やまなか

よしあき

山仲 善彰

野洲市長の３期目がスタートしました！
任期満了による野洲市長選挙は、10月16日㈰告
示、23日㈰に投・開票が行われ、山仲善彰さんが
当選されました。
同月31日㈪に野洲市長に就任し、３期目となる
山仲善彰野洲市長が誕生しました。
山仲市長の任期は、平成28年10月31日～平成32
年10月30日です。
◀10月31日初登庁する山仲市長

あらかわ やすひろ

野洲市議会議員に荒川 泰宏さん
市長選挙と同時に行われました野洲市議会議員補欠選挙は荒川泰宏さんが当選
されました。
任期は、平成28年10年24日～平成29年10月31日です。

第４回「多面的・先端的な野洲のまちづくり」
地方創生事業「フォーラム野洲2016」第４回は、総
括フォーラムとして、「多面的・先端的な野洲のまち
づくり」というテーマで開催します。
総括フォーラムでは、これまでの全３回のフォーラ
ムで投げかけた課題や解決策を踏まえ、市民が安心と
豊かさを実感できるための新たなまちづくりとライフ
スタイルのあり方について、参加者・市民で考えます。
日
会
対

時…12月４日㈰ 午後１時～４時（予定）
場…野洲文化ホール大ホール
象…どなたでも※定員1,000人。申し込み不要。
手話通訳、要約筆記あります。
参加費…無料
内 容…
○特 別講演「野洲工場からみた『まち』
づくり」／高木琴美さん（ピー・アン
ド・ジー株式会社滋賀工場工場長）

○基調講演「小さな輝く都市をめざして
～コンパクトで健幸なまちづくり～」
／及川清昭さん（立命館大学理工学部教授）
○総括フォーラム ～野洲の未来を語り合う！！～
◇◆◇ テ ー マ ◇◆◇
◇未来型自治体病院が健康長寿のまちをつくる！！
◆生活困窮者支援はひとりから始まる
「おせっかい」
◇野洲から世界へ
～企業の元気を世界に届けるまちづくり～
◆コンパクトなまちを「つながり」で広げる
◇文化・芸術・スポーツは
心身の安心と豊かさを育むビタミン
 井淳子さん（元厚生労働省社会・援護局長）、塩
石
田浩平さん（滋賀医科大学学長）、及川清昭さん、
高木琴美さん、コーディネーター 市長
主 催…野洲市地方創生加速化交付金事業実行委員会
問い合わせ…同実行委員会（事務局：企画調整課内）
☎587－6039、FAX586－2200
2016.12
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野洲市ごみ問題市民会議委員を公募します
市では、様々なごみ問題に対して、市民・事業者・行政等がそれぞれの果たすべき役割を認識し、良好な生活
環境づくりにつながるような解決策を見出すため、野洲市ごみ問題市民会議を設置しています。
今回、野洲市廃棄物減量等推進審議会の附属機関として協議、検討を行っていただく第５期の委員を募集します。
任
期…平成29年１月１日～平成30年12月31日
募集人数…２人
応募資格…市内在住・在勤者で現在、地域や団体・事業所において環境問題に取り組んでいる人および今後地域
などで廃棄物抑制や環境美化に取り組もうとする人
応募・問い合わせ…
12月15日㈭までに住所（在勤者は勤務先）、氏名、電話番号、ごみ問題にかかる活動経験等がある場合
はその実績を記入の上、
「私の考えるごみを出さない生活スタイル」（400字程度／様式自由）を添えて、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のいずれかで環境課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎
587－6003、FAX587－3834、Ｅメールkankyou@city.yasu.lg.jp
※提出されたレポート等を総合的に審査し、選考します。
※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。

市営住宅入居者募集
■募集戸数…４戸（入居予定日／平成29年２月初旬）
■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カ月以上住所があるか、市内に６カ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…12月１日㈭～14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
団地名

号棟

階

目的

構造

使用料（平成28年度）

学区

備考

１

吉地団地

１

２

一般

３DK

24,000円～

中主

EV無/駐車場有

２

新上屋団地

３

１

老人・身体障がい者

２DK

21,800円～

祇王

EV有/駐車場有/
事故住宅

３

永原第1団地

２

２

一般

３DK

23,800円～

祇王

EV無/駐車場有

４

木部団地

３

一般

２DK

21,700円～

中主

EV有/駐車場有

○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。
○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176
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ますますのご活躍を！
平成28年度市政功労者に44人３団体
11月３日、「市政功労者表彰式」を行い、各方面で市の発展・振興に貢献した人に表彰状を贈りました。
受賞者は次の皆さんです。（敬称略・カッコ内は経歴等）

