
　　

◇◆ 野洲駅前と県道の無電柱化 ◆◇

　野洲駅南口広場から新幹線との交差付近までの
県道の「無電柱化」工事を進めています。この事
業は、平成22年からの「野洲駅前中心市街地整備
計画」の一環です。計画全体は、野洲駅の南北駅
前広場および周辺道路のバリアフリー化、安全対
策、渋滞緩和などを目的にしたものです。これまで、
南口駅前広場の無電柱化や北口駅前広場の横断歩
道橋の整備等を行ってきました。
　完全な「無電柱化」には、妓王井川の横断、水
道管の移設、さらには沿道建物への引き込み線、
開発事業との調整など複雑な作業が伴います。そ
のため、交通規制や同一箇所の掘り返しと埋め戻
しの繰り返し、それによる仮舗装の歩車道など、
市民の皆さんには大変なご迷惑をおかけしていま
す。また、工期も延びており、完成は来年度にな
る見込みです。
　完成後は、電柱と電線がなくなり、見通しが良く、
良好な景観が形成されるとともに、強風や地震に
よる電柱の倒壊や断線の恐れがなくなります。

 ◇◆ 教職員の働き方の改善 ◆◇

　政府の「働き方改革」をきっかけとして、教職
員の働き方の問題に、ようやく社会的関心が注が
れるようになりました。教職員も当然、労働基準
法の適用を受けていますが、教職員には時間外勤
務という制度がありません。そのため、超過勤務
の正確な把握は困難ですが、国の調査では、月45
時間以上の超過勤務をする職員は８割を超えてい
ます。
　原因は、部活動、生徒指導、保護者対応、各種

調査報告書の作成などが挙げられ
ます。また、国の学習指導要領で
定められた年間の総授業時間数と
学習内容の拘束も大きな要因では
ないかと指摘されています。
　解決策としては、部活動等の見直しに加え、よ
り積極的な対応として、教員の増員による少人数
学級化、夏休み等長期休業期間の見直し、本市が
積極的に取り組んでいるスクール・ソーシャル
ワーカー等専門職の充実などが考えられます。
　なお、教員には時間外勤務手当に代わって、一
律で給与の４％の教職調整額が支給されています。

　◇◆ 児童虐待の増加 ◆◇

　児童虐待による悲惨な被害の報道が後を絶ちま
せん。統計上でも年々増えています。社会的関心
が高まったことや対応体制が充実したことにより、
把握件数が増えたことにもよりますが、実件数も
増えています。成長を見守られ、保護されるべき
子どもたちが、反対に虐待を受ける事態は、社会
にとって深刻な事態です。
　昨年度の本市での虐待件数は、前年度から30件
増え、450件でした。平成23年度は198件であり、
約５年間に２倍以上になっています。国・県の状
況も同様の傾向で、身体的および心理的虐待に加
え、ネグレクト（養育の拒否・怠慢）の割合も高
くなっています。
　市では家庭児童相談室を中心に健康推進課や学
校・園などが連携し、専門家も交えて、最悪の事
態を招かないよう、迅速できめ細かな対応を行っ
ています。

野洲市長　山仲 善彰

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

市有地を売却します！

売 却 方 法… 競争入札（予定価格以上で最高価格による有効な入札書を投入
した買主を【落札者】として決定します。）

入札参加資格…個人および法人
入 札 日 等…10月23日㈫　午後２時30分～／市役所本館
申 込 書 類…総務課にて配布します。※市ホームページからダウンロード可
申し込み・問い合わせ…９月３日㈪～20日㈭までに総務課
　　　　　　　　　　　☎587－6038、FAX587－4033
　　　　　　　　　　　※受付／午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）

所在地 区　分 面積（㎡） 地目（登記簿） 用　途 建ぺい率 容積率

井口678番６ 土地 326.11 宅地 市街化調整区域（※） 70％ 200％

　※都市計画法第34条第11号区域内
　　（条件を満たした場合、住宅建築が可能です。詳細は住宅課までお問い合わせください。☎587－6322）
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　社会の中には同和問題をはじめ、障がい者、外国人に対する差別など、さまざまな人権問題が存在し、インター
ネットによる誹謗中傷・差別の拡散が大きな社会問題となっています。人権について一人ひとりが自ら考え、人
権の大切さを今一度、気づいていただく機会とするために、広く人権作品を募集します。

