
篠原駅南口駅前広場が完成しました！

　平成27年９月19日に橋上化と自由通路が完成していた篠原駅の南口駅前広場とアクセス道路を平成28年４月１日
より供用開始しました。今後は、年内に北口駅前広場の整備、平成30年度末には県道安養寺入町線が、現在整備
中の箇所から国道８号まで整備される予定です。
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　野洲地域総合センターは、部落差別の結果、生きる
権利が保障されていない課題を解決するために、同和
対策事業としての施策を実施してきました。
　同和問題の解決は、従来と手法を変え、「今後は必
要な人に支援を提供し、差別をなくして自立を促すた
めの一般施策として実施していく」と平成28年度から
スタートした第３次野洲市人権施策基本計画で明記し
ています。この方向性に合わせて野洲地域総合セン
ターは３月31日をもって閉館しました。
　しかしながら、部落差別をはじめさまざまな差別は
なくなったわけではありません。差別をなくすための
教育、啓発は、市としては引き続き行っていきます。
問い合わせ…野洲市人権センター☎587－4533、FAX 518－1860

　夏の風物詩である花火大会の開催日・会場
が決定！イベントの詳細を掲載したチラシは
７月上旬の発刊を予定しています。

開催日…７月23日㈯※雨天決行・延期なし
会　場…蓮池の里多目的公園（須原1040－１）
問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会
　　　　　　（事務局：商工観光課内）
　　　　　　☎587－6008
　　　　　　（土曜・日曜日、祝日休み）

野洲地域総合センターの廃止と

今後の人権行政について
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〔参加者〕　駅前以外のほかの場所でもいいのではないか。
【市】　場所は平成23、24年度の可能性検討及び構想策定で 
　決めてきている。理由は、公共交通でアクセスでき市内全
　域から利便性が高く高齢者など車に乗れない人にやさしい。
　医師確保にも有利だと専門家も評価している。市民利用を
　前提に購入した用地がすでにある。病院経営上も有利で、
　郊外では成り立たない。
〔参加者〕　救急車のサイレン音などの対策は？
【市】　すべての車両は下水門線から入り、駅前のロータリー
　からの進入は計画していない。救急車は野洲病院の現状で
　平均２台弱／日であるが、消防署と協議してサイレン音の
　対策を検討したい。
〔参加者〕　門田地区のマンションが整備されたとき、市道
　小篠原稲辻線の一方通行の解除を町と約束しているが対応
　は？
【市】　当マンションの接道は、本来開発業者が整備すべき

　ところ、難航したため、異例だが事業者から1億円をもらっ
　て町が用地取得して整備までしている。無理して道路を通
　すため、地権者や地域に一方通行解除など不可能な約束や
　不可解な対応をしていることが分かってきている。
〔参加者〕　私は１億円ではなく３億円が支払われたと聞い
　ているが？
【市】　解明していきたい。
〔参加者〕　妓王井川の水害対策は？
【市】　市で雨水幹線事業を計画的に進めている。県は市要
　望に応じ、下流の童子川の改修を進めている他、浚渫や駅
　前通り下のボックス化なども計画されている。
〔参加者〕　今回の懇談では、市から病院等周辺の整備と地
　域課題の解決を一体的に強化して進める方向が示された。
　これは自治会の基本方針とも一致しており、大きな前進と
　評価している。

駅前自治会との懇談会の結果を報告します

　去る４月９日、市民病院や駅前整備を話題に、駅前自治会と市との懇談会が公開で開催され、約40人の自治会員と市
長、市職員が参加しました。約2時間半にわたり、今後の市民病院や駅前整備の進め方などについて情報と意見の交換
が行われました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ… 地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200
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◎自治連合会会長　○自治連合会副会長　★自治連合会会計　☆自治連合会監事　□学区自治連合会会長

　市では、もっと元気な野洲の農業を目指して平成23年
度に市の農業振興に関する中期的な計画「野洲市農業振
興計画」を策定しました。策定から５年が経過し、その
後の課題等を踏まえ計画を見直すにあたり、農業振興計
画振興委員会の委員を募集します。
任期…６月１日～平成29年３月31日
募集人数…２人　※報酬あり
対象…市内在住者で農業や食に関して関心のある人
　　　ただし、市の各種審議会委員等（総合計画審議会委

