
　市では、各校園の特色ある教育活動の推進を通じて、
子どもたちが夢や希望を持ち、意欲と活力にあふれる

「元気な学校づくり事業」を進めています。
　市内の各校園が、子どもや地域の実情に応じながら、
元気な心とからだの育成や確かな学力の向上、地域に
根ざした学校・園づくりなどに取り組んでいます。
　今年度の取り組みを公開で発表します。多数のご来
場をお待ちしています。

日　時…２月11日㈷　午後１時20分～４時
場　所…中主防災コミュニティセンター２階研修室
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

　教育研究所が１年間取り組んできました「教
育に関する調査研究および教育関係職員の研
修」の実績についての関係資料を展示し、広く
市民の皆さんにお知らせします。
　多数のご来場をお待ちしています。

日　時…２月25日㈯～３月２日㈭
　　　　いずれも午前10時～午後４時30分
　　　　　　　　　　　　　　（27日㈪は休館）
場　所…市民活動支援センターギャラリー
　　　　　　　　　　　　　（野洲図書館併設）
問い合わせ…教育研究所
　　　　　　☎587－6028、FAX587－3835

平成２９年度

児童生徒就学

援助費申請の

お知らせ

　経済的な理由によって、小・中学校への就学が困難な市内の家庭に、学用
品費や給食費などの一部を援助する制度を実施しています。希望する人は申
請してください。なお、平成28年度認定世帯で、引き続き給付を受けたい人
も再申請が必要です。

※ 申請は、年度途中でも受け付けていますが、認定された場合は、申請月の
翌月から該当になります。

申請方法…３月17日㈮までに各小・中学校、学校教育課に備え付けの申請書
　　　　　に必要事項を記入の上、関係書類を添えて在学もしくは在学予定
　　　　　の学校へ提出（小学校新１年生については、４月13日㈭まで可）

問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

　市では、子育て支援の一環として、小学生および
中学生の入院による高額な医療費負担の軽減を図る
ため、福祉医療費助成制度（通称： 福 マルフク制度）
により、医療費を助成します。

■対象者
　小学生および中学生（重度心身障がい児・母子家
庭・父子家庭等、他の福祉医療費助成制度該当の人は
除きます。）
■助成金額
　保険給付の対象となる入院にかかる医療費の自己負
担額のうち、高額療養費および附加給付の支給対象額
を除く負担分（日本スポーツ振興センターの災害給付
金の対象となる入院は除きます。）
■助成方法
　償

しょうかんばら

還払い（医療機関等の窓口で一旦支払った医療費
を、後日お返しする制度です。）
※この制度は受給券の交付はありません。
※ 助成申請は、医療保険の自己負担分を支払った日の

翌日から起算して５年を超えるとできません。

■申請手続き
　次のものを持参し、保険年金課または市民サービス
センターで申請してください。
【持参するもの】
◦領収書（受診者名と診療点数が明記されたもの）
◦印鑑
◦保険証
◦口座番号が確認できるもの
◦ 高額療養費支給決定通知書（加入されている保険か

ら支給を受けた人）
◦ 附加給付金支給決定通知書（健康保険組合から支給

を受けた人）
◎ 申請は１カ月単位となります。１カ月ごとでも複数

月分まとめてでも、申請は可能です。
◎ 後日、ご指定の口座に振り込みをします。ただし、

振り込みは申請月から約２カ月後になりますので、
ご了承ください。

※ 入院時の食事代、室料、衣類のリース代、クリーニ
ング代等の保険適用外の費用は助成の対象になりま
せんので、ご注意ください。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

小・中学生の入院医療費を助成します

「元気な学校づくり事業」
公開発表会

野洲市教育研究所展の

お知らせ
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　高齢者虐待や悪質商法などの被害を防ぐための研修
会を開催します。

日　時…２月21日㈫　午後１時30分～３時
　　　　（受付／午後１時～）
場　所…総合防災センター２階研修室
　　　　（野洲市辻町488番地）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…�講演「地域で守る、高齢者の人権～高齢者虐

待・悪質商法の被害を防ぐためにできること
～」／土井裕明さん（弁護士）

参加費…無料

※ 駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

　口腔内は歯のある人や無い人、自分で磨けない人、
入れ歯など人それぞれです。加齢と共に口腔内の状態
は変化します。状態に合わせた手入れを皆さんと学習
しましょう。

日　時…２月24日㈮　午後１時30分～３時30分
場　所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
対　象…介護されている家族、介護に関心のある人
内　容…講演「口から元気！口腔ケア」／青木由美さ
　　　　 ん（滋賀県歯科衛生士会歯科衛生士）
持ち物…筆記用具など
参加費…無料
申し込み…２月17日㈮までに申し込みください。

