
　　

野洲市長　山仲 善彰

◇◆ 新しい温水プール計画等が具体化 ◆◇

　野洲クリーンセンターの余熱利用施設として、
温水プールと温浴施設（お風呂）、特産物販売施設
などを整備します。2020年春オープンの予定です。
温水プールは25m、８コースで練習試合程度には
使用できる水準です。また、子ども用プールも併
設します。
　利用時間や料金などは旧温水プールと同様を想
定しています。
　この施設は、一昨年秋に、地元大篠原のご協力
により、竣工・稼働した新クリーンセンターの計
画段階からごみ焼却の排熱を利用（サーマル・リ
サイクル）し、旧温水プール機能を移転するもの
として計画してきました。非効率であったプラス
チック容器類のリサイクルを廃止したこともこの
計画の一環です。新野洲クリーンセンター稼働後
の一昨年末から、専門家および市民代表からなる
「野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会」を
設置し、検討を進め、市民の皆さんに計画を公表
してご意見を伺うパブリックコメントを経て、昨
年３月に基本計画を策定しました。
　基本計画では、施設の機能と規模を設定し、事
業手法としてPFI方式が望ましいとされました。
　PFI方式は、国のPFI法に基づき、公共施設等の
建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力
および技術的能力を活用して行う方式です。
　昨年７月にはPFI事業の名称、期間、概要、立地
場所、実施方針の策定時期を公表しました。

　その後、専門家および市民代
表、また弁護士からなる「野洲市
余熱利用施設整備PFI事業の事業
者選定委員会」で検討を重ね、本
年３月、最終審査により、優秀提案の選定等を行い、
事業者を決定し、公表しました。

 ◇◆ 夏まつり花火大会
 　　 　オクトーバーフェストやすJAZZ UP! ◆◇

　恒例のイベントが開催されます。夏まつり花火
大会は、7月21日㈯に昨年と同じ会場で３年目の開
催となります。今年は、さらに駐車場の拡大を行
います。
　オクトーバーフェストは、昨年休止でしたが、
一昨年と同じ野洲駅南口周辺で９月22日㈯・23日㈷
の開催です。
　皆さんのご参加をお待ちしています。

　◇◆ 法の執行？ サービスの提供？ ◆◇

　市役所の業務は「行政」と位置づけられ、以前は、
一般的には法令の執行とされてきました。間違い
ではありませんが、最終目標は、良質な市民サー
ビスの提供による市民生活の安全と快適さの確保
です。法令はそれをルール化や約束したりするた
めのものです。以前は個人や家庭で担われていた
子育てや高齢者介護などの役割、さらには生活相
談などが公共サービスとして社会化されつつあり
ます。

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめ
ざして、市の自殺対策を総合的かつ計画的に推進する
ため、平成30年度に「野洲市自殺対策計画」を策定す
るにあたり、市の自殺対策について意見していただく
委員を募集します。

任　　期…平成30年８月～平成31年３月
募集人数…１人
応募資格…次の①②に該当する人
　　　　　①18歳以上の市内在住･在勤者
　　　　　②�年３回程度開催する委員会に継続して出

席できる人
応募・問い 合わせ…７月２日㈪～11日㈬までに住所、

氏名、年齢、性別、電話番号、勤務先（市
内在勤者）を記入の上、「応募の動機およ

び自殺対策に関する意見や考え方」（800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健康
推進課（〒520－2315野洲市辻町433番地
１）☎588－1788、FAX586－3668、Ｅメー
ルkenkou@city.yasu.lg.jp

※委員構成は20人以内となります。
※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
※委員会への出席者には謝礼をお支払いします。

野洲市自殺対策計画策定委員会委員を公募します
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問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

　野洲クリーンセンターの余熱を利用し、元気と健康を創出する持続可能な活性化拠点とするため、温水プール
および温浴施設をはじめ、特産物販売施設等の「野洲市余熱利用施設整備運営事業」を民間事業者によるＰＦＩ
事業として実施する予定です。
　野洲市余熱利用施設整備ＰＦＩ事業の事業者選定委員会において、大和リースグループがＰＦＩ事業者に選定
されました。この大和リースグループにより本整備運営事業のために設立された特別目的会社である野洲すいむ
８ＮＥＸＴ－ＰＦＩ㈱から提案を受け進めています。