員は除く）に委嘱されていない人を優先します。
応募・問い合わせ…５月20日㈮（必着）までに住所、氏名、
　　　年齢、性別、連絡先（昼間連絡可能な電話番号）、
　　　まちづくりにかかる市民活動の経験がある場合は
　　　その実績、および『野洲市の農業振興についての
　　　提言・意見』（400字程度／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
　　　で農林水産課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地1）
　　　☎587－6004、FAX587－3834、
　　　Eメールnourinsuisan@city.yasu.lg.jp）
※ 選考結果は本人あてに通知します。提出書類は返却し
ません。

　市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、
本市教育の課題およびめざす姿等を共有し、同じ
方向性のもと、連携してより一層民意を反映した
教育行政を推進するため、「総合教育会議」を設置
しています。
　今年度第１回目を次のとおり開催しますのでお
知らせします。
日　時…５月11日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所３階第１委員会室
構成員…市長、教育委員会(教育長および教育委員)
議題（予 定）…「子どもの育ちを支援することに

ついて」「教育を取り巻く諸課題について」
意見交換

傍　聴… 会議は公開で行いますので、市民の傍聴
を受け付けます。当日開会までに会場に
て受付して下さい。

＊開催時刻を過ぎると会場に入れません。
＊ 多数で会場に入りきれない場合は先着順とし、
入場をご遠慮願うこともあります。
問い合わせ…教育総務課
　　　　　　☎587－6014、FAX587－3835

野洲市農業振興計画振興委員会
の委員を公募します！

「野洲市総合教育会議」
開催のお知らせ

平成28年度自治会長が決まりました

自治会名 役員 氏名
【野洲学区自治連合会】
野洲 ○□ 川端　建一
四ツ家 　 政本　幸三
大畑 　 村地　茂次
万葉台 　 沼田　明男
行畑 　 野口　憲三
小篠原東部 ☆ 清水　健庄
小篠原西部第一 　 山中　昭平
小篠原西部第ニ 　 山中　重樹
桜生 　 浅井　保則
駅前 　 小島　幸雄
駅前東 　 脇阪　久徳
和田 　 原田　収治
青葉台 　 山本　正和
レオ 　 洞　　享育
レックス 　 篠原　康彰
グラン・ブルー 　 細井　克也
エスリード野洲第二 　 坂井　清泰
【北野学区自治連合会】
市三宅 　 山﨑　　茂
駅前北 ○□ 田中　康嗣
五反田 　 宮﨑　福吉
山田 　 三木　　忍
縄手 　 小倉　秀雄
樋ノ尻 　 鈴木　義則
稲辻 　 金田　充代
冨波南 　 三宅　　一
みすいでん 　 立野　　実
久野部 　 林　潤一郎
久野部東 　 佐藤　義隆
竹生 　 岡野　　巧
五之里 　 岩井　　敏
冨波湖州平 　 近藤　守彦

自治会名 役員 氏名
第二湖洲平 　 我孫子　実
富士美台 　 東郷　幸一
野洲平 　 石野　遵次
アルティプラザ野洲 　 土田　てる美
ヴィルヌーブ野洲 　 塩見　千里
竹ヶ丘 　 佐竹　大輔
【三上学区自治連合会】
三上 ○□ 市木　勝彦
七間場 　 木下　　明
妙光寺 　 川端　正弘
北桜 　 相間　芳和
南櫻 　 南井　博繁
近江富士第一区 　 舛澤　哲郎
近江富士第二区 　 井上　敏明
近江富士第三区 　 野田　　稔
近江富士第四区 　 稲森　昭平
近江富士第五区 　 春日　義郎
近江富士第六区 　 林　　靖浩
近江富士第七区 　 鈴木　茂秋
【祇王学区自治連合会】
上町 　 細井　　忠
下町 　 白井　五朗
江部 　 田中　暁男
中北 　 新　　博一
北 　 清水　喜代志
上屋 　 未　定
新上屋 　 浦谷　繁雄
辻町 　 石塚　健一
冨波甲 　 森　　清章
冨波野 　 玉光　太郎
冨波松陽台 　 早田　宗弘
冨波乙 ◎□ 竹内　政博
野洲の里 　 重田　和之

