
　保護者の疾病や育児疲れ、育児不安、保護者の仕事等の理由により、家庭で児童を養育することが一時的に困
難となった場合に、市と契約を結んだ児童養護施設で養育を行います。
■短期入所生活援助（ショートステイ）事業
対　　象…�１人以上の保護者が次の①～⑥のいずれかの理由により、家庭で児童を養育することが一時的に困難

となる家庭
　　　　　①疾病にかかり、または負傷しているとき
　　　　　②育児を原因として身体または精神を疲労しているとき
　　　　　③妊娠中または出産後間もないとき
　　　　　④同居の親族を看護し、または介護しているとき
　　　　　⑤冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事に参加するとき
　　　　　⑥災害等の復旧に当たっているとき
利用期間…�連続７日以内。ただし、市が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することがで

きます。
　　　　　※施設利用中は、保育園、幼稚園、小・中学校への通園・通学はできません。
■夜間養護等（トワイライトステイ）事業
対　　象…�保護者の仕事等の理由により平日の夜間または休日に保護者が不在となるため、家庭で児童を養育す

ることが一時的に困難となる家庭
利用時間…▽平日／午後５時～10時（引き続き宿泊を伴う場合に限り、翌日の午前９時まで利用可）
　　　　　▽休日／午前９時～午後５時
　　　　　※いずれも延長は不可

【対象児童】　１歳半以上18歳未満
【実施施設】　社会福祉法人ひかり会　児童養護施設　守山学園（守山市笠原町1257－１）☎582－2887
【利用料金】� ※児童１人１日当たり

事業名 区　分

負担区分
○生活保護世帯
○ひとり親世帯で
　市民税非課税世帯

○市民税非課税世帯
○ひとり親世帯

○その他の世帯
　（左記以外の世帯）

ショート
ステイ

２歳未満児 無料 1,100円 5,350円
２歳以上児 無料 1,100円 2,750円

トワイライト
ステイ

平日預かり分
（午後５時～10時） 無料 300円 750円

平日預かり分（宿泊分）
（午後10時～翌日午前９時） 無料 300円 750円

休日預かり分
（午前９時～午後５時） 無料 350円 1,350円

【主な注意事項】
◦市および施設では児童の送迎は行っていません。送迎は、保護者の責任および負担において行ってください。
◦施設での生活は他の児童との集団生活となります。
◦施設の定員に空きがない場合や児童の健康状態等によっては、利用できない場合があります。
◦食事代・おやつ代は利用料金に含まれています。
◦施設利用中に不慮の事故等でけが等をされた場合は、施設が加入する保険を適用します。
◦利用料金は、利用期間終了までに直接施設へお支払いください。

【申し込み・問い合わせ】
利用を開始しようとする原則３日前までに所定の申込用紙に必要事項を記入・押印の上、家庭児童相談室
☎587－6140、FAX586－2176

※申込用紙は、家庭児童相談室に設置しています。
※�当該年度の課税基準日（１月１日）に野洲市に住民登録がない場合は、課税基準日の住所地の市区町が発行す
る課税（非課税）証明書の添付が必要です。

子育て短期支援事業
「ショートステイ・トワイライトステイ」のお知らせ

暮らしの情報
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　市民活動を始めるにあたって、資金を必要とする団体や設立初期の活動費を必要とする団体に「野洲市市民活
動促進補助金」を交付しています。
　この補助金は、平成23年度から実施し、平成28年度には、市民団体が自主的・自発的に行う社会貢献活動を支
援するため、限度額を10万円に引き上げるとともに、対象期間を最長３年まで拡大し、制度の充実を行っています。

対　象…�次の①～⑥を全て満たすNPO活動団体で、かつ６カ月以内に活動を始めようとする団体または設立３年
以内のNPO活動団体

　　　　①構成員がおおむね10人以上で、そのうち５割以上が市民である団体
　　　　②団体の事務所および主たる活動場所が市内にある団体
　　　　③規約等を定め、責任者が明確である団体
　　　　④宗教的な活動または政治的活動を目的としない団体
　　　　⑤公共の利益の増進に寄与する目的で活動する団体
　　　　⑥構成員に暴力団員や暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員がいない団体
補助金…10万円以内（補助対象経費の限度額）
申し込み…８月31日㈮までに申し込みください。　※定数に満たない場合は期間を延長する場合があります。