★ＰＦＩ事業者からの提案内容についてお知らせします。

　※�本提案内容は事業者が提案した内容であり、今後、
実施設計等により変更される場合があります。

☆事業概要…
　（1）事�業�期�間　�事業契約締結日（議会の議決を得

た日）～�平成54年３月31日
　（2）運営開始日　平成32年４月中
　（3）運�営�方�式　�公の施設とし、事業者を維持管理

業務および運営業務を実施する指
定管理者として指定

（2）事業者提案料金　　　　　　　　　　　　　　（市内料金）

対　象 プール
トレーニングルーム 温浴施設

プール
トレーニングルーム
温浴施設

大　人 700円 500円 900円
小・中学生
障がい者 350円 250円 450円

乳幼児
障がい児 無料 無料 無料

※�利用料金は、あくまで事業者が提案した内容であり、今後、
議会の承認を得て、決定されます。

☆施設概要…
（1）整備施設の主な機能
施　設 機　能 提　案　内　容

必須施設

�温水プール（２階）
�メインプール25ｍ×８コース（水深1.2ｍ）
�子どもプール（水深0.55ｍ）
�スイミングスクール、水中歩行等

�温浴施設（３階） �男女別に毎時間80人程度（浴室は24人程度同時利用）北（琵琶湖）向き

�特産物販売施設（２階）
�オープンスペース（施設内外から利用可能）
�地産地消、地域コミュニティづくり
�※屋根付きイベント広場同時利用で150㎡程度利用可能

提案施設

�◦トレーニングルーム（１階）
�　30人～40人同時利用、ランニングマシーン、エアロバイク、レッグプレス、チェストプレス等
�◦トレーニングスタジオ（１階）60人同時利用、カルチャースクール、リハビリ運動等
�◦ショップ（２階）プール利用者対象グッズ販売
�◦カフェ（２階）イートインコーナーとして特産物販売施設に併設

※�他に芝生広場（屋外施設）、駐車場111台・身障者用４台、計115台（クリーンセンター駐車場利用の場合、月曜
～土曜日70台、日曜日、祝日115台程度、合計185～230台利用可）

野洲市余熱利用施設整備運営事業の概要をお知らせします

※�単一料金でプール、トレーニングルームの双
方を利用できる料金設定
※�プール、トレーニングルームと温浴施設との
セット割引
※プリペイドカードは、共通10％割引

提案イメージ

内観イメージ

暮らしの情報
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■ポスターの部（１人１点）
応募資格… 県内の小学校・中学校・高等学校・特別支

援学校の児童・生徒
規　　格…38.2×27.1㎝～54.2×38.2㎝で描画材料は自由
応募方法… 作品の裏面右下に市名、学校名、学年、氏

名（ふりがな）を明記してください。
■標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法… はがきに、標語、住所、氏名（ふりがな）、

年齢を明記してください。
■四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者
規　　格… Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は問

いません。

応募方法… 作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を明記してください。

主　催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
　　　　市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会
応募・問 い合わせ…９月７日㈮までに市選挙管理委員

会事務局（総務課内）☎587－6038、FAX587
－4033

※�作品は自作で未発表のものに限ります。
※県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には、賞状お
　よび副賞が贈られます。入賞作品の版権は主催者側
　に属し、選挙啓発に利用します。

市営住宅入居者募集

■募集戸数…10戸（入居予定日／９月上旬）
■申込資格（主なもの）…
次の①～⑥を全て満たす人
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…７月２日㈪～13日㈮　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は除く）※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30年度） 学校区 備　考
１ 吉地団地 ２ ３ 一般（条件付単身可） ２DK 19,800円～ 中主 EV無／駐車場有
２ 吉地団地 ３ ３ 一般 ２DK 21,600円～ 中主 EV有／駐車場有
３ 新上屋団地 ２ ３ 一般 ３DK 24,400円～ 祇王 EV有／駐車場有
４ 木部団地 ３ 一般 ２DK 21,500円～ 中主 EV有／駐車場有
５ 小篠原団地 １ ２ 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
6 小篠原団地 １ ３ 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
７ 小篠原団地 １ ３ 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
８ 永原第1団地 ２ ３ 一般 ３DK 23,600円～ 祇王 EV無／駐車場有
９ 永原第1団地 ３ ３ 一般 ３DK 23,800円～ 祇王 EV無／駐車場有
10 和田団地 １ 一般 ３DK 26,300円～ 野洲 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