募集部門…小学生の部、中学生の部、一般の部
　　　　　▽標語
　　　　　▽詩（400字以内、Ａ４サイズ）
　　　　　▽作文（1,200字以内、市販の原稿用紙またはＡ４サイズの用紙）
　　　　　▽ポスター（四ツ切り画用紙に限る）
応募資格…小学生以上の市内在住・在学・在勤者
審査方法…野洲市人権啓発推進協議会会長が依頼する審査委員が審査します。
そ の 他… 応募作品は各部門１点、自作の未発表作品に限ります。応募作品は基本的には返却しません。作品の

著作権は野洲市および野洲市人権啓発推進協議会に帰属し、人権啓発を目的に公開・活用します。
※�標語・詩部門は、Ｅメールでの応募も受け付けます。野洲市内に通う児童生徒の作品は、それぞれの学校に提
出してください。
※�応募用紙は、各学区コミュニティセンターおよび野洲図書館に設置しています。市ホームページからダウンロー
ド可

応募・問い 合わせ…10月31日㈬までに応募作品に住所、氏名、年齢を記入の上、郵送または持参のいずれかで　
野洲市人権啓発推進協議会事務局（〒520－2331野洲市小篠原1780番地�人権施策推進課内）

　　　　　☎587－6041、FAX518－1860、Eメールjinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

「人権尊重をめざす人権作品」を募集します！

野洲市人権施策審議会
委員を公募します

野洲市男女共同参画審議会
委員を公募します

　市では、人権施策の推進に関する事項を調査審議し
ていただく「野洲市人権施策審議会」の委員を募集し
ます。

任　　期…平成30年11月１日～
� 平成32（2020）年10月31日
募集人員…１人
応募資格…18歳以上の市内在住者
　　　　　※�国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の
委員は除く

応募・問い 合わせ…９月27日㈭までに「野洲市人権施
策審議会委員応募書」に必要事項を記入の
上、「人権尊重のまちづくりに関する課題
や抱負など」（1,200字程度／様式自由）を
添えて郵送、ファクス、Ｅメールまたは
持参のいずれかで人権施策推進課（〒520-
2331野洲市小篠原1780番地）☎587－6041、
FAX518－1860、 Ｅ メ ー ルjinkenshisaku@
city.yasu.lg.jp

　市では、男女共同参画の推進に関する事項を調査審
議していただく「野洲市男女共同参画審議会」の委員
を募集します。

任　　期…平成30年11月１日～
� 平成32（2020）年10月31日
募集人員…１人
応募資格…18歳以上の市内在住者
　　　　　※�国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の
委員は除く

応募・問い 合わせ…９月27日㈭までに「野洲市男女
共同参画審議会委員応募書」に必要事項
を記入の上、「男女共同参画社会づくりに
関する課題や抱負など」（1,200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人権施策推
進課（〒520-2331野洲市小篠原1780番地）
☎587－6041、FAX518－1860、 Ｅ メ ー ル
jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

※�各応募書は、人権施策推進課、各学区コミュニティセンターなどに設置しています。
市ホームページからダウンロード可
※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。

暮らしの情報
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工場立地法に係る緑地面積率等
の見直し及び緑地整備のあり方

に関する方針（案）に対する意見募集

野洲市都市経営審議会を
開催します

　中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しす
る「生産性向上特別措置法」に基づき、平成30～32
（2020）年度の間に、市内中小企業者等が生産性向上に
資する設備投資を行った場合、償却資産に係る固定資
産税を３年間、全額軽減する特例措置の条例改正を行
いました。
　これに伴い、市では「先端設備等導入計画」の認定
受け付けを開始しています。