自治会名 役員 氏名
見星寺オレンジタウン 　 重田　浩三
冨波東 　 山村　健二
【篠原学区自治連合会】
大篠原 　 山田　修二
小堤 ★ 田中　正隆
入町 ○□ 玉本　邦雄
長島 　 三上　　孝
高木 　 中村　久治
小南 　 奥山　善昭
篠原駅前 　 上野　　守
【中里学区自治連合会】
比江 ○□ 岩井　　實
小比江 　 有馬　和夫
北比江 　 吉原　壮治
乙窪 　 奥野　　平
錦の里 　 藤本　一樹
吉地 　 南　　敏孝
西河原 　 西本　俊吉
比留田 　 石田　　達
木部 　 森井　　勇
虫生 　 髙田　貞行
八夫 　 髙田　實雄
【兵主学区自治連合会】
野田 　 木村　金悟
五条 　 久松　仁作
安治 ○□ 林　　敏一
須原 　 辻　　秀幸
下堤 　 中濱　　清
堤 ☆ 北口　　守
井口 　 岩井　孝英
六条 　 辻川　清太郎
吉川 　 川尻　良治
菖蒲 　 森地　信晴

（敬称略）

暮らしの情報

7　　広報やす　2016.5



　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」
に定めています。
また、「子どもの権利条約」のことをご存知でしょうか？
　「子どもの権利条約」は、18才未満の児童（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な人権に
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、実現しようと謳っています。

「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

ゆきはたこども園　園歌歌詞募集
この春、ゆきはたこども園が開園しました。新しい園舎からは、園児らの明るい声が聞こ
えてきています。園児に夢や希望を与え、長く思い出を共有できる園歌を制作し、歌い継
いでいきたいと思います。そこで、市民の皆さんをはじめ、広く園歌歌詞を公募します。
　作曲については、市内音楽関係者に依頼予定です。

１．応募規格
　　● Ａサイズの普通用紙または原稿用紙を使用す

ること。
　　●作品は、１枚の用紙に１作品を記載すること。
　　● 幼児が親しみやすい歌詞で、２番までとし、

漢字を使用するときは、そのすべてにふりが
なをつけること。

　　● 作品で伝えたいことを余白または別紙用紙に
50字程度で記載すること。

２．応募方法
　　 　作品の裏面に①住所、②氏名（ふりがな）、
③年齢、④職業または学校名と学年、⑤電話番
号を記入して、こども課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）まで郵送または持参してく
ださい。

３．募集期間
　　６月１日㈬～30日㈭　※当日消印有効

４．応募上の注意事項
　　●作品は一人につき３点以内とします。
　　●作品は、未発表のオリジナル作品に限ります。
　　● 応募作品は返却しません。採用作品の著作権

は野洲市に帰属します。
　　● 採用作品は、作曲など制作過程において作品

の一部を加除修正する場合があります。
５．選考結果の発表
　　 　選考委員会で決定し、10月頃に広報「やす」
で発表予定

６．賞
　　最優秀作品に、市より表彰状を授与予定

問い合わせ… こども課☎587－6052、FAX586－2176

「子育て」について考えてみませんか

『その笑顔　未来を照らす　道しるべ』
【平成28年度「児童福祉週間」標語　　福島県　増

ましと

戸　遥
はるか

さん（13歳）の作品】

児童扶養手当額が４月分から改正されます。
区　分（１人／月額） ３月分まで（現行） ４月分から

全部支給 42,000円 42,330円
一部支給 41,990円～9,910円 42,320円～9,990円

※上記金額での振り込みは、８月10日㈬【４月～７月分】になります。
　現在受給している人が婚姻（事実婚含む）等をされた場合や、受給者本人や扶養義務者が年度途中で所得の
　修正申告を行った場合は届出が必要です。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176
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≪お詫びと訂正≫
　４月号２～５ページの『平成 28 年度予算がきまりました！』の５ページ「うるおいとにぎわいのある快適なまち」中、
『雨水対策事業』の説明に一部記載誤りがありましたので訂正してお詫びします。
　

　（誤）祇王井川第２排水区域に係る常襲的な浸水被害を解消するための雨水幹線の整備を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ ･･･ 財政課☎ 587 － 6069

● ６月に実地する経済センサス-活動調査は、全国すべての事業所・企業を対
象に、全産業分野について売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一
時点で網羅的に把握する我が国唯一の調査です。
● 調査の結果は、国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や商店街の活
性化などの地域行政のための基礎資料として利活用されます。
●支社などがない事業所には、調査員が直接伺い、調査票をお配りします。
● 支社などがある企業等には、国が本社などに傘下の支社分の調査票をまと
めて郵送します。
● 調査票は５月末日までにお届けします。調査の回答は、インターネットま
たは、紙の調査票での回答が可能です。入力も簡単に行えますのでぜひ、
インターネットでご回答ください。
◆ 調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