～ あなたの市民活動で すてきなまちに ～
応援します! 団体設立と市民活動  野洲市市民活動促進補助金のお知らせ

申し込み・問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557

次の３団体に補助金を交付しました。
●のばら識字教教室
　　活動紹介…�誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざし、定期的な識字教室の開催と人権

問題に関する研修会を通じて、広く一般市民へ呼びかけを行い、人権意識の高
揚に努めた団体です。

●大篠原宗盛公胴塚保存会
　　活動紹介…�郷土の史実に基づき平宗盛の顕彰を通じて、地域に眠る歴史的資産を掘り起こ

し、次世代への伝承と地域の活性化につなげるため、全国の宗盛を慕う有志と
のネットワークを構築した団体です。

●滋賀県断酒連絡会野洲断酒会
　　活動紹介…�アルコール依存症からの回復支援と市民へのアルコール問題の啓発活動、アル

コール問題に苦しむ人への支えとなる活動を行った団体です。

平成29年度野洲市市民活動促進補助金交付団体

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達試験

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のと
おり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた試験で、野
洲市以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達
試験が行われます。
情報伝達
手段 内　　容

防災
行政無線

　市内85カ所に設置してある防災行政無
線から、毎月17日に実施している定時試
験放送と同じくらいの音量で次の放送内
容が一斉に放送されます。
【放送内容】
①上りチャイム音
②�「これは、Jアラートのテストです。」×３回
③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」
④下りチャイム音

注）◦�防災行政無線以外の情
報伝達（データ放送、
緊急速報メール等）は
行いません。

　　◦�災害の発生状況、気象
状況などによっては、
試験を中止する場合があります。

（※）�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛星など
を通じて瞬時にお伝えするシステムです。

　上記日時の他、平成30年度は次の日程で同様の試験
を実施します。
　◦11月21日㈬　午前11時
　◦平成31年２月20日㈬　午前11時

問い合わせ…危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

８月29日㈬　午前11時ごろ
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問い合わせ…野洲文化ホール
　　　　　　☎587－1950、FAX586－1563

野洲市文化ホール３館
休館のお知らせ

　平成28年12月に成立した「部落差別の解消の推進に
関する法律」は部落差別の解消の必要性について国民
の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のな
い社会を実現することをめざしたものです。
　法律が制定されたことにより、今われわれが何をす
べきか見つめ直す機会として開催します。

日　時…９月１日㈯
　　　　午前10時30分～正午（受付／午前10時～）
場　所…さざなみホール
内　容…�講演
　　　　「人権ライブ�～部落差別問題について～」／
　　　　立岡勇一さん（NPO法人かがやき所長）
※�託児・手話通訳が必要な人は、８月17日㈮までにご
連絡ください。

日　時…８月４日㈯～15日㈬
　　　　午前10時～午後６時（月曜日は除く）
場　所…市民活動支援センターギャラリー
　　　　（野洲図書館併設）

「同和問題講演会」開催

野洲市平和のつどい開催

　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみホール
では、利用者の少ないお盆の前後を含む間を経費節減
と効率化のため次のとおり休館とします。

休館日：８月11日㈷～16日㈭

　ＮＨＫのど自慢が野洲文化ホールで開催されます。
　観覧の申し込み方法等は「広報やす」７月号６ペー
ジをご覧ください。

日　時…９月９日㈰　午前11時45分開演
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　※当選者で「はがき」持参の人

NHKのど自慢

観覧者募集
８月10日まで！

平成30年
住宅・土地統計調査に

ご協力を！

　10月１日を調査基準日として、国の基幹統計調査で
ある平成30年住宅・土地統計調査が実施されます。
　この調査は、住生活関連施策の基礎資料を得ること
を目的に、総務省統計局が都道府県、市区町村を通じ
て５年ごとに実施する大規模な調査です。
　本市では、８月下旬頃から、滋賀県知事に任命され
た統計調査員が調査対象となる地域の世帯に「調査の
お知らせ」を配布します。その後、対象地域から抽出
された約3,000世帯に調査書類を配布しますので、回
答へのご協力をお願いします。

問い合わせ…企画調整課
　　　　　　☎587－6039、FAX586－2200

問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

平和パネル展
「 ヒロシマ・ナガサキ　原爆と人間 」

　戦没者を追悼するとともに、過去の悲惨な戦争の教
訓を決して風化させることなく次の世代に語り継ぎ、
世界の恒久平和の実現をめざすことを目的として、平
和のつどいを開催します。