手続き方法…
①�特例を受ける場合は、市の「導入促進基本計画」
に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定
経営革新等支援機関による確認を受ける必要が
あります。
②�同支援機関の確認後、「先端設備等導入計画」に
「工業会の生産性向上要件証明書」および「先端
設備等導入に係る誓約書」を添付の上、市（商工
観光課）に提出してください。市で審査を行い、
適合する場合は「認定」します。
③�市の認定を受けた場合、「先端設備等導入計画」
に位置付けられた設備を導入した後「償却資産
申告書」を市（税務課）に提出してください。翌
年度から３年間、固定資産税が全額軽減されま
す。また、申請により国の補助金の優先採択を受
けることもできます。

※�様式等の詳細は中小企業庁ホームページをご確認く
ださい。

問い合わせ…
　▽導入促進基本計画・先端設備等導入計画に関すること
　　　商工観光課☎587－6008、FAX587－3835
　▽固定資産税に関すること
　　　税務課☎587－6040、FAX587－2439

　効率的、効果的な行政運営を進めることを目的に経
営改善および公共施設のあり方を審議するため「第３
回野洲市都市経営審議会」を開催します。
　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できま
す。

日　時…９月19日㈬　午後２時～
場　所…市役所本館２階庁議室
内　容（予定）…公共施設のあり方について
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　市では、企業が設備投資をしやすい環境を整備する
とともに工場緑地の質を高めることを目的に、工場立
地法に係る緑地面積率等の見直し及び緑地整備のあり
方に関する方針（案）をまとめました。
　この方針（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…９月19日㈬まで
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所… 商工観光課、市役所本館情報公開コーナー、

市民サービスセンター、市民活動支援セン
ター、各学区コミュニティセンター、人権
センター、市民交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に、住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい
ずれかで商工観光課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）☎587－6008、FAX587
－3835、Ｅメールsyoukan@city.yasu.lg.jp

※�提出されたご意見は、今後の見直しの参考とさせて
いただきますが、個別回答は行いませんのでご了承
ください。後日、市ホームページ等でご意見に対す
る回答を掲載します。

■人権施策審議会
　日　時…９月27日㈭　午後２時～
　場　所…市役所本館３階第１委員会室
　内　容（予定）…
　　　　　◦�第３次野洲市人権施策実施計画に基づく

平成29年度事業実績等について
■男女共同参画審議会
　日　時…10月１日㈪　午後２時～
　場　所…市役所本館３階第１委員会室
　内　容（予定）…
　　　　　◦�第３次野洲市男女共同参画行動計画に基

づく平成29年度事業実績および平成30年
度事業計画について

　　　　　◦審議会等女性委員参画割合について

※�会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。
※�いずれも個人情報が含まれる案件等については、非
公開となる場合がありますのでご了承ください。

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

生産性向上特別措置法に基づく
固定資産税（償却資産）の

特例措置のお知らせ

審議会を開催します

2018.9　広報やす　　4



　今年の血液検査などはお済みですか？
　特定健診では、医師による診察と血液や尿な
どの検査を行います。高血圧や糖尿病などの生
活習慣病は、初期は無症状ですが、健診を受け
ることで病気や予兆を早期発見できます。

対　象… 40歳～74歳で健診日に国民健康保険に
加入している人

　　　　（年度途中に加入した人も対象です。）
受診料…無料
※�受診には、受診券が必要です。すでに受診券
は送付していますが、紛失した人は再発行し
ますのでお問い合わせください。

問い合わせ…保険年金課
　　　　　　☎587－6081、FAX586－2177

 国民健康保険 ・ 後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 交通事故などで保険診療を受けた場合は30日以内に届出を！ ～

　交通事故など第三者（加害者）の行為によって受け
たケガや病気などの医療費は、本来、加害者（相手方）
が負担することが原則ですが、届出により国民健康保
険や後期高齢者医療で保険診療を受けることができま
す。
　この場合、保険者（市や滋賀県後期高齢者医療広域
連合）が一時的に治療費を立て替え、後日、加害者に
請求しますので、警察だけでなく、市保険年金課の窓
口へ速やかに届出をしてください。また、医療機関を
受診する際には、必ず、第三者行為によるものである
ことを伝えてください。

