平成30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29年度認定世帯で、引き続き給付を受け
たい人も再度申請が必要です。
※申請は、年度途中でも受け付けていますが、認定は
申請月の翌月からになります。
申請方法…３月15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、必要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

４月から
市民サービスセンターで
市民生活相談を
始めます！
市民サービスセンターは、各種証明書発行業
務を継続し、平成30年４月から市民ニーズの高
い法律相談や生活相談などの市民相談業務を新
たに始めます。
詳細は「広報やす」３月号でお知らせします。
問い合わせ…市民サービスセンター
☎589－6430、FAX589－6438
市民生活相談課
☎587－6063、FAX586－3677

は、４月13日㈮まで可）
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

小・中学生の入院医療費を助成します
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
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
除く）
■助成額
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
■助成方法
しょうかん ばら

償還払い（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。
■申請手続き
次のものを持参し、保険年金課で申請をしてくださ
い。

◦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
◦振込口座がわかるもの
◦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はなり
ませんので、ご注意ください。
※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年を超えるとできなくなりま
す。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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祝 成人

決意のことば

１月８日開催の成人式で新成人を代表し、感謝と決意を述べました。

本日、人生の節目、そして大人としての門出を迎えるにあ
たり、このような盛大な式典を催していただき、心より感謝
を申し上げます。また、こうして元気に迎えることができたこ
とを大変うれしく思っております。市長様をはじめ、ご来賓
の皆さま、恩師の先生方、ご出席いただいた皆さまに、新
成人を代表して御礼申し上げます。
生まれて二十年間、今日まで多くの人々に出会い、さまざ
まなものを見て、時に泣き、時に笑い生きてきました。色々
な経験を積み重ね、それら全てが生きる力となり今の自分
があるのだと思います。
フランスの有名な哲学者であるルソーの残した言葉に次のようなものがあります。
「生きるとは、呼
吸することではない。行動することだ。
」これは、生きるということはただ生きるために呼吸することで
はなく、何かしらの目的のために命を使い、行動するということです。私たちは、これから大人の仲間
入りをし、自分たちへの責任が重くのしかかるようになりますが、自らの目的を持ち、その目的を果た
すための努力を惜しまず、人を思いやる優しい心を持って行動していくべきだと考えます。それでも、
時には困難や試練が立ちふさがることもあると思います。そのような時こそ、苦楽を共にし、切磋琢
磨してきた仲間たちと支え合い、社会人の一人として名実ともに大人として認められるように自分を磨
き、精進していきたいと思います。
最後になりますが、私たちがこの日を迎えることができたのは、今まで温かく支えてくださった家族
や地域の方々、色々とご指導していただいた先生方、共に歩んできた仲間たちのおかげであり、成人
式を迎えた今、改めて感謝申し上げます。これからは、私たちがいただいたこのご恩を次代へ返し、
今この時を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30年1月8日
新成人代表 はたちのつどい実行委員会 会長 丸山 周一郎

野洲市教育研究所展のお知らせ
教育研究所が1年間取り組んできました「教育に関
する調査研究及び教育関係職員の研修」の実績につい
て関係資料を展示し、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2４日㈯～３月１日㈭
午前10時～午後４時30分（26日㈪は除く）
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

「元気な学校づくり事業」
公開発表会
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10日㈯ 午後１時20分～４時20分
場 所…コミュニティセンターきたの大ホール
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835
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「介護カフェおこしやす」
周年祭開催！

市民活動事例報告会のお知らせ

「介護カフェおこしやす」は、３月に２周年を迎え、
『レク・すだれ』さんに協力をいただき周年祭を開催
します。
介護相談やもの忘れの相談、認知症の人や家族が気
軽に外出できる場としてもご利用ください。

市内では、約260の市民活動団体がさまざまな分野
で社会貢献活動を行っています。今回、更なるまちづ
くりの活性化をめざし、市民活動をより一層普及させ
るため、団体活動の事例紹介と団体間の交流・意見交
換を行う「市民活動事例報告会」を開催します。