地域で守る高齢者の人権研修会介護者家族リフレッシュ
事業のお知らせ

　本日は、私たちが大人への第一歩を歩み始めるこの記念すべき

日にこのような盛大な式典を催していただきまして、まことにありが

とうございます。また、たくさんの温かいお祝いや激励の言葉を

いただき、心より感謝しております。

　市長様をはじめ、ご来賓の皆さま、恩師の先生方、ご出席して

いただきました皆さまに、新成人を代表して御礼申し上げます。

　さて、昨年はリオデジャネイロ五輪が開催され、オリンピック、

パラリンピック共に日本選手団は素晴らしい活躍をみせ、たくさんのメダルを獲得されました。多くの

人が彼らの活躍に勇気をもらったのではないでしょうか。私たち若者は、これからの社会に活力を与

えられるような日本の柱となるべく、世界を広く捉え、一人ひとりが自覚を持った行動をとることが大

切になっていくと思います。

　この先、私たちの前には様 な々試練や困難が立ちはだかることでしょう。時には越えられそうにな

い壁にぶつかることもあるかと思います。そんな時には仲間と共に支え合い、高め合いながら一歩ず

つ乗り越え、自分自身の人生を歩んでいきたいと思います。

　最後に、私たちがこうして成人式を迎えることができたのは、家族をはじめ、先生方、地域の方 、々

共に歩んできた仲間たちの支えがあったからであり、感謝の念に堪えません。いただいたご恩を次は

私たちが次世代に返していきたいと思います。

　成人としての決意を胸に抱きながら、どんな困難にぶつかろうとも、今この時をたくましく精一杯生

きていくことを誓い、決意の言葉とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　平成２９年１月９日

　　　　　　　　　　　　　　新成人代表　はたちのつどい実行委員会　会長　荒巻　友紀

祝 成人　決意のことば

問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

暮らしの情報
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　農業委員会で平成28年中に締結された賃貸借の情報を次のとおり集計しましたのでお知らせします。

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

田の部 基盤整備地域 8,427円 14,297円 2,889円 862 全地域
生産調整田（転作田）含む未整備地域 7,274円 8,772円 2,401円 53

畑の部
普通畑 4,580円 8,811円 2,000円 20 全地域（特殊畑を除く）

特殊畑 2,757円 6,000円 1,500円 25 野洲川地区農地開発区域、吉川字中
瀬に存する畑地

※10アール当たり

問い合わせ…農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834

農地の賃借料のお知らせ

■２月19日㈰　午前10時30分～午後３時
　平和堂アル・プラザ野洲１階セントラルコート

内　容…① 「AED・心肺蘇生法 体験コーナー」／東消防署職
員の皆さん

　　　　② 「人権トークコンサート～音と音とでつながる人の
心と命～」／吉田正

しょうしん

信さん
☆子どもへの虐待防止の啓発を行います。
☆ 同会場にて、19日㈰夕方～24日㈮の期間、人権作品・人権啓

発パネルを展示します。

■２月13日㈪～２月28日㈫

内　容…人権作品の啓発展示
場　所…�滋賀銀行（野洲支店、祇王支店、中主支店、三上代理

店）、関西アーバン銀行（野洲支店、中主支店）、滋賀
中央信用金庫（野洲支店、中主支店）、ＪＡおうみ冨
士（野洲支店、三上支店、祇王支店、篠原支店、中主
支店）、中主郵便局、野洲郵便局、祇王郵便局、野洲病院、
湖南病院、イオンタウン野洲、丸善野洲店、魚忠ママ
センター、平和堂フレンドマート中主店、西友野洲店

※ 各コミュニティセンター、野洲駅にも展示しています。
※滋賀銀行野洲支店のみ３月１日㈬～31日㈮
※各会場の営業時間中
主催…�人権YASU2017実行委員会（野洲市人権啓発推進協議

会・野洲市企業人権啓発推進協議会）

　人権を大切にすることは、だれもが心豊
かに、幸せに暮らせる社会の実現につなが
ります。人権とはむずかしいものではあり
ません。人と人とのつながりの大切さを身
近に感じ、人権について一緒に考えてみま
せんか。