きれいな政治が行われるための「明るい選挙」を表す作品を募集します

平成30年度 明るい選挙推進啓発用作品の募集
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市美術展覧会に出品いただく作品を募集します
日　　程…９月９日㈰～15日㈯　（10日㈪は除く）
場　　所…野洲文化小劇場
応募資格… 市内および近隣市町（近江八幡市・守

山市・栗東市・湖南市・竜王町）在住
または在勤・在学者

　　　　　※中学生以下は除く
応募作品… 各部とも１人２点以内
　　　　　（自己の創造で制作した未発表のもの）
作品規格…
　◇絵画…�日本画・洋画・水彩画・パステル画・

版画など10号以上50号以内でわく張り
か額装、日本画は軸装可

　◇彫刻…�高さ1.8ｍ以内、自立して陳列可能かつ、
展示に著しく支障をきたさないもの

　◇工芸…�木工・金工・染色・陶芸などで高さ1.8
ｍ以内、自立して陳列可能、かつ展示
に著しく支障をきたさないもの

　◇書　…�縦書き２ｍ×１ｍ以内、横書き２ｍ×
0.85ｍ以内で、わく張りか額装、軸装可

　◇写真…�四つ切り（Ａ４）以上1.8ｍ×１ｍ以内
で、わく張りか額装（組写真は３枚以
内）

※�各部ともガラス・アクリルなど
のカバーやケースは禁止です。
ただし、水彩画・パステル画・
版画等はアクリルカバーのみ、押し花はガラス
カバーのみ使用できます。

出品料…600円／１点
　　　　※高校生は300円（身分証明要）
※�作品の搬入（出品申し込み）は、次の日時に野
洲文化小劇場へ
　◦９月１日㈯　午後１時～５時
　　　　２日㈰　午前10時～午後４時
募集要項 等…７月中旬頃に生涯学習スポーツ課、野

　　洲文化ホール、さざなみホール、野洲
　　図書館、歴史民俗博物館、市民サービ
　　スセンター、各学区コミセンに設置予
　　定です。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

第１５回 野洲市美術展覧会作品募集！

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

日　時…平成31年１月14日㈷　午前９時20分～午後０時30分（受付／午前９時20分～　式典／午前10時～）
場　所…野洲文化ホール
対　象…平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれの市内在住者および以前市内に在住していた新成人

☆★☆ 平成31年はたちのつどい実行委員募集！ ☆★☆

　平成31年「成人式式典」と「はたちのつどい」を自主的に企画・運営する実行委員を募集します。

対　象… 平成10年４月２日～平成12年４月１日生まれの市内在住者または18歳以上のはたちのつどい実行委員経
験者などで、成人式前日（平成31年１月13日㈰　午後１時30分～５時）
と成人式（１月14日㈷　午前８時～午後１時30分）に必ず出席できる人

内　容… 成人式式典後の第２部「はたちのつどい（レクリエーション）」の企画・
運営

　　　　※10月から原則毎週木曜日午後７時30分～９時に会議を開催します。

　　　　　　　　　　　◇◆ 第１回実行委員会 ◆◇

　　　　　　　　日　時…10月４日㈭　午後７時30分～　　場　所…コミュニティセンターやす　　　

「平成31年 成人式・はたちのつどい」開催のお知らせ

暮らしの情報
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　野洲市学習支援事業で頑張っている
生徒に勉強を教える学習ボランティア
を募集しています。

対　象…市内在住の社会人、大学生等
謝　金…2,000円／回
日　時…毎週水曜日
　　　　午後6時～８時30分
場　所…コミュニティセンターやす３階
内　容… 市内在住の中学１年生～３年

生への個別指導（基礎的な勉
強を教えていただくことが中
心になります。）

申し込み ・問い合わせ…市民生活相談課
☎587－6063、FAX586－3677、

　　　　Eメールsoudan@city.yasu.lg.jp

Y
や す ク ー ル

aSchool
学習ボランティア

募集!!