日

時…原則毎月第１火曜日 午後１時30分～３時
２月６日㈫
５月１日㈫
３月６日㈫
６月５日㈫
※周年祭『南京玉すだれ』
４月３日㈫
７月３日㈫
場 所…野洲市健康福祉センター１階旧デイサービス室
対 象…どなたでも ※申し込み不要
参加費…無料
※飲み物やお菓子代（各100円程度）別途要
★『 おこしやす』は、認知症キャラバン･メイト、介
護者家族の会の協力をいただいています。上記以外
に原則第３水曜日午後１時30分～３時の間、介護相
談に応じています。
問い合わせ…地域包括支援センター
☎588－2337、FAX586－3668

～元気な活動団体を紹介します～

日
場

時…２月18日㈰ 午後２時～３時30分
所…市民活動支援センターホール
（野洲図書館併設）
内 容…６団体による事例紹介
◦自然くらぶ のやまであそぼう
◦彩友会
◦しのはら陶好会
にれ
き
◦楡の樹の会
◦滋賀県断酒連絡会野洲断酒会
◦大篠原宗盛公胴塚保存会
参加費…無料
協力団体…NPO法人家棟川流域観光船、北村季吟生
誕の地 北遊遊倶楽部
問い合わせ…市民活動支援センター
☎518－0556、FAX518－0557

無料職業紹介所「三方よし人材バンク」

再就職支援研修会の受講生募集！
三方よし人材バンクでは、来年度４月から保育所や幼稚園でお仕事を予定されている人や保育士資格や幼稚園
教諭免許を有し、その資格等を生かした仕事をしてみたいと考えている人等を対象に無料で再就職支援研修を実
施します。詳しい内容を知りたい人はお気軽にお問い合わせください。
日程等…
日

時

場

所

２月26日㈪
午前９時30分～午後３時30分

野洲市立篠原こども園

２月27日㈫
午前９時30分～午後３時30分

野洲市立篠原こども園

内

容

【講義】
◦最 新の保育事情、保育の仕事に就く心構え、食物
アレルギーなど
【実習】
◦保育実習、手作り玩具の製作など

※両日の受講も可能です。
※昼食は各自でご持参ください。また、会場までの交通費は自己負担となります。
※市で保険（傷害・賠償）に加入します。
申し込み・問い合わせ…２月23日㈮までに野洲市三方よし人材バンク（こども課内）☎587－6052、FAX586－2176

児童手当
『２月期支払』
のお知らせ

２月期の定期支払いは、２月９日㈮を予定しています
※平成29年10月～平成30年１月分の手当が対象です。
※平成28年中所得の修正申告をされた人は手当の支払金額が変わる場
合がありますので、お申し出ください。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176
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『第13回野洲市人権尊重を
めざす市民のつどい』開催

『人権YASU2018』開催
～気づこう「人のこころ」高めよう「わがこころ」～

人権を大切にすることは、だれもが心豊かに、幸せに暮
らせることにつながります。市民のつどいを通して、人と
人とのつながりの大切さを学び、ちがいを認め合うことで
より良い人間関係が生まれ、差別も起こらない社会になる
と思います。
人権作品に触れ、「湖南ダンスワークショップグループ」
の創作ダンスを鑑賞してみませんか。

■２月18日㈰ 午前10時30分～午後３時
場 所…アル・プラザ野洲１階
セントラルコート
内 容…①ふうせんであそぼう／太田信成さん
②人権紙芝居、人権に関するクイズ
☆同会場にて、18日㈰夕方～23日㈮の期間、人
権作品・人権啓発パネルを展示します。

日 時…２月24日㈯ 午後１時30分～４時（開場／午後１時～）
場 所…野洲文化ホール大ホール
内 容…
◦開会行事
◦人権作品の表彰（標語・詩・作文・ポスター）
◦人権作品の発表（１階ロビーにて「人権作品」を展示）
◦▽講演「湖南ダンスワークショップグループの魅力」
／北村成美さん（グループディレクター、振付家・
ダンサー）
▽公演「湖南ダンスワークショップグループ」
※同グループは、福祉施設利用者とスタッフ等で編
成されたダンスチームで、昨年10月にフランス・
ナント市で開催された「障害者の文化芸術国際交
流事業」で公演されています。

