
　コミュニティセンターぎおう・コミュニティセンターしのはらの空調設備の大規模改修工事に伴い全館貸館を
停止します。
　各事務所は通常どおり運営を行います。貸館停止期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

貸館停止期間…５月中旬～７月下旬（予定）
問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033
　≪施設の連絡先≫
　　コミュニティセンターぎおう　　☎586－3200、FAX587－6477（火曜・水曜日、祝日は休館）
　　コミュニティセンターしのはら　☎587－1444、FAX587－5002（月曜・火曜日、祝日は休館）

　　　～平成29年度より他税と同じく、第１期送付時に
第２期以降分の納付書もまとめて送付します～　　　

　国民健康保険税の納付書は、月ごとに各期の納付書を送付しておりましたが、平成29年度から、６月の第１期
納付書送付時にまとめて送付する方法に変更します。
　各納期に納められる場合は、各期の納付書をそれぞれの納期まで保管の上、納期限内に納付いただきますよう
お願いします。

■市税（普通徴収）の納期一覧

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期
※ ８期 ９期 10期

固定資産税 全期
１期 ２期 ３期 ４期

市県民税 全期
１期 ２期 ３期 ４期

※

◆ 固定資産税と市県民税は、平成27年度より納付書の一括送付をしておりますが、参考までに納期を載せていま
す。

◆  に１年分の納付書を一括してお届けします。
◆ 納期限は、各月の最終日（※は12月25日）ですが、最終日が土曜・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日にな

ります。（口座振替による納付については、納期限が振替日となります。）

ご注意ください！！
● 国民健康保険税、固定資産税および市県民税の納付書は税額の変更がない限り、第２期以降の送付はありませ

んので、納付書の紛失にご注意いただき、各納期限までに、その時期に応じた納付書でお支払いください。
●国民健康保険税の税額に変更があった場合は、変更があった月に金額を訂正した納付書をまとめて送付します。
● 国民健康保険税には、全期用納付書がありませんので、一括で納付される場合は、期別用納付書でまとめてお

支払ください。
● 固定資産税、市県民税の場合、全期用納付書と期別用納付書の両方を納付されますと、二重納付になりますの

でご注意ください。
　なお、全期用納付書での支払いにより、不要となった期別用納付書は破棄してください。

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

国民健康保険税の納付書送付方法を変更します

コミュニティセンターぎおう ・ しのはら
貸館停止のお知らせ

暮らしの情報
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心身に障がいのある人のために使用する
軽自動車税・自動車税等の減免申請

●減免が受けられる車両…次の①②に該当する車両
　① 軽自動車の『所有者』（自動車検査証の所有者欄

に登録されている人）と『運転者』
　　◦ 『18歳以上の身体障がい者』や『戦傷病者』の人
　　　… 所有者が本人、運転者が本人・生計を一にす

る人であること。
　　◦ 『18歳未満の身体障がい者』や『知的障がい者』

や『精神障がい者』の人
　　　… 所有者が生計を一にする人または本人、運転

者が生計を一にする人であること。
　　※いずれの場合も身体障がい者等のみで構成され
　　　る世帯であれば「常時介護する人」が運転者で
　　　もよい。
　②軽自動車の『使用目的』
　　◦ 障がい者本人が運転する場合
　　　…特に使用目的は問いません。
　　◦ 生計を一にする人または常時介護する人が運転

する場合
　　　… もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・

勤務に使用していること。

●提出書類…
　①軽自動車税減免申請書（税務課に設置）
　②印鑑
　③運転する人の運転免許証
　④ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳、戦傷病者手帳等の手帳

　⑤ 減免を受ける車両の納付書（口座振替の人は納税
通知書）

　⑥個人番号（マイナンバー）が分かるもの
　　 （マイナンバーカード、マイナンバー通知カード

（写し可））
　⑦車検証（原付バイク等は登録証、どちらも写し可）
　※ 障害者手帳等を提示していただき、受付印の押印

と対象車両の記載を行います。
　※ 更新中で手帳が手元にない人は、申請期間中に税

務課へ連絡してください。

●申請手続き…
　 　軽自動車税減免申請は納税通知書到着後から納付

期限の１週間前（５月24日㈬）までに、市税務課で
手続きしてください。

★ 今年度から市民サービスセンター窓口での申請受付
は行いませんのでご注意ください。

※申請後の審査により不承認となる場合があります。
※ 自動車税・自動車取得税については申請期日等含

め、軽自動車税と申請方法が異なりますので、詳
しくは滋賀県自動車税事務所にお問い合わせくださ
い。

問い合わせ…
　軽自動車税／市税務課☎587－6040、FAX587－2439
　自動車税・自動車取得税／滋賀県自動車税事務所
　　　　　　　　　　　　　☎585－7288