日　時…�２月25日㈯　午後１時30分～３時
45分（開場／午後１時～）

場　所…野洲文化ホール大ホール
内　容…①開会行事
　　　　②人権作品の表彰
　　　　③ 人権作品の発表（１階ロビーに

て「人権作品」を展示）
　　　　④ 講演「みんなで育てよう 自尊感

情」～子どもの人権を考える～
／園田雅春さん（大阪成蹊大学
教授）

※ 手話通訳や託児（２歳以上未就学児対象）
が必要な人は、２月10日㈮までにご連絡
ください。

※ 要約筆記（文字による通訳）は準備して
います。

第12回野洲市人権尊重を
めざす市民のつどい開催

『人権YASU2017』開催
～いのちときずな 高まれ広まれ 次への一歩～

　　２月期の定期支払いは、
２月10日㈮です。　　

※平成28年10月～平成29年１月分が対象です。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童手当『２月期支払』
のお知らせ

問い合わせ…人権施策推進課587－6041、FAX518－1860

2017.2　広報やす　　14



募集期間…３月31日㈮まで
申し込み…�野洲市社会教育関係団体事務局（〒520－2423野洲

市西河原2400番地、北部合同庁舎２階）☎・FAX589
－3381※受付／９：00～16：00、FAX・郵送可。

　　　　　詳細は同団体事務局まで。（日曜日、祝日は休み）

湖南地域農業振興大会のお知らせ
『平成30年産米以降の水田農業を考えよう』

　湖南地域の農業者・農業生産組織と農業関係機関役
職員が一堂に会し、平成30年産米以降の対応を共に考
え、新たな展開をめざします。

日　時…２月12日㈰　午後１時30分～
　　　　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）
場　所…栗東芸術文化会館さきら中ホール
　　　　（栗東市綣二丁目１番28号）
対　象…○湖南地域の農業者
　　　　　 集落営農組織、認定農業者、特産物生産・

加工・販売グループなど
　　　　○ 地域農業の担い手育成と農業振興を支援・

推進する機関の役職員

内　容…○情報提供
　　　　　 「世界農業遺産認定に向けた滋賀県の取組」

／滋賀県農政水産部農政課
　　　　○課題提起
　　　　　 「10年後の湖南地域農業を見据えて、30年

産米以降の対応を考える」／大津・南部農
業農村振興事務所

　　　　　 「農地中間管理事業を活用した担い手育成」
／滋賀県農地中間管理機構

　　　　�○基調講演
　　　　　「農業の新展開をどう読み、地域はどう対
　　　　　応すべきか」／中嶋康博さん（東京大学大
　　　　　学院教授）
問い合わせ…農林水産課☎587－6004、FAX587－3834

平成29年度
野洲市スポーツ少年団

団員募集

�■野洲ラグビースポーツ少年団�
対象…小学校１～６年生（男女）　練習日…月２～４
回（日曜日、祝日）８：30～12：00　会場…希望が丘
文化公園、野洲川河川公園
�■中主サッカースポーツ少年団�
対象…市内小学校１～６年生（女子歓迎）　練習日…
毎週火曜日（ナイター練習）18：00～20：00、毎週木
曜日（自主練習）16：00～17：00、毎週土曜日14：00
～17：00※春・夏・冬休み変更あり　会場…中主小学
校グラウンド
�■清流館柔道少年団�
対象…５歳以上～一般（男女）　練習日…毎週水曜日
18：30～20：00、毎週土曜日13：30～15：30　会場…
野洲中学校柔剣道場
�■中主志道館（剣道）�
対象…市内小学校１年生～中学校３年生・一般（男
女）　練習日…毎週土曜日18：30～20：00　会場…中
主小学校体育館
�■悠紀剣良会�
対象…年長児～（男女）　練習日…毎週火曜・金曜日
18：30～20：00（基本組＝18：30～19：30）　会場…
野洲小学校体育館ほか
�■中主ミニバスケットボールスポーツ少年団�
対象…中主小学校１～６年生　練習日…毎週水曜日
18：30～20：30、毎週土曜日（男／15：00～18：00、
女／14：00～18：00）※追加練習あり　会場…中主小
学校体育館
�■YBCスポーツ少年団（バスケット）�
対象…（男子）北野・三上・祇王小学校１～５年生※
５年生は若干名、（女子）北野・野洲・三上・祇王小
学校１～６年生、先着順　練習日…毎週土曜日９：00
～12：00※春・夏・冬休み変更あり　会場…北野小学
校体育館
�■野洲北ミニバスケットスポーツ少年団�
対象…①野洲北男子…篠原・祇王小学校１～６年生、
②野洲北女子…篠原・祇王・野洲・三上小学校１～６
年生、③野洲男子…野洲・三上小学校１～６年生　練
習日…毎週土曜・日曜日９：00～12：00または13：00
～16：30（合同練習有）　会場…①②篠原・祇王小学

