の
コラボレーションライブをお楽しみください／午後
２時～／ホール

■ライブラリーシアター「かわいいミッフィー」
　今年で誕生60周年をむかえるミッフィーのお話を
上映します（途中入場可）／午前10時30分～／ホー
ル

■本のカバーかけ講座
　図書館の本と同じカバーのかけ方を教えます。１
人１冊。無料（布製や和綴の本には向きません）／
午前10時～正午／会議室

■ディスカバー書庫！
　普段は見ることのできない書庫の棚を特別公開し
ます（対象：中学生以上）／午前10時～正午／図書
館相談カウンター付近

■図書館クイズ・まなちゃんをさがせ！
　館内にかくれているフクロウのまなちゃんを探し
て、クイズにこたえてね！／図書館閲覧室

■しおりを作ろう
　オリジナルのしおりを作ってみませんか（対象：
小学生以上、大人可）／午後３時～４時／図書館閲
覧室

■絵本の広場
　図書館員おすすめの絵本がズラリとならびます。
お子さんと気軽に絵本を楽しんでみませんか？／お
はなしコーナー

■安藤紳次写真展
　野洲図書館の四季のうつりかわりをとらえた写真
を展示します／ロビー

問い合わせ…野洲図書館 ☎586－0218、FAX587－5976

日程…10月31日㈯　会場…野洲図書館本館

　野洲市の人づくりは、「郷土に根ざして、世界に
羽ばたく人づくり」を基本目標として、誰もが生
涯にわたって学習を深めていくことができる、い
わゆる生涯学習社会の構築をめざします。
　11月は、地域・市・学校・園と市民こぞって教
育を考え、行動することを促進する月間です。地
域においては各コミセンを中心とした活動が展開
されるほか、市や学校・園についても保護者･地域
住民を対象にさまざまな事業を開催します。事業

の詳細については、市のホームページ等でも紹介
していますので、ぜひ参加して下さい。

◎地域において、市民こぞって参加しよう!
◎市において、生涯学習を拡充しよう!
◎学校・園へ行こう!

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

11月１日 は ｢野洲市 教育の日｣ です！

●保守点検
　機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを
行います。家庭用の浄化槽では、３～４か月に１
回以上行ってください。
　浄化槽の保守点検には、専門的な知識や技術を
必要としますので、滋賀県の登録を受けた保守点
検業者に依頼してください。
●清掃
　浄化槽を使用していると、汚泥などがたまって
きます。清掃は、浄化槽内部にたまった汚泥など
を抜き取ります。年１回以上行ってください。

10月１日 は 「浄化槽の日」 です

●法定検査
　浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認
するための検査です。保守点検や清掃とは別に年
１回受検する必要があります。

※ 浄化槽を廃止したときは、浄化槽の使用を止め
てから30日以内に「浄化槽廃止届書」を環境課
まで必ず提出してください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX 587－3834

　浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして、放流する排水処理施設です。
　浄化槽は、適正な管理を行うため、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。

暮らしの情報
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（１）高齢者インフルエンザ予防接種
接種期間…12月31日まで
対象者…①市内在住の満65歳以上の人
　　　　② 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れる程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障がいがある人。

接種費用… 1,300円　※この期間以外の接種費用は実費負担。生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２
週間前までに健康推進課で手続きをすると無料（要印鑑）

（２）高齢者肺炎球菌予防接種
接種期間… 平成28年３月31日まで　※この年度に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い

（全額自己負担）となります。
対象者…①平成27年度に次の年齢になる人

年齢 対象生年月日
65歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれ
70歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生まれ
75歳 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれ
80歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生まれ

年齢 対象生年月日
85歳 昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日生まれ
90歳 大正14年4月2日～大正15年4月1日生まれ
95歳 大正 9年4月2日～大正10年4月1日生まれ
100歳 大正 4年4月2日～大正 5年4月1日生まれ

　　　　② 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ
れる程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障がいがある人。

接種回数…１回
接種費用… 2,500円　※生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２週間前までに健康推進課で手続きをす

ると無料（要印鑑）
ご注意ください！
※ 高齢者の肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ワクチン）を５年以内に接種されたことのある人は、再接種すると注
射部位が痛くなる、赤くなる、硬くなる等の副反応が強く現れやすいと言われています。

※ 対象者年齢であっても、過去に成人用（高齢者用）肺炎球菌ワクチンを接種した人は、定期接種の対象外です。
例えば、75歳以上で滋賀県後期高齢者医療広域連合の接種費の一部助成を受けたことのある人は対象外です。

※ 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種履歴について、平成26年度までは「滋賀県後期高齢者医療広域連合」の健康保険
者証に記載がありましたが、平成27年８月更新分からは記載されていません。接種履歴が不明な場合は、健康推
進課までお問い合わせください。