　心身に障がいのある人のために使用している自動車に対して、一定の要件のもと、軽自動車税・自動車税・自
動車取得税の減免制度があります。減免の対象は、障がい者１人につき軽自動車と普通自動車のどちらか１台に
限ります。

【軽自動車税の減免】
●減免が受けられる人…次の表に記載した障がいに該当する人

障害の区分
障害の級別

身体障害者等本人が運転 　生計を一にする人
　常時介護する人　　が運転

視覚障害 　１級～４級 　１級～４級
聴覚障害 　２級、３級 　２級、３級

平衡機能障害 　３級 　３級
音声機能障害 　３級（喉頭摘出者のみ）
上肢不自由 　１級、２級 　１級、２級
下肢不自由 　１級～６級 　１級～３級
体幹不自由 　１級～３級、５級 　１級～３級

乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害

上肢機能 　１級、２級 　１級、２級
移動機能 　１級～６級 　１級～３級

心臓・じん臓・呼吸器
ぼうこう、または直腸・小腸 　機能障害 　１級、３級 　１級、３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 　１級～３級 　１級～３級
肝臓機能障害 　１級～３級 　１級～３級

知的障害 その障害の程度が「重度」（療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人）
精神障害 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が１級の人

※障がいが重複し、表と異なる上位の等級とされている場合や戦傷病者の区分は、税務課へお問い合わせください。
※ 下肢・体幹不自由などの場合は、運転者が本人かその他の人かによって減免が受けられる障がいの範囲が異な

ります。

}

}
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木造住宅の無料耐震診断

対　　　象…市内に住所がある人、先着６棟（予定）
対象建築物…次の①～⑥を全て満たすこと。
　　　　　　①市内の建築物で、昭和56年５月31日以前に着工され、完成していること。
　　　　　　②延べ面積の１/２を超える部分が住宅の用に供されていること。
　　　　　　③階数が２以下で、かつ、300㎡以下であること。
　　　　　　④ 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法に

よるものでないこと。
　　　　　　⑤大臣などの特別な認定を得た工法による建築物でないこと。
　　　　　　⑥過去に野洲市が実施した耐震診断を受けていないもの。
申し込み…10月31日㈫までに申し込みください。

木造住宅の耐震補強案作成（耐震改修概算費用作成）

　耐震診断の結果、耐震性が低い（総合評点0.7未満）と判定された木造住宅を総合評点0.7以上に補強するための
補強案およびその概算費用内訳書を無料で作成します。耐震改修の参考資料としてご活用ください。
対　　　象…無料耐震診断（上記記事）を同時に申し込む人、先着６棟（予定）
　　　　　　※ すでに（一財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた一般診

断法による耐震診断の結果報告書を保持している人は、ご相談ください。
対象建築物…無料耐震診断（上記記事）の要件に加え、総合評点が0.7未満の木造住宅
申し込み…10月31日㈫までに申し込みください。

木造住宅の耐震・バリアフリー改修事業補助金

　市では、地震による被害を軽減するため、耐震性が低い（総合評点0.7未満）と判定された木造住宅の耐震改修
工事をされる建物の所有者に費用の一部を補助します。
対　　　象…市内に住所を有し、市税の滞納がない人　※先着順、予算の範囲内
対象建築物…無料耐震診断（上記記事）と同じ
補 助 要 件…次の①～④を全て満たすこと。
　　　　　　① 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の住宅で耐震改修工事を

行うことにより、総合評点が0.7以上となるもの。
　　　　　　② 設計者および工事施工者が、県主催の「滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会」を

終了し、講習会修了者名簿に登録されていること。
　　　　　　③交付決定後の事業着手であること。
　　　　　　　※ 事業着手とは、当該工事の設計に係る契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受け

付けできません。
　　　　　　④平成30年３月20日までに工事が完了すること。
申し込み…10月31日㈫までに交付申請書を提出してください。
　　　　　※ 申し込み方法等の詳細は、市ホームページをご確認ください。また、ご不明な点はお問い合わせく

ださい。

住まいの地震対策
～大切な命と財産を守るために～

申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

暮らしの情報
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あなたの市民活動で すてきなまちに
応援します！団体設立と市民活動
市民活動促進補助金のお知らせ