校体育館、③野洲・三上小学校体育館
�■中主バレーボールスポーツ少年団�
対象…小学校１～６年生（男女）　練習日…毎週土
曜・日曜日９：00～12：00　会場…中主小学校体育館
■野洲ジュニアバレースポーツ少年団
対象…小学校１～６年生（女子）　練習日…毎週土
曜・日曜日９：00～12：00（月５回程度）、毎週水曜
日18：00～20：00（夏休み等、希望者のみ）　会場…
野洲・祇王小学校体育館
�■中主野球スポーツ少年団�
対象…市内小学校１～６年生（男女）　練習日…１～
３年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～12：00、４
～６年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～18：00　
会場…中主小学校グラウンド
�■野洲キッドスポーツ少年団�
対象…市内小学校１～６年生（男女）　練習日…１年
生／毎週日曜日９：00～12：00、２年生／毎週土曜・
日曜日、祝日９：00～12：00、３～６年生／毎週土曜・
日曜日、祝日９：00～17：00　会場…野洲・北野小学
校、小篠原グラウンド、野洲川河川公園
�■篠原ファイターズスポーツ少年団�
対象…市内小学校１～６年生（男女）　練習日…１～
３年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～12：00、４
～６年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～17：00　
会場…篠原小学校グラウンド
�■近江富士ボーイズスポーツ少年団�
対象…市内小学校１～６年生（男女）　練習日…１～
３年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～12：00、４
～６年生／毎週土曜・日曜日、祝日９：00～17：00　
会場…祇王・三上小学校グラウンド
�■少林寺拳法野洲スポーツ少年団�
対象…５歳～（男女）　練習日…毎週火曜・木曜日
19：00～20：00　会場…北野小学校体育館、市総合体
育館
�■日本延真会空手道スポーツ少年団�
対象…幼稚園年長児～（男女）　練習日…①毎週火曜
日18：00～②毎週金曜日18：30～　会場…①コミセン
きたの②市総合体育館

暮らしの情報
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　日頃の生活の中で気づいたことや、滋賀県政に
対する思いを聴かせてください！インターネット
を通じて気軽に県政に参加してみませんか。

対　象…①県内在住の満15歳（４月１日現在）
　　　　　以上の人
　　　　②県政に関心を持ちモニター活動ができ
　　　　　る人
　　　　③インターネットを利用してサイトの閲
　　　　　覧、メールの送受信およびアンケート
　　　　　への回答ができる人（タブレット、ス
　　　　　マートフォンは利用可）　
※国または地方公共団体の議員や常勤の公務員は
除く
内　容…インターネットを活用したアンケート調
　　　　査の回答、県政へのご意見やご提案など
申し込み…２月10日㈮午後５時までに県ホームペ
　　　　　ージ「しがネット受付サービス」より
　　　　　申し込みください。
　　　　　　https://s-kantan.com/pref-shiga-u/
問い合わせ…滋賀県広報課県民の声係
　　　　　　☎5２８－3046、FAX 5２８－4８04、
　　　　　　Ｅメールab0001@pref.shiga.lg.jp

平成２９年度
県政モニター募集

　体育協会では、次のいずれかに該当し、各構成団体
から推薦された人（団体）を選考委員会で選考し、表
彰（功績賞・奨励賞・功労賞等）します。

被表彰対象者…
　① 平成28年３月１日から平成29年２月15日までに開

催され、終了（予定）したスポーツ大会において
優秀な成績を収められた人

　②長年スポーツの振興に貢献された人
提出・問い合わせ…
　 　２月14日㈫午後４時までに所定の推薦書に必要事

項を記入の上、野洲市体育協会事務局（北部合同庁
舎２階 日曜日、祝日は休み）☎589－3381

※提出は、持参に限ります。
※推薦書は、同協会事務局に設置しています。

　ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」で原則禁止されています。違反す
ると、５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、
またはその両方が科されることがあります。
例外として、
　① 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要

な廃棄物の焼却（例：どんと焼き等）
　② 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない

ものとして行なわれる廃棄物の焼却（例：農業者
が行う稲わら等の焼却）

等が認められていますが、周囲の生活環境に支障を与
え、「煙たい」「臭い」といった苦情等がある場合は、
行政指導の対象となります。

※ 農業資材や家庭ごみを田畑に持ち込み燃やすことは
違法行為です。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

野洲市体育協会
被表彰者の推薦募集

野焼きは禁止されています！（一財）自治総合センター助成を

受け備品を整備されました

【木部自治会】
　宝くじの助成を受け、和机、複写機、法被および帯、
テントを整備されました。これにより更なるコミュニ
ティ活動の活性化が期待されます。

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

2017.2　広報やす　　16