日　時…８月10日㈮　午前10時～
場　所…野洲市総合防災センター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…
　【第１部】戦没者を追悼する式典
　　　　　◦戦没者名簿奉安　　◦追悼のことば
　　　　　◦参加者による献花�など
　【第２部】平和を祈念するつどい
　　　　　◦次世代戦跡訪問体験発表
　　　　　◦アトラクション
　　　　　◦講演「語り継ぐシベリア抑留」／
　　　　　　藤崎高男さん（市内在住）
参加費…無料
問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

暮らしの情報
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　　　　　※受付時の血圧測定結果により受けられない項目があります。
持ち物…運動ができる服装、お茶などの飲み物
参加費…無料
主　催…京都橘大学、野洲市
※お車で来場される場合は、野洲図書館駐車場をご利用ください。
申し込み・問い合わせ…�８月17日㈮までに氏名、希望日、連絡先を記入の上、電話またはファクスのいずれかで

地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

　介護保険の要支援認定者に必要な家事（掃除・洗
濯・買物・調理など）を提供する「生活援助訪問サー
ビス」に従事する人の養成研修を開催します。この研
修を修了することにより、介護サービスの基礎知識を
習得でき、市内の「生活援助訪問サービス」を提供す
る事業所で働くことができます。
　また、地域で支援活動などをされているボランティ
アの人にも参考となる内容ですので、ぜひご参加くだ
さい。

日　時…９月10日㈪・11日㈫　午前９時～午後４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…次の①～③のいずれかに該当する人
　　　　①�おおむね16歳以上の市内在住者で生活援助

訪問サービスに従事することを希望する人
　　　　②�市内で生活援助訪問サービスを実施または

実施予定の事業所に雇用されている人また

は雇用が予定されている人
　　　　③�市内で支援活動などを行っている人または

今後活動を予定されている人
内　容…�職務の理解、介護におけるコミュニケーショ

ン技術、生活支援技術、老化の理解、認知症
の理解、介護における尊厳の保持・介護の基
本（２日間、全12時間）

参加費…無料
申し込み�・問い合わせ…９月３日㈪までに申込書に必

要事項を記入の上、郵送、ファクスまたは持
参のいずれかで高齢福祉課（〒520－2395野
洲市小篠原2100番地1）☎587－6074、FAX586
－2176

※申込書は、高齢福祉課に設置しています。
※�詳細は、申込書および市ホームページをご覧くださ
い。

　65歳以上の人を対象に、体や脳などの現状を客観的に測定し、結果を即日お渡しします。
　当日は京都橘大学の学生が測定のお手伝いをさせていただきます。
　なお、体力測定の結果は、個人が特定できない形で集計し、統計・報告・研究等に活用されます。ご了承ください。

日　時…９月５日㈬～７日㈮　午後１時30分～３時30分
場　所…野洲市総合防災センター２階研修室（野洲市辻町488番地）
対　象…65歳以上の市内在住者、各回先着40人
内　容…

いつまでも元気でありたい！
あなたのための高齢者体力測定会

①身体計測 ②体の機能の測定
　筋力、歩行、
　バランス能力などの測定

③呼吸機能の測定 ④脳の機能の測定
　記憶力や注意力などを検査

生活援助訪問サービス従事者養成研修会を開催します
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　国民年金は老後やもしもの時にあなたの大き
な支えとなります。保険料の納め忘れが続くと
老後に年金を受け取ることができなくなるばか
りか、納付が遅れることで障害年金や遺族年金
を受け取れない場合があります。

■納付が困難なときは…「保険料免除制度」
　本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以
下であれば承認され、保険料納付の全額または
一部（3/4、1/2、1/4）が免除されます。
■50歳未満の人は…「納付猶予制度」
　本人と配偶者の前年所得が一定額以下であれ
ば、世帯主の前年所得にかかわらず承認され、
保険料の全額についての納付が猶予されます。
■学生の人は…「学生納付特例制度」
　本人の前年所得が一定額以下であれば、配偶
者や世帯主の前年所得にかかわらず承認され、
保険料の全額について納付が猶予されます。
※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、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177
　　　　　　草津年金事務所☎567－2220

国民年金保険料
きちんと納めましょう！

こころの病気は、誰でもかかりうる病気です

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　からだの病気と同じように、心の不調に気づいたら、
誰かに相談をしたり、早めに受診しましょう。