　市民活動を始めるにあたって、資金を必要とする団体や設立初期の活動経費を必要とする団体に「野洲市市民
活動促進補助金」を交付しています。
　この補助金は、市民団体が自主的かつ自発的に行う社会貢献活動を支援するため、平成28年度より要綱改正を
行い、設立３年以内の市民団体を対象に団体の自立と継続的な活動を実施できるよう、補助金の対象期間の拡大
等の支援制度の拡充を行った制度です。

対　象… 次の①～⑦を全て満たすNPO活動団体で、かつ６カ月以内に活動を始めようとする団体、または設立３
年以内のNPO活動団体

　　　　①構成員がおおむね10人以上で、半数以上が市民である団体
　　　　②団体の事務所、主たる活動場所が市内にある団体
　　　　③規約等を定め、責任者が明確である団体
　　　　④公共の利益の増進に寄与する目的で活動する団体
　　　　⑤宗教的または政治的活動を目的としていない団体
　　　　⑥代表者・役員が市町村民税を滞納していない団体
　　　　⑦構成員に暴力団員や暴力的不法行為を行う恐れがある組織の構成員がいない団体
補助金…10万円以内（補助対象経費を限度）
申し込み…６月30日㈮までに申し込みください。
※詳細は市ホームページ「市民活動」をご確認ください。

平成28年度野洲市市民活動促進補助金交付団体

次の２団体に補助金を交付しました。

○のばら識字教室
　活動内容… 誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざし、定期的な識字教室の開催や人権研修を通

じて人権意識の高揚とフィールドワークや人権研修会を開催されています。
○ＭＯＭＯやす
　活動内容… みんなが笑顔になれ、子育て中の母親間の交流や学びの場を創出し、子育ての不安感、

孤独感を緩和するため、子育ての楽しみや互いに支え合う場を提供されています。
　　　　　　 四季折々の食材にスポットをあて、親子で楽しむ「美味しいもん発見ツアー」を開催さ

れ平成28年度市民活動事例報告会では事例報告をされました。

申し込み・問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557
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　デジタルカメラ等の小型家電には、レアメタル等の貴重な資源が含まれているため、市では、使用済みになっ
た小型家電を、市内３カ所（本庁舎、北部合同庁舎、図書館本館）の回収ボックスで、資源物として回収してい
ます。今回、「やす環境フェスタ2017」において、回収ボックスに入らないサイズの小型家電を中心に無料回収を
行います。また、水銀を含むごみも無料回収します。

日　　時…５月21日㈰　午前10時～午後１時　※やす環境フェスタ開催時間と異なりますのでご注意ください。
場　　所…野洲クリーンセンター
回収品目…

注　　意…⑴次の物は対象外です。
　　　　　　①テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機の家電リサイクル料が必要になる物
　　　　　　②マッサージチェア、介護用ベッド、電子ピアノ・オルガン、電子カーペット、オイルヒーター
　　　　　　③白熱電球、LEDランプ、割れた蛍光管
　　　　　　　※ 持参された場合は、お持ち帰りいただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当日、野洲クリーンセンター業務は実施していません。）
　　　　　⑵携帯電話等に登録されている個人情報は事前に消去してください。

違法な不用品回収業者にご注意を！
　「無料でご家庭の不用品を回収します」等と記載され、ポストに投函される不用品回収のチラシが市内でも出回っ
ています。
　このような不用品回収は、市の許可を得ずに、無許可で営業している人がほとんどです。そのため、引き渡さ
れた不用品の多くは、不法投棄や国内外で不適正処理されている
ことから、環境破壊につながってしまいます。
　また、「無料」を謳っているにも関わらず高額な料金を請求され
るトラブルも発生しています。
　家庭から出た不用品は、市の家庭ごみの排出ルールに従って、
正しく排出をお願いします。

小型家電ごみ 電源や充電器、電池で動く家電全般（デジタルカメラ、携帯電話、パソコン、
ビデオレコーダー等）およびその付属品

水銀を含むごみ 水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、蛍光管

～新しくなったクリーンセンターを体感しよう！～
　新しくなった野洲クリーンセンターや様々な環境のことを知って、体感していただけるイベントとし
て開催します。皆さまのご来場をお待ちしています。

日　時…５月21日㈰　午前10時～午後３時
場　所…野洲クリーンセンター
内　容…施設見学ツアー、フリーマーケット、各種体験講座、パネル展示、使用済小型家電無料回収等
　　　　※詳細は後日回覧するチラシをご覧ください。
　　　　※雨天決行ですが、一部内容を変更・中止する場合があります。
問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