持参するもの…健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（75歳以上）
申し込み方法…医療機関に直接または電話で予約をしてください。

平成27年度 高齢者定期予防接種のお知らせ 問い合わせ

健康推進課
☎ 588－1788
FAX586－3668

『滋賀の健康・栄養マップ』
調査にご協力ください

看護職員届出制度が
始まります

　10月より看護職が離職時等にナースセンターへ届出
を行う制度が始まります。届出は個人で登録、または
離職時の就業先を通して行うことが可能です。
　ナースセンターでは、届出を行った看護職員の個々
の状況にあった相談対応や情報提供等の支援を行いま
す。
※詳細は下記にお問い合わせください
問い合わせ…滋賀県ナースセンター（滋賀県看護協会内）
　　　　　　☎564－9494

　県では、11月に、県内約4,200世帯を対象に「滋賀
の健康・栄養マップ」調査を実施します。調査内容は、
調査日の食事内容および健康に関する生活習慣のアン
ケートです。調査結果は県民の健康づくり、食生活改
善事業を推進するための基礎資料としますので、調査
員（健康推進員）が伺いましたらご協力いただきます
ようお願いします。
問い合わせ…滋賀県健康医療福祉部健康医療課
　　　　　　☎528－3615
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実施医療機関名 電話番号 所在地 インフルエンザ 肺炎球菌
伊藤整形外科 586－1085 大畑14－12 ○ ○
えとうクリニック 575－8808 吉地1193番地 ○ ○
おおはし腎透析クリニック 588－0084 永原1833－4 ○ ○
おかもと耳鼻咽喉科クリニック 518－0880 市三宅2339－4 ○ ×
甲原医院 587－0070 小篠原2057番地1 ○ ○
澤田医院 588－5855 冨波甲1087番地1 ○ ○
白井医院 587－0125 永原1833－1 ○ ○
すぎやま内科 586－1218 小篠原1974番地1 ○ ○
髙田クリニック 535－1528 行畑736番地 ○ ○
田中医院 589－2113 比江816番地 ○ ○
ちかもち内科医院 518－0511 小篠原2208－1 ○ ○
遠田整形外科 518－0220 市三宅2339－1 ○ ×
なかにし耳鼻咽喉科 586－3341 小篠原1033－1 ○ ○
平田医院 588－2111 三上1937－14 ○ ×
野村内科医院 587－0066 小篠原2177番地 ○ ○
藤井医院 586－5848 市三宅2480番地 ○ ○
本田医院 588－3500 近江富士2丁目5番2号 ○ ○
南医院 589－5061 吉地1412番地 ○ ○
三宅医院 587－1601 久野部1番地15 ○ ○
もりおか小児科医院 586－4900 三上2112番地9 ○ ○
森野内科胃腸科 587－3636 北野一丁目19番33号 ○ ○
野洲病院 587－1332 小篠原1094番地 ○ ○
山地内科 586－8708 三上279番地1 ○ ○
山田クリニック 518－0355 市三宅2725番地 ○ ○
吉川医院 589－3901 吉川928番地 ○ ○
吉田クリニック 588－5080 市三宅2732番地 ○ ○
緑王診療所 588－0572 栄31－3 ○ ○

●守山市の実施医療機関は、健康推進課または主治医へお尋ねください。
●野洲市、守山市以外の県内医療機関で接種を希望する人は健康推進課で申請要。

④ 育成指導活動…青少年グループおよび青少年団体の
組織づくり、育成指導等に特に効果をあげた活動
⑤ その他の活動…①～④に該当しないが、事業の趣旨
から表彰することが適当と認められる活動
【推薦の手続き】
　推薦書に必要事項を記入の上、10月30日㈮までに青
少年育成市民会議事務局へ提出してください。
　表彰は同市民会議の選考委員会で審査し、決定しま
す。
※ 推薦書は事務局に設置。また、市ホームページから
もダウンロードできます。
問い合わせ先…生涯学習スポーツ課
　　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

　青少年の健全育成について、優れた活動や善行を
行っている人および団体を募集しています。
【表彰の対象】
▼青少年▼青少年健全育成功労者▼青少年団体▼青少
年指導者および青少年育成指導団体▼その他役員会に
おいて必要と認めた人
【表彰の対象となる行為・業績】
① 奉仕活動…環境美化、社会福祉、事故防止等に大き
く貢献した活動

② 研究改善活動…公共物の愛護、公衆道徳の普及、生
活改善等で顕著な成果をあげた活動

③ 文化、体育活動…明るいまちづくり等に大きく貢献
した文化、体育活動

野洲市青少年育成市民会議表彰の推薦を募集します

◎高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関

暮らしの情報
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野洲市の国民健康保険からお知らせ

加入・脱退の届け出をお忘れなく!!