【届出に必要なもの】
　�①第三者行為による傷病届�②事故発生状況報告書
③念書�④事故証明書（自動車安全運転センター発
行のもの）※交通事故の場合�⑤被保険者証�⑥印鑑

【このような場合も第三者行為となります】
　◆�自動車事故以外の自転車の事故
　　（滋賀県では、平成28年10月１日より、自転車損
　　害賠償保険への加入が義務付けられました。）
　◆暴力行為によるケガ

　◆他人の飼い犬にかまれた
　◆他人から提供された食事で食中毒にあった�など

【注意点】
　◦�加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませ
たりすると、保険診療による治療を受けられなく
なる場合があります。また、加害者から返還して
もらう分について、当事者双方で請求しない旨の
示談を行えば、保険者が加害者に直接請求できな
くなり、被害者自身が思いがけない負担を負うお
それがありますので、示談をする前にお早めにご
相談ください。

　◦�以下の場合は保険診療での治療は受けられません。
　　◆�勤務中や通勤途中での事故
　　　（労災保険の対象となります。）
　　◆�不法行為（飲酒運転など）による事故

問い合わせ…
　　▽国民健康保険に関すること
　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
　　▽後期高齢者医療制度に関すること
　　　�　市保険年金課または滋賀県後期高齢者医療　

　広域連合☎522－3013

　市では、生ごみの減量に効果がある生ごみ処理容器
等を購入される人に対して補助金を交付しています。

対　　象…市内に住所を有し、かつ居住する人
　　　　　※�過去に補助金の交付を受けていない人に

限る。
補助対象… コンポスト・密閉容器・非電気式の生ごみ

処理容器等
補 助 額… 購入金額の１／２（100円未満切り捨てと

し、１台につき3,000円を上限）
　　　　　※�１世帯２台まで、先着順で受け付けしま

す。ただし、予算がなくなり次第締め切
ります。

申請・問い 合わせ…領収書（商品名、型式、氏名の記
載があるもの）、印鑑、補助金の振込口座
がわかるものを持参の上、環境課☎587－
6003、FAX587－3834

※�必要に応じてカタログ等の資料提出をお願いする場
合があります。

生ごみ減量化推進補助金
のお知らせ

国民健康保険に

加入している皆さんへ

特定健診を受けましょう!

10月末まで!!

暮らしの情報
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　　　　　平成31年度 保育所(園)･幼稚園入園(所)一斉申し込み

◇◆◇ 保育所（園）児 ◇◆◇

◇◆◇ 幼稚園児 ◇◆◇

対　　象…保護者のいずれもが次の事情のため保育が必要な義務教育就学前の乳幼児
　　　　　①家庭内、家庭外労働（月15日以上かつ１日４時間以上の就労）　②出産前後
　　　　　③保護者の疾病、負傷、障がい　④求職活動　⑤就学　⑥家族を常時介護している状態
　　　　　※応募多数の場合は、市が定める基準により選考します。
受付期間…９月26日㈬～10月２日㈫　午前９時～午後５時（土曜日は除く）※30日㈰は午後４時まで
受付場所…市役所本館１階第１会議室
申込書類（入所のしおり）… ９月３日㈪から各保育所（園）・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置

予定です。※市ホームぺージにも掲載します。
◎現在市内各保育所（園）に在園中で継続して入所希望の場合は申し込み不要です。
◎転園を希望する場合は、新たに申し込みが必要です。
◎平成30年度入所保留となっている人で、平成31年度４月以降の入所を希望する場合は、再度申し込みが必要です。
募集園児数…

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
�さくらばさま保育園（こども園） ６人 ９人 ３人 若干名
�ゆきはた保育園（こども園） ９人 20人 ６人 若干名
�篠原保育園（こども園） ６人 ９人 ３人 若干名
�三上保育園（こども園） ６人 12人 14人 若干名
�野洲第三保育園 ３人 ４人 ４人 若干名
�祇王明照保育園 ６人 10人 若干名