「やす環境フェスタ2017」開催！！

使用済小型家電等を無料回収します

暮らしの情報

21　　広報やす　2017.5



園芸講座の受講者募集！

“種まきから肥料や水のやり方“など季節に応じた野
菜づくりの基礎やポイントを伝授します。
　多数の応募をお待ちしています。

日　時…下表のとおり（全４回）
場　所…コミュニティセンターひょうず
対　象…可能な限り連続して受講できる人、先着20人
内　容…野菜づくりの基礎講座　※座学中心
講　師…佐藤勇夫さん
受講料…無料　※教材等の必要な場合は別途要
申し込み …５月12日㈮までに申し込みください。

回 日　時 講座名

１ 　　５月17日㈬
　午後２時～ 夏野菜の育て方

２ 　　７月19日㈬
　午後２時～ 秋野菜の育て方

３ 　　10月25日㈬
　午後２時～

野菜の管理、
手入れの基礎

４ 平成30年１月24日㈬
　午後２時～ 土づくりのコツ

市民農園利用者募集！
この季節、夏野菜など育ててみませんか？
　●長島市民農園（長島地先）　募集区画　16区画
　●さくら農園（北櫻地先）　　募集区画　３区画

申し込み ・問い合わせ…農林水産課
　　　　　　　　　　　☎587－6004、FAX587－3834

　福祉用具センターの見学会を行います。約700点の
用具展示の中から、気になる用具を見たり、説明を聞
きながら手にとり動かすなどの体験ができます。

日　時…５月26日㈮　午前10時30分～午後３時30分
場　所…滋賀県福祉用具センター
　　　　（県長寿社会福祉センター内）
集合場所・時間…
　　　　▽健康福祉センター／午前９時15分
　　　　▽北部合同庁舎　　／午前９時30分
　　　　※解散は北部合同庁舎午後４時予定
対　象…介護されている家族、介護に関心のある人
内　容…同センターの見学と食事会（クサツエストピ
　　　　アホテルリヴィエールにて）
持ち物…筆記用具など
参加費…1,680円（昼食代）
　　　　※釣銭の無いようお願いします。
申し込み ・問い合わせ…５月19日㈮までに地域包括支

援センター☎588－2337、FAX586－3668

　大学等（短期大学・高等専門学校を含む）に在籍し、
経済的理由により修学することが困難な人を対象に大
学等修学奨励金を給付します。

対　象…次の①～③を全て満たす人
　　　　①市内在住で大学等に就学している人
　　　　② 住民税所得割非課税世帯に属し、経済的な

理由により学費の支弁が著しく困難である
と認められる人

　　　　③社会的に有為な活動をすると認められる人
給付額…◦  奨学金　　　 3,000円／月
　　　　◦入学支度金　10,000円／回
　　　　　　　※平成29年度に入学した人のみ
申請期間… ６月１日㈭～30日㈮　午前８時30分～午後

５時15分（土曜・日曜日は除く）
申請書類…①大学等修学奨励金給付申請書
　　　　　②在学を証明する書類（学生証の写し等）
※ 給付申請書は、学校教育課、市民サービスセンター

に設置しています。

申請・問い合わせ…学校教育課
　　　　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

大学等修学奨励金を
給付します

介護者家族リフレッシュ事業
のお知らせ

　市では、生活困窮世帯の子ども（中学生）に
対し学習機会の保障を行い、学習習慣を身につ
け、貧困の連鎖を断ち切り貧困に陥ることを防
ぐために野洲市学習支援事業Y

や す ク ー ル

aSchoolを実施し
ています。
　このY

や す ク ー ル

aSchoolに通っている子ども達に勉強を
教えるボランティアを募集します。

募集期間…随時募集
謝　　金…2,000円
学習場所…コミュニティセンターやす
内　　容… 毎週水曜日午後６時～８時30分まで

子ども達の学習支援を行います。
申し込み・問い合わせ…市民生活相談課
　　　　　　　　　　　☎587－6063、
　　　　　　　　　　　FAX586－3677

Y
や す ク ー ル

aSchool学習

ボランティア募集！
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「ごみゼロ大作戦」
参加者募集！

　５月30日の「環境美化の日」を基準日として、市で
は、びわ湖岸を中心に、企業、各種団体、市民が一体
となって清掃活動を実施します。
皆さんの参加をお待ちしています。