自治功労
山﨑
上田
野澤
小南
山本
北村
鷲田
苗村
喜多

（自治会長）、辻川清太郎（自治会長）、酒井 清裕（消防団員）、嶽山 博昭（消防団員）
裕昌（消防団員）、西村 光春（消防団員）、東郷 宗宏（消防団員）、堀井 清之（消防団員）
幸敏（消防団員）、松田 喜裕（消防団員）、西郡 和幸（消防団員）、竹田 善幸（消防団員）
貴史（消防団員）、岩井 勘智（消防団員）、橋
徹（消防団員）、荒川 達也（消防団員）
明（消防団員）、山﨑
敏（消防団員）、中野 勝仁（消防団員）、荒川 貴之（消防団員）
達夫（消防団員）、栗田 覚樹（消防団員）、石塚 正治（消防団員）、堀江さや美（消防団員）
忠弘（消防団員）、田中 達男（消防団員）、岡田
隆（消防団員）、山田 忠司（消防団員）
憲司（消防団員）、宮本 明彦（消防団員）、奥野 孝史（消防団員）
良知（駅前の地方自治の推進、発展に尽力）

社会功労

松並 典子（民生委員児童委員）、勝山 雄二（健康推進員）、水島 章夫（人権啓発推進協議会委員）
橋本 幸夫（通学路の見守り活動に尽力）、小山田 司（地域の美化活動、通学路の見守り活動に尽力）
澤田 淺郎（通学路の見守り活動に尽力）、北居 晴彦（地域の美化活動に尽力）
中村 國啓（通学路の見守り活動、地域の美化活動に尽力）
雨森 理一（通学路の見守り活動に尽力）、金田 成煥（学校歯科医）
ウィズ・ユー（特別養護老人ホームの訪問、ふれあい喫茶の開催により地域福祉に尽力）
愛慈彩の会（ふれあいサロンの開催、子どもの見守り活動等により地域福祉に寄与）
児童を守る 安全パトロール隊（通学路の見守り活動に尽力）

産業功労

橋

春雄（小堤農業組合組合長等）

教育文化功労

岩岡

好子（絵手紙教室講師等）

問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

平成28年度 第３回野洲市上水道運営委員会を開催しました
水道事業会計の現状および将来を見据えた適正な料
金改定について、市長の諮問に応じ審議を行うため、
第３回の運営委員会を公開により開催しました。
日 時…10月６日㈭ 午前９時～10時
会 場…市役所本館３階第１委員会室
協議事項…
１．条例改正案（水道料金改定）について
答申を受け、水道料金の改定を進めるため、議
会の議決を伴う野洲市水道事業給水条例の一部を
改正する必要があり、改正案について説明した。

また、県内各市町の料金順位において、改正後
における順位を説明した。
○主な意見
要望として、近江八幡市馬渕で県の水の水質問
題があったが、そういった問題が起きないような
対策ができるように、今後は設備の整備を進めて
ほしい。
●回答
料金改定後に必要な施設整備を進めます。
問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041
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平成29年度
こどもの家(学童保育所)
第２回入所申し込み

市議会臨時会で決定！
野洲市議会は、11月８日の平成28年第４回臨時会において、
議長・副議長を選出しました。
議

平成29年４月からこどもの家に入所希望
の人は、申し込みが必要となります。
なお、継続入所の人も申し込みが必要で
す。詳しくは、入所案内をご覧ください。
※市ホームページにも掲載しています。
【入所申込書・入所案内配布場所】
各こどもの家・社会福祉協議会・こど
も課・市民サービスセンター
【申し込み日時・場所等】
日 時…12月15日 ㈭ ～17日 ㈯ い ず れ も
午前９時～午後６時30分
※17日は午後５時まで
場 所…市役所本館１階第１会議室
※各 こどもの家で受付はでき
ません。
問い合わせ…こども課
☎587－6052、FAX586－2176
社会福祉協議会
☎589－4683、FAX589－5783