　就職や退職などで、国民健康保険の加入・脱退をする場合は、必ず届け出が必要です。事由が生じた
日以降14日以内に窓口へお越しください。届け出が遅れると医療費が全額自己負担となったり、保険税
をさかのぼって納めていただく場合がありますのでご注意ください。

は
い
る
と
き

他の市町村から転入したとき ※転入届のときに国保加入の申し出をしてください。

退職などで職場の健保を抜けたとき 健保の離脱証明書、退職証明書など

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき ※出生の届けのときに国保加入の申し出をしてください。

や
め
る
と
き

他の市町村へ転出するとき 被保険者証や高齢受給者証の返却　※転出届のとき

職場の健保に入るとき、健保の扶養
家族になるとき 健保の被保険者証・国保の被保険者証や高齢受給者証の返却

生活保護を受けるとき 保護開始決定通知書・被保険者証や高齢受給者証の返却

死亡されたとき 被保険者証や高齢受給者証の返却・葬祭実施者の印鑑と口座
番号等　※死亡後の手続きのとき

そ
の
他

住所・世帯主・氏名・続柄などが変
わったとき 被保険者証や高齢受給者証　※住民届け出のとき

修学のため、他の市町村に住んでい
て保険証が必要なとき 在学証明書

被保険者証をなくしたり、汚したり
して使えなくなったとき

本人確認できる公的な証明・使えなくなった場合はその被保
険者証や高齢受給者証

◎本人確認できる書類をあわせてお持ちください。
◎一定の条件を満たせば郵送でできる届け出もありますので、お問い合わせください。
◎ 本人や同じ世帯登録以外の人が手続きを代行する場合は、上記の手続きに必要なもの以外に、本人ま
たは世帯主からの委任状と窓口にお越しになる人の本人確認ができる書類（運転免許証等）、印鑑が必
要です。
問い合わせ…保険年金課 ☎587－6081、FAX586－2177

■人権施策審議会
　日時…10月19日㈪　午後２時～
　会場…市役所本館３階第１委員会室
　内容（予定）
　● 第３次人権施策基本計画（案）策定にかかる答申

について
　● 第３次人権施策基本計画（案）に基づく実施計画
（案）について

■男女共同参画審議会
　日時…10月15日㈭　午前９時30分～
　会場…市役所本館３階第１委員会室
　内容（予定）
　● 第３次男女共同参画行動計画（案）策定にかかる

答申について
　●審議会等女性委員参画割合について
　● 第３次男女共同参画行動計画（案）の具体的施策

案（施策項目・内容等）について

男女共同参画・人権施策審議会を開催します

※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
※ いずれも個人情報が含まれる案件等については、非公開となる場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ先…人権施策推進課
　　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860
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【架空請求詐欺と金融商品等取引詐欺が多発】
　平成27年６月末の滋賀県における振り込め詐欺を始
めとする特殊詐欺の発生件数は47件、被害総額は約
３億2,223万円となりました。
架空請求詐欺については
● 主に高齢者が多く被害にあう、架空の社債購入等に
かかる名義貸し等を口実とした、トラブル解決とし
てお金を要求するタイプ

● 比較的若い世代が被害にあう、携帯電話やスマート
フォン利用者に対し「有料サイトの利用（退会）料
金が未納です。料金を支払わないと裁判します。」
等を口実に架空の料金を請求するタイプ

の２種類が多く発生しています。
　高齢者を狙った架空請求では、被害金を宅配便等で
送らせたり、若い世代を狙ったサイト利用料金名目の
詐欺では、ネット通販会社のギフトカードや電子マ

ネー等の利用番号を教示させて騙し取る手口が多くみ
られます。
　犯人へ一端現金を送ってしまうと、犯人や関係グ
ループから「騙せる人」として、以後、詐欺被害に気
付くまで、延々と現金を要求され続けます。
【だまされないために】
☆必ず誰かに相談を！
　 　裁判等の重要な告知が電子メールやはがきで行わ
れることはありません。見覚えのない電話、メール、
はがき等があれば、一人で判断せずに、必ず家族や
警察に相談してください！
☆「宅配便等で現金送れ」は詐欺！
　 　ゆうパックや宅配便、バイク便での現金送付はで
きません。

問い合わせ…守山警察署 ☎583－0110

安全なまちづくりをめざして・守山警察署

「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺」の被害防止

　過去５年以内に納め忘れた国民年金
保険料を納付することで将来の年金額
を増やすことができる「後納制度」が、
10月１日から３年間限りの特例として
開始されました。なお、老齢基礎年金
を受給している人などは、後納制度の
利用はできません。
　後納制度を利用するには、申し込み
が必要です。詳しくは「国民年金保険
料専用ダイヤル」（0570－011－050）
またはお近くの年金事務所へお問い合
わせください。