日　　時…５月28日㈰　午前９時～11時　※荒天中止
集合場所…菖蒲自治会館北側公園
　　　　　（駐車場は、近江鉄道㈱あやめ営業所対面
　　　　　 の空き地）
清掃場所…あやめ浜、マイアミ浜周辺および湖岸道路
内　　容… ポイ捨てごみ・漂着ごみの回収、雑草の除

草作業
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　空き地は土地の所有者または管理者が責任を持って
管理してください。
　空き地の管理を怠ると、雑草の繁茂により、歩行者
や車両の通行の妨げ、害虫、犯罪、火災の発生や不法
投棄の誘発の原因ともなり、近隣住民に迷惑をかける
ことになります。
　雑草は春ごろから伸び出し、梅雨時期を過ぎると一
斉に成長します。
　10月ごろからは枯れ始め、火災発生の危険性が高ま
ります。

年２回以上の定期的な
雑草除去をお願いします

　良好な生活環境を保持するため、適正管理をお願い
します。
　自力で除草等ができないときは、（公社）野洲市シ
ルバー人材センター（☎586－2333）へご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有料）
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

空き地の適正な管理を

平成29年度「児童福祉週間」標語

『できること　たくさんあるよ　きみのてに』

【香川県　三
みたに

谷蕗
ろ い

唯さん（８歳）の作品】

　滋賀県では、国が定める「児童福祉週間」（５月５日～11日）にあわせて、毎年５月を「児童福祉月間」
と定めています。
　また「子どもの権利条約」をご存知でしょうか。
　「子どもの権利条約」は、18歳未満の児童（子ども）の基本的人権を守るため、国際連合が1989年に
定めた条約です。日本では1994年にこの条約に批准し、以来様々な取り組みが行われています。
　条約では、批准した国政府が児童の基本的人権について負うべき義務を明らかにして、子どもにとっ
て一番いいことを目指し、実現しようと定めています。
　「子どもの権利」とは？
　この条約によれば、大きく分けて次の４つの子どもの権利を守るように定めています。

○生きる権利　○育つ権利　○守られる権利　○参加する権利
　これらは、子どもが健やかに成長するために欠かせない基本的な権利で、この機会にそれぞれが「子
育て」や「子どもの権利」について考え、地域で支え合える社会をみんなでつくりましょう。

問い合わせ…家庭児童相談室☎587－6140、FAX586－2176　人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

「子育て」について考えてみませんか？

暮らしの情報
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スポ推トピック

全国戦没者追悼式への参列者募集

　日本武道館で開催予定の全国戦没者追悼式に参列されるご遺族を募集します。

日　時…８月14日㈪・15日㈫　※１泊２日
場　所…日本武道館（東京都）
対　象… 戦没者（原爆、一般戦災死没者を含む）の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫で県内在住の人、50人程度

※団体行動ができる人限定
　　　　※ 原則１柱１回ですが、２回目の参加を希望する人または障がいをお持ちで介助者の同行を必要とする

人はお問い合わせください。（２回目は、交通費、宿泊費などご負担願う場合あり）
参加費…5,000円程度
　　　　※介助者の参加費用（交通費、宿泊費など）は全額自己負担
申し込み ・問い合わせ…５月31日㈬までに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電話番号、戦没

者との続柄、戦没者の氏名（ふりがな）、戦没時本籍都道府県名、陸軍・海軍の別をはがきに記入の上、
滋賀県健康福祉政策課援護係（〒520－8577大津市京町四丁目１－１）☎528－3514

今年度の野洲市スポーツ推進委員は23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。

◇◆◇平成29年度　野洲市スポーツ推進委員協議会組織◇◆◇
会長／山本　博一　　副会長／石塚　健一・岩井　孝子

活　

動

企画部 研修部 支援・普及部 広報部

年間計画・イベント企画 スキルアップ研修・人権
研修

各種団体へのスポーツ支
援・普及

スポ推トピック・スポ推
だより発行

委　

員

松並　典子・白井　一郎
山梶　敏男・三浦　利明
浦谷ふみ子・山本　博一

白井　洋一・小川　久和
板倉　祥浩・青木美弥子
西濱　孝晃・岩井　孝子

山田　　修・三大寺久美
石塚　健一・栢木　　守
 中澤　千聡

若松津賀子・田中　千秋
川端　範雄・吉田　和代
外田　順一・寺本　俊彦

※　　は部会長
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、FAX587－3835

日　時…５月27日㈯　午前９時30分～正午　　　　場　所…総合体育館
対　象…小学生以上　※小学生は保護者同伴要
内　容…バイキング形式で好きなニュースポーツを選択
　　　　　【スリータッチボール・スローイングビンゴ・囲碁ボール・卓球バレー・カローリング等】
　　　　新体力テストやお楽しみゲームコーナーがあります！
参加費…200円／人（傷害保険料含む）　　　　　　持ち物…体育館シューズ、飲み物
申し込み・問い合わせ…ニュースポーツバイキング事務局（生涯学習スポーツ課内）☎587－6053、FAX587－3835
※当日でも申し込みできます。