�あやめ保育所
本園 12人 10人 若干名よしじ
こしのはら ３人 ４人 １人

�きたの保育園 12人 若干名
�しみんふくし保育の家竹が丘 15人 ５人 若干名
�野洲優愛保育園モンチ ６人 ４人 若干名
※募集人数が変更になる場合があります。

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

対　　象…▽３歳児（平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ）
　　　　　▽４歳児（平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ）
　　　　　▽５歳児（平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ）
　　　　　※いずれも市内在住者
受付期間…９月26日㈬～10月２日㈫　午後２時30分～５時（土曜・日曜日は除く）
受付場所…入園を希望する幼稚園・こども園
申込書類（入所のしおり）… ９月３日㈪から各幼稚園・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置予定

です。※市ホームページにも掲載します。
◎�原則として、居住する学区の幼稚園に通園することになります。ただし、野洲小学校区の人は、さくらばさま・
ゆきはた・野洲の各幼稚園から選択できます。
◎�通園区域外（居住する学区以外）への入園を希望する場合は、こども課で入園申込受付を行います。（受付期間
は上記と同じ）
◎�通常の保育時間の前後や長期休業期間における恒常預かり保育（就労等の要件があります。）も同時に受け付け
ます。（こども園は恒常預かり保育はありません。）

募集園児数…
３歳児 ４歳児 ５歳児 備　考

�さくらばさま幼稚園（こども園） 10人 ６人 ２人 応募多数の場合は、抽選により入
園決定します。�ゆきはた幼稚園（こども園） 10人 ４人 １人

�篠原・三上の各幼稚園（こども園） �申し込みいただいた園に入園していただきます。�野洲・北野・祇王・中主の各幼稚園
※募集人数が変更になる場合があります。
◎ゆきはた幼稚園、さくらばさま幼稚園の入園に関する抽選の有無および日程は、別途お知らせします。
【注意】保育所（園）と幼稚園の同時申し込みはできません。
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　「生まれたときから大きくなっているけれどこれで
いいのかな」、「これからどんな風に育つのかな」、「う
ちの子はことばが遅い？」など、疑問に思ったこと
はありませんか？
　子どもの発達の目安やことばの力を引き出すヒン
トや工夫を学習します。

日程等…
　▽第１回／乳幼児期の子どもの発達について
　　９月25日㈫　午前９時30分～正午
　　　　　　　　　　　（受付／午前９時15分～）
　▽第２回／子どもに合わせた“ことばの伸ばし方”
　　10月３日㈬　午前９時30分～正午
　　　　　　　　　　　（受付／午前９時15分～）
場　所…野洲市健康福祉センター集団健診室
対　象…乳幼児とその保護者、各回先着40人
内　容…講話、グループワーク
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…健康推進課
　　　　　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

■説明会
　日　　時…10月14日㈰　午前10時～
　場　　所…コミュニティセンターきたの
　対　　象…新規入所希望者

■申し込み
　受付期間…▽１回目受付
　　　　　　　　11月７日㈬～10日㈯
　　　　　　▽２回目受付
　　　　　　　　12月13日㈭～15日㈯
　※詳細は「広報やす」10月号に掲載します。

■問い合わせ…こども課
　　　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　　　社会福祉協議会
　　　　　　　　☎589－4683、FAX589－5783

子どもの健康づくり
教室のお知らせ

平成31年度
こどもの家（学童保育所）

入所案内説明会・
申し込みのお知らせ

　いきいき百歳体操は年齢を重ねても筋力を維持・向上させる体操です。いつまでも元気で過ごすため、市内で
も活動の輪が広がっています！皆さんも体験してみませんか？

日　時…９月20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…おおむね65歳以上の市内在住者、先着80人
内　容…いきいき百歳体操のお話と実技講習／
　　　　笠原聰さん（日本健康運動指導士会滋賀県支部事務局長、
　　　　健康運動指導士）
持ち物…運動ができる服装、お茶などの飲み物
参加費…無料
※当日、要約筆記を行います。
※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…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

いきいき百歳体操を学ぼう＆体験しよう

暮らしの情報
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