◆自分自身ができること…誰かに相談しましょう
　早めに受診しましょう
　眠れない、食欲が出ない、疲れが取れないなど、
いつもと違う心身の不調を感じることや、学校や仕
事、家族、健康のことなどで不安はありませんか。
そのようなときは、まずは誰かに話しましょう。あ
なたの周りにいるたくさんの人が、あなたの支えに
なりたいと思っています。
★こころといのちの相談…☎588－1866
　　　　　月曜～金曜日　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　　　　　（祝日は除く）
★心とからだの健康相談…☎588－1788
　　　　　　毎週金曜日　午後１時30分～４時
　※予約制、来所（健康推進課）となります。
他にも、さまざまな相談機関があります。一人で抱
えずに、ぜひ相談してください。

◆身近な人たちができること…「どうしたの？」と
　声をかけてみましょう
　こころの病気になったとき、大きな支えになるの

が周囲の人たちです。自分で気づきにくいこともあ
り、周囲の人の気づきが大切です。まずは一声かけ
てみましょう。打ち明けられた内容が重く、不安を
感じたときは、健康推進課へご相談ください。

◆家族会や自助グループなど
　さまざまな家族会や自助グループが活動されてい
ます。詳細は、お問い合わせください。
「たんぽぽの会（精神障がい者患者家族会）」

ひとりで悩まないで、同じ悩みを持つ人たち

で体験を語りあい、情報を交換しながら交流

することでお互いのつながりを大切にして

います。

活動内容・日時…
　▽気軽に話を楽しむ場（サロン活動）／
　　毎月第１日曜日　午後１時30分～３時30分
　▽�病気や障がいなどの学習会、レクリエーション、
昼食会（定例会）／年４回

　▽家族相談日／偶数月の第１月曜日　午前10時～
年�会�費…500円／本人、1,000円／家族
申し込み…同会事務局（健康推進課内）

（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

【入町自治会】
　同センターの宝くじ助成を受け、事務机・椅子、コ
ピー機、収納ロッカー、座卓兼用会議テーブルなどを
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

暮らしの情報
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ペットは大切な家族の一員です。近隣の迷惑にならないように、
飼い主はマナーを守り、きちんとしつけをしましょう！

■犬を飼うときは…
◦�１年に１度、生後91日以上の飼い犬は狂犬病予防注
射を受けるように狂犬病予防法によって義務付けら
れています。注射がお済みでない場合は、近くの動
物病院で受けましょう。
◦�犬の散歩をするときは、必ずリード（引き綱）を付
けましょう。
◦�散歩中のふんは、必ず飼い主が責任をもって持ち帰
りましょう。近隣に迷惑をかけています。また、尿
をしたあとは、水をまくなど臭いが残らないように
しましょう。
◦�犬の放し飼いはとても危険です。他人に迷惑をかけ
るので、鎖などでつないで飼うか、柵の中で飼いま
しょう。
◦�犬が早朝、夜間に吠えないようにしてください。鳴
き声は人を不快にさせることがあります。
◦�飼い犬が迷子になっても飼い主がすぐに分かるよう
に、首輪に鑑札、注射済票、飼い主の名前や電話番
号等が入った迷子札を付けましょう。飼い犬が迷子
になった場合や迷い犬を保護した場合は、環境課へ
すぐに連絡してください。

■猫を飼うときは…
◦�猫は、自由行動をさ
せているのが一般的
ですが、飼い主の目
の届かないところで
何をしているか分か
りません。道路、公園、
他人の土地を荒らし
たり、ふんなどで汚したりしないように気配りをし
てください。
◦�猫の室内飼いは、ご近所とのトラブル回避だけでな
く、交通事故や感染症、猫同士のけんかなどの予防
にもつながります。
◦�責任を持って飼えない野良猫に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ることによって、
周辺の市民等に迷惑をかけた場合は、市の条例で
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

　　　　　～ ペットを飼うときは ～

市内大規模小売店舗（アル・プラザ野洲）の
駐車場変更に知事は意見なし

　「広報やす」３月号（10ページ）でお知らせしました大規模小売店舗立地法に基づく変更届出の縦覧・意見募
集に市からも意見を提出しました。
　しかし、滋賀県から「意見なし」との通知がありました。今後の交通安全・渋滞等が心配され、次の疑問点が
ありますので、改めて知事に回答を求めました。