国民年金保険料
「５年の後納制度」開始

　老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を
納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間
が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国
民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間
や保険料の免除期間等が原則として25年以上必要となります
が、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加
入することができます（ただし、昭和40年４月１日以前に生ま
れた人に限られます）。
　また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任意加入す
ることができます。

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

　皆さんからお寄せいただいた貴重な募金は、地域福祉活動の充実強化や民間福
祉施設の整備等、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせることを最優先として
活用しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ…野洲市共同募金委員会（野洲市社会福祉協議会内）
　　　　　　☎589－4683、FAX589－5783

今年も赤い羽根共同募金運動が始まります
10月１日～12月31日

問い合わせ…草津年金事務所 ☎567－2220　　市保険年金課 ☎587－6081、FAX586－2177

暮らしの情報
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野洲市国際協会交流催し

■ハロウィンパーティー
　仮装での参加をお待ちしています。簡単な仮装グッ
ズの貸し出しも行います。
日　時…10月25日㈰　午後０時30分～３時
　　　　受付開始／正午～
会　場…コミセンきたの
対　象…どなたでも、先着150人　　　　
内　容…持ち寄り立食パーティー※好きな軽食一品以
　　　　上（２～３人分／人）ご持参ください
参加費…YIFA会員900円、非会員1,400円、小・中学
　　　　生700円、小学生未満300円、１歳未満無料（家
　　　　族参加の場合、大人２人につき子供１人無料）
　※ 前日の午後の会場設営ボランティアも募集

■ハングル入門講座６回シリーズ
日　時…11月４日～12月９日の毎週水曜日
　　　　いずれも午後６時30分～８時
会　場…コミセンやす
定　員…15人（最少開講人数６人）
講　師…ホン　セヒさん
内　容…初めての人のための講座。韓国の文化なども
　　　　紹介。
参加費…YIFA会員4,000円、非会員6,000円

　野洲クリーンセンターは、平成28年10月に更新しま
す。
　更新に当たり、従来の分別収集を変更します。「プ
ラごみ」の分別収集を終了し、燃えるごみとしてその
熱を回収する（サーマルリサイクル）こととし、周辺
環境への負荷を増大させることなく、低コストで効率
的な処理を行います。
　「新センター」への更新を１年後に控え、改めて、
ごみの適正な分別にご協力をお願いします。一人ひと
りが分別意識を持ってごみの減量に努めましょう。

■「プラごみ」について
　新センターへの更新までは、分別収集を実施してい
ますので、適正な分別収集をお願いします。プラごみ
の袋に入れる前に、①プラマークがついているか確認
する、②水洗いしてきれいにする、を徹底しましょう。
　食品トレイ等は、市内スーパーでも回収されていま
す。これは、平成28年10月以降も変わりませんので、
ぜひ、ご利用ください。
　また、現行のプラごみの袋は、平成28年９月で使用
終了予定です。現在、用途方法等は、検討中ですので、
買いだめ等はせず、適切な購入をお願いします。

　なお、「プラごみ」を燃えるごみとしても、事業所
からの一般廃棄物に「プラごみ」を含めることはでき
ません。従来どおり、産業廃棄物として適正に処理し
てください。
■燃えるごみの減量について
　生ごみを出すときは、十分に水切りをしてから出し
ましょう。
　また、お菓子の箱や包装紙等の「雑がみ」は、雑誌
の日に出せば資源となります。紙袋等に入れてリサイ
クルに心がけましょう。
■ごみ、資源物の持ち去りの禁止
　市内のごみ集積所に出されたごみ、資源物を市また
は市の委託業者以外の者が持ち去ることを禁止してい
ます。
　持ち去り行為を見つけた場合は、環境課にお知らせ
ください。その際、日時、場所、ごみの種類、車両ナ
ンバー等の特徴をお知らせください。
　トラブルを避けるために、資源物の持ち去り行為者
に直接注意したり、車両を制止したりしないでくださ
い。

問い合わせ…環境課 ☎587－6003、FAX587－3834

野洲クリーンセンターの更新に向けて

■申し込み・問い合わせ…野洲市国際協会 ☎586－3106、FAX586－3139
　　　　　　　　　　　　　Eメールyifa@gaia.eonet.ne.jp、ホームページhttp://www.yifashiga.org/

「ドウタクくん」のお誕生日会！
  市の観光PRキャラクター「ドウタクくん」は11月１日生まれです。
  ミニイベントや記念撮影会も行います。ぜひお祝いに来てください。
　日　時…10月31日㈯午前11時～（当日受付定員110人）
　会　場…銅鐸博物館、入場無料
　問い合わせ…銅鐸博物館 ☎587－4410 、 FAX587－4413
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