■２月13日㈫～28日㈬
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）、Ｊ
Ａ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
内 容…人権作品の啓発展示
※滋賀銀行野洲支店のみ３月１日㈭～30日㈮
※各会場の営業時間中
※各コミュニティセンター、野洲駅にも展示し
ています。
主 催…人権YASU2018実行委員会
（野洲市人権啓発推進協議会）

※手話通訳と要約筆記（文字による筆記通訳）は準備して
います。
※託児（２歳以上未就学児対象）が必要な人は、２月13日
㈫までにご連絡ください。

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

障がい児スプリングスクール参加者・ボランティア募集
心身に障がいのある子どもたちが規則正しい生活で有意義な春休みを過ごせるよう、絵画、工作など
の創作的活動、レクリエーションなどをして楽しく過ごします。

参加者募集！
日

時…３月26日㈪～30日㈮
午前９時30分～午後４時
場 所…び わこ学園医療福祉センター
野洲ほか
対 象…小・中学校特別支援学級生お
よび特別支援学校生
参加費…500円／日
申し込み…２月22日㈭まで

ボランティア同時募集！
日
対

時…スプリングスクール開催期間の午前９時～午後５時
象…中学生以上
※中学生の場合は事前研修会への参加が原則です。
謝 礼…1,000円／日 ※昼食チケット支給あり
その他…１日のみの参加も可。JR野洲駅から送迎あり。
【事前研修会】
日 時…３月17日㈯ 午前10時～
場 所…びわこ学園医療福祉センター野洲地域交流棟

申し込み・問い合わせ…びわこ学園医療福祉センター野洲☎587－1144、FAX587－4211

春休みの過ごし方相談会を開催します！
ホリデースクールの期間変更等に伴い、ホリデースクールとその他のサービスをどのように組み合わ
せていくのかなど、ホリデースクール担当者、相談支援事業所、市職員が相談に応じます。
日 時…２月15日㈭ 午前10時～正午
場 所…コミュニティセンターやす２階研修室１
対 象…障がい福祉サービスの利用を検討している児童・生徒の保護者、先着50人 ※事前申し込み要
申し込み・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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農地の賃借料のお知らせ
農業委員会で平成29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
田の部

畑の部

平均額

最高額

最低額

データ数

基盤整備地域

7,565円

13,385円

2,502円

1,055

未整備地域

5,953円

8,946円

2,000円

80

普通畑

3,997円

5,000円

1,980円

特殊畑

7,101円

13,736円

3,000円

備

考

全地域・生産調整田（転作田）含む

111 全地域（特殊畑を除く）
22

野洲川地区農地開発区域、吉川字中
瀬に存する畑地

※10アール当たりの金額です。
※農地法第52条の規定に基づき、農地の賃貸借の際の目安としていただくため、情報提供するものです。
※サンプルとしたデータは、平成29年１月～12月の農業経営基盤強化促
進法および農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき利用権設定
された事例を収集したものです。最高額、最低額は、データの平均値
±（平均値×70％）を超えるものを除いたデータを対象としています。
問い合わせ…農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834

湖南地域農業振興大会のお知らせ
湖南地域の農業者、農業生産組織、農業関係機関役職員が一堂に会して地域農業振興に向けての課題を共有し
新たな展開をめざします。
日
場
対
内

時…２月17日㈯ 午後１時30分～４時（受付／午後１時～）
所…さざなみホール
象…湖南地域管内の農業者、農業振興を支援・推進する機関の役職員
容…▽情報提供（20分）
「平成30年度に向けた農業施策について“水田フル活用と経営