坂口

長

哲哉さん

副議長

矢野

■野洲市教育委員会委員に荒川眞知子さん
 髙田さんの任期満了に伴い新委員に荒川さんが議会の同意
を得て任命されました。
任期は、平成28年11月18日～平成32年11月17日です。
■野洲市公平委員会委員に中野和美さん
 立入さんの任期満了に伴い新委員に中野さんが議会の同意
を得て選任されました。
任期は、平成28年11月18日～平成32年11月17日です。
■野洲市固定資産評価審査委員会委員に井狩久和さん、村井正
純さん、三久保佳辰さん
 任期満了に伴い引き続き井狩さん、村井さん、三久保さん
が議会の同意を得て選任されました。
任期は、平成28年11月18日～平成31年11月17日です。
■野洲市選挙管理委員会委員に三浦恵美子さん、岩田千鶴子さ
ん、入江幸一さん、中小路廣一さん、同補充員に、吉田千秋
さん、野口敏子さん、大岡三夫さん、島村平治さん
 任期満了に伴い、新委員および補充員に8人が選出されま
した。
任期は、平成28年11月17日～平成32年11月16日です。
問い合わせ…議会事務局☎587－6034、FAX586－4300

住民基本台帳カードの電子証明書は更新できません
マイナンバー制度が導入され、住民基本台帳カード
（以下「住基カード」という）は平成27年12月末をもっ
て交付が終了し、平成28年１月からはマイナンバー
カード（個人番号カード）の交付および新たな公的個
人認証サービスの電子証明書（初回の交付・発行手数
料はいずれも無料）が発行されています。
これにより、住基カードは有効期限まで使用できま
すが、新たに発行・更新することはできません。
また、住基カードに搭載されたe-Taxなどで利用す
る電子証明書（公的個人認証）も更新できません。
今後e-Taxなどを利用する場合は、現在お持ちの電
子証明書の有効期限※１を確認していただき、新た
にマイナンバーカードの申請手続き※２をしてくださ
い。
※１．電子証明書の有効期限は住基カードに記載され
ていません。
 現在の電子証明書を発行した際にお渡しして
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隆行さん

ご注意ください！

いる「電子証明書の写し（Ａ４の用紙）」や公
的個人認証サービス利用者クライアントソフト
にて、電子証明書を表示させる等で確認できま
す。
 詳しくは、公的個人認証サービスポータルサ
イトオンライン窓口をご覧ください。
◆公的個人認証サービスポータルサイト
https://www.jpki.go.jp/online/index.html
※２．
「マイナンバーカード（個人番号カード）」は、
「通知カード」の下にある「個人番号カード交付
申請書」の郵送またはスマートフォンやパソコ
ンで申請できます。
 なお、マイナンバーカードの申請から交付ま
では最短で約１カ月かかりますので、余裕を
持って申請してください。
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

ひとり親家庭の皆さんへお知らせ
〇ひとり親家庭の自立を支援します

母子・父子・寡婦の方に資金の貸付制度

児童扶養手当を受給している、または同等の所
得水準にある母子家庭・父子家庭の父母を支援し
ます。いずれも所得制限等の諸条件がありますの
で事前相談が必要です。また、制度内容が変更さ
れることもありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

経済的にお困りの母子家庭・父子家庭・寡婦の
人に、子どもの修学資金、就学支度資金の貸付制
度があります。この他にも就職支度資金や技能習
得資金などもあります。貸付けには諸条件があり
ますので、詳しくはお問い合わせください。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

離婚等により、ひとり親になった家庭の父母、
または親に代わってその児童を扶養されている人
等に対して、その児童が18歳到達の年度末まで手
当が受給できます。所得制限等の条件があります
ので、詳しくはお問い合わせください。
○公 的年金（遺族年金や障害年金等）を受給さ
れている人は、年金等の月額が児童扶養手当
の月額より低い場合にのみ、その差額分が児
童扶養手当から支給されます。
※差 額の計算方法など、詳しくはお問い合わ
せください。
○現在受給されている人が婚姻（事実婚を含む）
等をされた場合は、届出が必要です。また、
受給者本人や扶養義務者が年度の途中で所得
の修正申告をされた場合もお知らせください。
どちらも発覚した場合は、その事実が生じた
ときに遡っての処理となり、既に支払ってい
る手当額を返還していただく場合があります
ので、お心当たりのある人は可能な限り早期
にご相談ください。

厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講
し、終了した場合に、自己負担した費用の60％相
当額（12,000円を超える額で上限200,000円）を支
給します。
※事前申請が必要です。
※雇 用保険の教育訓練給付の受給資格がある人
は対象外です。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士など
の資格取得のために養成機関において１年以上の
カリキュラムを修業される母子家庭・父子家庭の
父母に、受講期間の生活資金を支給します。
支給期間…修業期間の全期間（ただし上限３年）
支給金額…市民税非課税世帯：月100,000円
市民税課税世帯 ：月70,500円
○資金の貸付
 高等職業訓練促進給付金の受給者を対象と
して下記の資金の貸付を行います。
入学準備金：50万円以内
就職準備金：20万円以内
※詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当

問い合わせ…子育て家庭支援課
☎587－6884、FAX586－2176

母子・父子自立支援プログラム策定等事業
就労を希望されている人、自分に向いている仕
事が分からず悩んでいる人、なかなか就職が決ま
らない人等、就労に対して意欲がある人に、それ
ぞれの状況やニーズに応じて就業までのサポート
を行います。お気軽にご相談ください。

就学援助制度
のお知らせ

市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済
的な理由で就学が困難と認められる場合、学用品費や給食費などの一部が援助さ
れる制度があります。この制度の申請は、いつでも受け付けています。
※認定された場合は、申請月の翌月からの援助になります。
申請方法…申請用紙は、各小・中学校、学校教育課、市民サービスセンターに設
置しています。申請には、印鑑、振込先口座のわかるものが必要です。
また、世帯の状況把握のため、添付書類が必要な場合があります。
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835
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就学指定校変更と区域外就学のお知らせ
市教育委員会では、市立小・中学校への児童・生徒の就学について通学区域を定め、就学校を指定しています。
しかし、特別な事情により指定された就学校への就学が困難な場合、就学する指定校を変更できる制度を設
けています。変更が望ましいと判断した場合、一定の期間就学する指定校を変更することが可能です。
※必ずしも申請をすれば認められるわけではありません。指定校を変更する必要がないと判断される場合など
許可できない場合もあります。
◆指定校変更
 市に住民登録している児童・生徒が、指定校以外の市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。
◆区域外就学
 市に住民登録している児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学する、または市外に住民登録されている
児童・生徒が、市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。
変更の主な許可事由、手続き、留意事項等、詳細はお問い合わせください。また、市ホームページにも掲載
しています。
なお、新入学時（４月）から就学指定校の変更を希望される場合は、できる限り２学期終業日の12月22日㈭
までにご連絡ください。
※申請には印鑑が必要です。また、事由により添付書類が必要になります。
申請・問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

農業施策に関する意見書が市へ提出されました
市農業委員会は10月14日、農業振興に向けて優良
な農用地の確保・維持を図り、さらに意欲ある担い
手や新規就農者を育成して、地域で特色のある農
業が可能となるような施策を積極的に展開されるよ
う、市に次の内容で意見書を提出しました。
１．野 洲市農業振興計画の推進と新規農業計画に
ついて
 野洲市農業振興計画の実施状況の検証及び
新規計画の策定の要望
２．農業者への支援について
 米の生産目標数量の設定の説明および指導、
独自補助金の策定、新規就農者の確保、農業
の普及活動
３．特産品の振興について
 農作物のブランド化の推進、ふるさと納税の
返礼品の設定、本市産農産物の広報活動の強
化
４．地産地消の推進について
 地元産食材を使った食文化の伝承、地元産
食材の優先利用の推進
５．優良農地の保全
 農業用施設の計画的な更新整備、耕作放棄
地への対策
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６．農業者への情報提供について
農林水産課業務の周知強化
７．外的要因からの農地の保全について
清掃活動の強化、不法投棄対策の強化
８．農業施設について
農業施設の負担軽減対策
９．女性の農業における地位向上について
 男女共同参画の推進、女性農業委員の登用
促進
10．有害鳥獣からの農地の保全について
有害鳥獣駆除の強化
11．農業委員会組織の充実について
 農業委員会法改正に向けた支援の実施、農
業委員会組織の体制強化
※意見書は、市ホームページの農業委員会ページで
閲覧できます。
問い合わせ…農業委員会事務局
☎587－6007、FAX587－3834