◇◆◇今後の行事予定◇◆◇

日　時…11月25日㈯　午前中　　　　場所…近江富士花緑公園・希望が丘
　　　　　　　　　※ストックを貸し出しますので、どなたでも参加できます。

第７回 ニュースポーツバイキング参加者募集中！

第11回 ストックウォーキング
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　自転車は環境にやさしく、免許もいらない手軽な乗り
物ですが、「軽車両」としての正しい交通ルールを理解し
て乗らなければ、自らが事故に遭うだけでなく、歩行者
に怪我を負わせることにもなりかねません。悪質な運転
者には、厳しい処罰が待っています。
　自転車に乗る時は、危険を十分認識して、安全に乗り
ましょう。
　交差点は特に注意が必要で、「止まれ」の標識のあると
ころや、狭い道路から広い道路に出る時は必ず一時停止
し、しっかりと左右の安全確認をしましょう。

１．自転車の安全ルールを守りましょう。
　　◆飲酒運転、二人乗り、並進は禁止
　　◆夜間はライトを点灯
　　◆信号を守り、交差点での一時停止と安全確認
２．迷惑駐輪はやめましょう。
　　 　自転車は、駐輪場などの決められた場所に止める

ようにしましょう。
　　 　歩道や車道に止めると、歩行者の通行を妨げたり、

渋滞の原因になり、事故が起きる可能性があります。
　　 　また、救急車や消防車の活動を妨害することにも

なります。
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

自転車の安全な利用

　平成29年度の国民年金保険料は、月額16,490円で
す。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納期限まで
に納めていただけない人に対して、電話、書面、面
談により早期に納めていただくよう案内を行ってお
ります。
　未納のまま放置されると、納付を督促する文書（督
促状）を送付し、指定された期限までに納付が無い
場合は、延滞金を課すだけではなく、納付義務のあ
る人（注）の財産を差し押さえることがありますの
で、早めの納付をお願いします。
　経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、
保険料の納付が免除される制度や猶予される制度が
ありますので、市保険年金課へご相談をお願いしま
す。
（注）納付義務のある人とは…
　　　 　被保険者本人、連帯して納付する義務を負

　う配偶者および世帯主です。

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

国民年金保険料は納付
期限までに納めましょう

　経済産業省では、工業統計調査を平成29年６月
１日現在で実施します。本調査は、製造業を営む
事業所を対象に、１年間の生産活動に伴う製造品
の出荷額、原材料使用額などを調査し、製造業の
実態を明らかにすることを目的としています。
　本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結
果は国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資
料として使われるほか、大学や民間の研究機関等
においても広く利用されています。
　対象となる製造事業所には、５月中旬～６月に
かけて統計調査員が直接訪問、または国から郵送
にて調査を依頼します。
　皆さんから提出いただく調査票は、統計法に基
づき調査内容の秘密は厳守されますので調査にご
協力いただきますようお願いします。

問い合わせ…企画調整課
　　　　　　☎587－6039、FAX586－2200

　湖南広域行政組合では、平成30年度から５年間
の基本方針や骨格となる施策を定めた後期基本計
画（素案）を作成しました。
　この計画（素案）に関して、広く周知し皆さん
の意見を募集します。

閲覧期間…５月15日㈪まで
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所… 湖南広域行政組合総務部、環境衛生セ

ンター、救急医療事務局、消防局、最
寄の消防署・出張所

　　　　　※ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…住所、氏名、電話番号、

意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファ
クス、Ｅメールまたは持参のいずれかで
湖南広域行政組合総務課（〒520－3024
栗東市小柿３－１－１）☎551－2727、
FAX551－2729、

　　　　　Ｅメールsoumu@konan-kouiki.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせて
いただきますが、個別回答は行いませんのでご
了承ください。後日、ご意見に対する回答を公
表します。

製造事業所の皆さんへ

工業統計調査にご協力ください

湖南広域行政組合
第３次総合計画

後期基本計画（素案）
に対する意見募集

暮らしの情報
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