平成28年経済センサス－活動調査を実地します
～日本経済の未来は、あなたの調査票から～

　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。
給付 対象者…次の内容す

べてに該当する人
　　①市内在住者の子で、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／月額3,000円、入学支度金／10,000円
（平成28年度に入学した人のみ）

申請 書類…①大学等修学奨励金給付申請書※学校教育
課、市民サービスセンターに設置②住民税所得割
の非課税証明書、課税証明書または納税通知書の
写し（証明書は６月以降、税務課で発行できます）
③在学を証明する書類（学生証の写し等）

申請 期間…６月１日㈬～30日㈭
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日除く）
申請・問い合わせ…学校教育課
　　　　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

　平成28年度から市役所南別館内の運行管理室を野洲
駅南口広場の滋賀バス野洲案内所内に移転しました。
　運行管理室では、回数券・定期券の販売を行い利用
者の利便性の向上を図ります。
問い合わせ…運行管理室
　　　　　　☎588－4411
　　　　　　市生活安全課
　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033

大学等修学奨励金を給付します コミュニティバス運行管理室の
移転について

⬅滋賀バス野洲案内所
　コミュニティバス運行管理室

暮らしの情報
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≪お詫びと訂正≫
　2016 年３月末に発行しました人権問題啓発冊子『すてきなまち』第 12 集を４月はじめに各戸配布しましたが、２ペー
ジ「１．どのような「障がい」があるのでしょうか」の説明に一部記載誤りがありましたので訂正してお詫びします。
　
　（誤）精神的に発育不全のある発達障がい、・・・　　　　　　　　　　問い合わせ ･･･ 人権施策推進課☎ 587 － 6041

ごみを集積所に出すにあたって

　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29日㈰　午前９時～11時　※雨天中止
集合場所… 菖蒲自治会館北側公園（駐車場は、菖蒲自

治会館南側グラウンド）
清掃場所…あやめ浜、マイアミ浜周辺および湖岸道路
活動内容… ポイ捨てごみ・漂着ごみの回収、雑草の除

草
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、害虫の
発生、歩行者や車両の通行の妨げ、犯罪が発生しやす
い場所になる恐れ、火災の発生源や、不法投棄を誘発
する原因ともなり、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、公益社団法人 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

「ごみゼロ大作戦」
参加者募集！

空き地の適正な管理を

　家庭のごみを出すにあたって、特に注意すべき
事項をまとめましたので、皆さんの適正なごみ出
しにご協力をお願いします。
　なお、店舗や事業所のごみは、集積所には出せ
ません。詳しくは、環境課へ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

た集積所へ出してください。
　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。

　※ 氏名の記入は、ごみの分別について責任をもっ
ていただくためのものです。

●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。生ごみには多くの水分が含ま
れています。水分があるとごみが燃えにくい
ので、しっかり水切りをお願いします。

　② 細かい紙類は、封筒などに入れて「雑誌・雑
がみ」としてリサイクルしましょう。３月に
配布した「雑がみ分別用保管袋」をご活用く
ださい。

　③ 10月からは、新クリーンセンターの開設に伴
い、プラスチック容器類は「燃えるごみ」で
出すことになります。（広報４月号をご確認く
ださい）

●燃えないごみ
　① 陶磁器類・ガラス類
（空きビンとしての回
収ではありません）、
硬いプラスチック類等
は、「燃えないごみ」として出してください。

　② ライターは、収集車両の火災の原因になりま
すので、使い切るか風通しのよい場所で中身
を出して、「燃えないごみ」として出してくだ
さい。

　③ スプレー缶、カセットボンベは風通しのよい
場所で必ずガスを出し切ってから、穴をあけ
て「空き缶・金属類」の日に赤色の専用コン
テナへ出してください。

●粗大ごみ
　① 家電製品（家電リサイクル対象品を除く）、家

具類等は、１点につき粗大ごみ指定シール１
枚を貼って、指定のごみ集積所へ出してくだ
さい。

　② 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、環境課やお住まいの自治会で確認し
てください。

　③ 農機具、バッテリー、消火器等は集積所には
出せません。購入店や各メーカーへお問い合
わせください。

問い合わせ･･･環境課☎587－6003、FAX587－3834
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