　１．滋賀県大規模小売店舗立地法審議会からの付帯意見が付記されているが、なぜ知事意見なしとされたのか。
　２．駐車場の収容台数について「大規模小売店舗を設置する者が配慮するべき事項に関する指針の基準」を下
　　　回る駐車台数となる等、交通上の大きな課題が生じると懸念されることから、本市より意見を提出してい
　　　るにも関わらず、なぜ知事意見として一切反映されていないのか。

�◇◆�県からの通知内容概要�◇◆
�　　大規模小売店舗立地法の規定により、届出者へ「県の意見はなし」との通知がされました。
　　ただし、滋賀県大規模小売店舗審議会からは次のような付帯意見がありました。
　【付帯意見の内容】
　　今回の届出における駐車台数は、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の基準を下回
　る駐車台数になることから、駐車場の収容台数に不足が想定される場合または不足が生じた場合には、指針の
　必要台数を尊重し、速やかに臨時駐車場等を確保されたい。

　◎大規模小売店舗立地法とは…
　　　　　　大規模小売店舗が周辺の生活環境との調和を図るための手続き等を定めた法。（県が運用主体）

問い合わせ…商工観光課☎587－6008、FAX587－3835
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平成３０年度 野洲市秋季体育大会

　秋季体育大会の各種目の出場チーム（個人）を次のとおり募集しています。
申し込み・問い合わせ…野洲市体育協会事務局（市北部合同庁舎２階・社会教育関係団体室）☎589－3381
　　　　　　　　　　　※受付／午前９時～午後４時（日曜、祝日、８月11日～18日は除く）

競技種目 開催日 開催場所 申込締切日
ソフトテニス（団体の部） ８月26日㈰ 野洲川河川公園 ８月20日㈪

サッカー ９月２日㈰ ビッグレイク ８月23日㈭
卓球 ９月２日㈰ 総合体育館 ８月25日㈯

ソフトバレー ９月９日㈰ 総合体育館 ８月10日㈮
テニス（団体の部） ９月９日㈰ 野洲川河川公園 ８月25日㈯

バドミントン（中学生） ９月15日㈯ 総合体育館 ８月31日㈮
バドミントン（一般・高校生） ９月16日㈰ 総合体育館 ８月31日㈮

ビーチボールバレー ９月23日㈷ 総合体育館 ８月31日㈮
ソフトボール ９月30日㈰ 野洲川河川公園 ９月21日㈮
弓道 ９月30日㈰ 御上神社弓道場 ９月22日㈯　当日可

グラウンド・ゴルフ 10月４日㈭ 蓮池の里 ９月13日㈭～21日㈮
バスケットボール（一般） 10月６日㈯・７日㈰ 総合体育館 ９月１日㈯～21日㈮

ゲートボール 10月15日㈪ 健康福祉センター ９月29日㈯

軟式野球 10月21日㈰・28日㈰ 野洲川河川公園・
市民グラウンド

10月７日㈰　午後７時～
コミセンやす（会議室）
にて申し込み･抽選

ペタンク 10月25日㈭ 市民グラウンド ９月29日㈯
柔道（少年の部） 11月17日㈯ 野洲中学校柔剣道場 10月31日㈬
ショートテニス 11月17日㈯ 総合体育館 11月３日㈷
健康マラソン 12月２日㈰ 野洲川河川公園 11月24日㈯

バドミントン（小学生） 12月16日㈰ 総合体育館 11月18日㈰
武術太極拳 平成31年２月10日㈰ 総合体育館 12月３日㈪

　最近、農業用水路に粗大ごみや一般の家庭ごみなどが多く捨てられています。そのごみが原因で水路が詰まっ
たり水があふれたりして、市民の皆さんに迷惑をかける事態が起きていますので、農業用水路にごみを捨てない
ようお願いします。
　また、水路周辺で草刈りをしたときは、刈った草を水路へ流さないでください。刈草で水路が詰まることがあ
ります。
　まだまだ用水路に多くの水が流れる時期が続きますが、水路に近づくと大変危険です。特に大きな水路や水量
の多い場合は近づかないでください。

問い合わせ…野洲川土地改良区☎0748－62－1154、FAX0748－63－0674　農林水産課☎587－6004、FAX587－3834

用水路管理者からのお願い

捨てられた原付バイクと一般ごみ 流された剪定枝と刈り草

暮らしの情報
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