　野洲市明るい選挙推進協議会は、市における各種選挙が公明
適正に行われるための選挙推進運動を展開するとともに、一人
でも多くの皆さんに選挙に参加していただくことを活動の目的
としています。
　委員は、公募により選ばれた人をはじめ、市内各種団体の代
表や選挙管理委員補充員により構成されており、有効かつ適切
な啓発活動や県内で行われる研修会への参加などを行っていた
だきます。

平成30年度野洲市明るい選挙推進協議会委員
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問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）
　　　　　　☎587－6038、FAX587－4033

明るい未来のために
選挙への参加を！

NHKのど自慢 番組観覧者募集♪

日時…９月９日㈰　午前11時45分開演
　　　　　　　　　（午後１時30分終演予定）
場　所…野洲文化ホール大ホール
出　演…市川由紀乃、つるの剛士（五十音順）
　　　　※予選を通過した20組程度の皆さん
司　会…小田切千アナウンサー
入場料…無料
申し込み…８月10日㈮（必着）までに往復はがきで申し込みください。
　　　　　郵便往復はがき（私製は除く）に次のように記入して投函してください。

※「消せるボールペン」の使用はご遠慮ください。
※記入に不備があった場合や、郵便料金が不足の場合は無効となります。
※応募多数の場合は抽選の上、入場整理券（１枚で２人入場可）をお送りします。
※満１歳以上のお子さまから入場整理券が必要です。
※転売を目的とした申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とします。
その他…出場者募集も同時に行っています。詳しくは、ＮＨＫホームページをご覧ください。http://nhk.jp/otsu
主　催…ＮＨＫ大津放送局、野洲市
※�応募いただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いなどに使用させていただくこと
があります。

問い合わせ…野洲文化ホール☎587－1950、FAX586－1563

【往信用おもて】 【返信用うら】 【返信用おもて】 【往信用うら】

〒520-2331
野洲市小篠原2142番地
野洲文化ホール

「NHKのど自慢」観覧係

（この面には何も書か
　　ないでください！）

ご自分の
①郵便番号
②住　　所
③名　　前

ご自分の
①郵便番号
②住　　所
③名　　前
④電話番号

市川由紀乃 つるの剛士
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　　　問い合わせ…市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
　　　　　　　　　滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013、ホームページhttp://www.shigakouiki.jp/

後期高齢者医療制度のお知らせ

医療制度が改正されました

　全ての人が安心して医療を受けら
れる社会を維持するために、高齢者
と若者の間での世代間の公平が図ら
れるよう、負担能力に応じたご負担
を求めるため、次の２点の制度が改
正されました。

●４月から、後期高齢者医療保険料の
　軽減率が変わりました
　詳しい案内は、７月に医療保険料
額決定通知に同封して送付するチラ
シをご覧ください。
●８月から70歳以上の皆さんの
　高額療養費の上限額が変わります
　詳しい案内は、７月に被保険者証
に同封して送付するチラシをご覧く
ださい。

８月１日から有効の

　新しい被保険者証を７月にお送りします
　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で発送します。

●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　�更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入している人全員
の被保険者証が新しくなります。

●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　８月１日からは、新しい被保険者証をお使いください。

 うぐいす色になります。 

新たに平成30年8月から「限度額適用認定証」の交付が受けられます
　住民税課税所得145万円以上690万円未満の人にも「限度額適用認定証」が交付されることになりました。�
　詳しい案内は、７月に被保険者証に同封して送付するチラシをご覧ください。

平成30年度の保険料の額を７月下旬にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の人に、平成30年度の１年間の保険料の額や、お支払い
の方法についての通知書を、７月下旬に郵便で送付します。
●保険料の計算のもとになるのは
　平成30年度の保険料は、平成29年中の所得に基づいて計算されます。
●保険料の支払方法は
　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。
　「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。

「限度額適用・標準負担額

減額認定証」を更新します

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
　入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関
に「限度額適用・標準負担額減額認定証」（以下「減額認定証」
という。）を提示すると、入院時食事代が減額され、医療機関
の窓口でのお支払いの上限が限度額までとなります。
●対象となる人は
　後期高齢者医療制度の被保険者の人で、平成30年度の住民
税が世帯全員非課税の人（課税世帯の人は交付対象外です）
●手続き方法は
　７月31日まで有効の「減額認定証」をお持ちの人で、８月
以降も該当する人には、新しい被保険者証に同封して送付し
ます。（申請手続きは不要です。）
●対象となる人で減額認定証をお持ちでない人は
　被保険者証と印鑑（認印可）を持参の上、市保険年金課で
申請してください。

暮らしの情報
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