所得安定対策の着実な実施”」／宮本 孝さん（近畿農政局滋
賀支局総括農政推進官）
▽事例発表（15分）
「湖南地域野菜振興協議会「近江のキャベツ」の取組み」／

水木 誠さん（JAおうみ冨士営農推進課課長補佐）
▽基調講演（90分）
「農家所得の向上に向けた複合経営のさらなる推進」

／土田英雄さん（となみ野農業協同組合常務理事）
問い合わせ…湖南地域農業センター☎587－0481
市農林水産課☎587－6004、FAX587－3834

野良猫への無責任なエサやりはやめましょう
野良猫の相談が増えています。責任を持って飼えない野良猫には安易にエサを与えないようにしましょう。猫
が集まり、ふん尿などで近隣に迷惑をかけることがあります。
※自ら飼育しない動物にエサを与え周辺の市民等に迷惑をかけた場合は、野洲市生活環
境を守り育てる条例により２万円以下の過料に処せられることがあります。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
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小さなことから省エネに取り組みましょう！
家電や機器は、生活が便利になる一方で、電気や熱といったエネルギーを消費しています。
生活の中で、少しの工夫や意識により省エネに取り組むことで、地球温暖化の原因となるCO2の削減や、電気
代の節約にもつながります。一人ひとりが自分でできることからはじめましょう。

【テレビ】
☆消すときは主電源をOFFにしましょう。リモコン待ち状態でもエネルギーを消費しています。
★画面の設定を確認しましょう。映像モードが選択できる機種は、標準モードや、リビングモードなどに設定
しましょう。

【パソコン】

☆使わない時は電源を切りましょう。
★周辺機器もパソコンと一緒に電源を切りましょう。

【洗濯機】

☆できるだけまとめ洗いをしましょう。

【お風呂】

★フタをしましょう。フタをしないと、バスタブに張ったお湯
から、どんどん熱が逃げます。

【冷蔵庫】

☆食品を詰め込まないようにしましょう。
★扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。
☆本体の周辺（上、左右）には適当な間隔をあけておきましょう。

【自動車】

★加減速の少ない運転やアイドリングストップなどエコドライブを心がけましょう。
☆近くへの移動の際には、徒歩や自転車を利用しましょう。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

国民年金保険料免除等のお知らせ
国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年
金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「納付猶予制度」がありますので、市保険年金課で手続きをしてください。申請書は窓口に
備えてあります。
平成29年度の免除等の受け付けは平成29年７月１日から開始され、平成29年７月分～平成30年６月分ま
での期間を対象として審査を行います。
なお、平成28年７月１日～平成37年６月30日までの間は、30歳未満の被保険者だけでなく、30歳～50歳
未満の被保険者も対象となり、納付猶予対象者の年齢が拡大されました。ただし、30歳～50歳未満の被保
険者の納付猶予は、平成28年７月以降の月分が対象となります。
また、平成26年４月から法律が改正され、２年１カ月前の月分まで、さかのぼり免除申請をすることが
できます。
詳細はお問い合わせください。
問い合わせ…市保険年金課 ☎587－6081、FAX 586－2177
草津年金事務所☎567－2220

19

広報やす

2018.2

野洲駅北口喫煙所用のパーティションを寄贈していただきました
日本たばこ産業㈱から、「分煙」に関する取り組みの一環として環境整備とマナー向上を目的に、野洲駅北口喫
煙所用のパーティションを寄贈していただき、１月９日に贈呈式を行いました。
喫煙所を利用する皆さんには、喫煙マナーの徹底をお願いします。
問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

贈呈式（市役所）

平成30年度
野洲市スポーツ少年団
団員募集

パーティション

募集期間…３月31日㈯まで ※詳細はお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ…
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 日曜日、祝日は除く）

■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 場所…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 場所…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 場所…
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 場所…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） 場 所 …
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
18：30～20：00、 毎 週 土 曜 日（ 男 ／15：00～18：00、
女／14：00～18：00）※追加練習あり 場所…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 場所…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） 場所…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…市内年長児～小学校６年生（男女） 練習日…
毎週火曜日18：00～20：00、毎週土曜日９：00～12：
00、毎週日曜日９：00～16：00 場所…中主小学校体
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
場所…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 場所…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
場所…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
場所…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 場所…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…年長児～ 練習日…①毎週火曜日18：00～②毎
週金曜日18：30～ 場所…①コミセンきたの②市総合
体育館
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