
　平成31年３月に中学校を卒業および同年４月に小学
校や中学校に入学する児童を養育している人のうち、
ひとり親家庭であるなど一定の要件を満たす人に入学
等支度金を支給します。

申請期間…�１月15日㈫～３月15日㈮　午前８時30分～
午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）

　　　　　※２月28日までに申請された場合は３月中
旬、３月１日～15日に申請された場合は
３月下旬に支給します。

対　象…次の①～③全てに該当する人
　　　　①３月に中学校を卒業および４月に小・中学

校に入学する児童を養育している人
　　　　②平成31年１月１日現在、市内在住の母子家

庭、父子家庭または父母のいない家庭であ
ること

　　　　③平成30年度市民税非課税世帯（注）に属して
いること

　　　　　（注）市民税非課税世帯とは、世帯員全員が市
　民税を課せられていない世帯のことです。

支度金の額（児童１人につき）…
　　　　　　　　　　　▽小学校入学　5,000円
　　　　　　　　　　　▽中学校入学　10,000円
　　　　　　　　　　　▽中学校卒業　15,000円
申請に�必要なもの…児童扶養手当証書または福祉医療

費受給券、印鑑、振込口座がわかるもの
　　　※受給券をお持ちでない人はお問い合わせくだ

さい。
申請・問�い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

～ ひとり親家庭の皆さんへ ～

入学等支度金申請のお知らせ

新入学児童生徒学用品費が入学前に受け取れます

　市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が困難
と認められる場合、学用品費や給食費などの一部を就学援助費として支給しています。このうち、入学予
定者については、入学に必要な新入学児童生徒学用品費を入学前（３月）支給します。

対　象…次の①～③全てに該当する人
　　　　①申請時に市内に居住している人（転出予定者は除く）
　　　　②平成31年４月に公立小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者
　　　　③経済的な理由から入学準備が困難で、就学援助制度の要件に該当している人
　　　　　（要件についてはお問い合わせください。）
　　　　※生活保護を受けている人は、対象ではありません。
申請に必要なもの…�印鑑、振込口座のわかるもの、年金や税金の減免を受けている場合はそれを証明する

書類、借家にお住まいの場合は家賃額を証明する書類
申請・問い合わせ…２月15日㈮までに学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

※この時期に申請されない場合でも、平成31年度就学援助費を申請し、４月からの認定となった場合は、
学期末に同額が支給されます。

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の
受給資格者現況届の提出をお忘れなく ！

　受給資格者現況届は、平成31年１月１日における受給者の現況を確認し、引き続き手当を受給できる
要件にあるかどうかを確認するためのものです。対象者には、昨年の12月下旬に通知していますので、
通知書に記載のものを持参の上、届出を行ってください。提出がない場合は、２月支払い期以降の手当
を受給することができません。

提出期間…１月４日㈮～18日㈮　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）
問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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　貴重な文化財を火災、地震などの災害から保護し、後世
に伝えるため、文化財防火運動の一環として文化財防ぎょ
訓練を行います。
　当日は、サイレン等を吹鳴しますので火災等とお間違い
のないようお願いします。

日　時…１月26日㈯　午前８時～９時
場　所…�圓光寺（野洲市久野部266番地）および周辺一帯
問い合わせ…文化財保護課　☎589－6436、FAX589－5444
　　　　　　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421

消防出初式のお知らせ
文化財防ぎょ訓練

のお知らせ

第３回

生涯楽習セミナー

開催！

日　時…１月26日㈯　午前10時～11時30分（受付／午前９時30分～）
場　所…野洲図書館本館ホール　　対　象…市内在住・在勤者、先着80人
内　容…�講演「発達障がい～支援するために知ってほしいこと～」／
　　　　細谷亜紀子（市発達支援センター参事）
参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

参画やす男女共同参画フォーラムのお知らせ

　参画やす主催で男女共同参画フォーラムを開催します。皆さんお気軽にお越しください。

日　時…１月26日㈯　午後１時30分～３時30分（受付／午後１時～）
場　所…野洲文化小劇場
内　容…�講演「男女がともに輝く社会をつくるには～多様なライフスタイルを考える～」／源　淳子さん（世界

人権問題研究センター嘱託研究員）
参加費…無料　※託児が必要な人は、１月11日㈮までにご連絡ください。
問い合わせ…人権施策推進課（参画やす事務局）☎587－6041、FAX518－1860

※参画やす（正式名称：男女共同参画プランやす協働委員会）は、市の男女共同参画社会づくりの施策を行政と
協働で啓発、推進している団体です。

　市では、平成31（2019）年度予算の編成過程で市の財政状況を明らかにするとともに、市長との懇談を通して
市の情報を市民の皆さんに提供し、提案や意見をいただくことにより、予算編成の透明性を確保し、市民の声を
反映した市民参加による予算編成とすることを目的に予算編成市民懇談会を開催します。
　申し込みは不要です。多数ご参加ください。

日　時…１月20日㈰　午後１時30分～２時45分（受付／午後１時～）
場　所…野洲図書館本館ホール
※手話通訳、要約筆記が必要な人は、１月10日㈭までにご連絡ください。
問い合わせ…財政課☎587－6069、FAX586－2200

※当日、午後３時から都市計画税に関する市民懇談会を開催します。詳細は５ページをご覧ください。

平成31年度予算に向けた

予算編成市民懇談会を開催します

　野洲市消防団・自主防災組織等合同の出
初式を挙行します。

日　時…１月６日㈰　午前９時30分～
場　所…総合体育館
　　　　（訓練は体育館裏第２駐車場）
内　容…�式典、一斉放水訓練など
問い合わせ…危機管理課
　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033
　　　　　　東消防署
　　　　　　☎587－1119、FAX586－2266
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『家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト』

ビワマスフォーラムを開催！

　「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」は、市民・事業所・行政・関係機関の協
働により、家棟川水系を遡上するビワマス生息環境の保全・再生に向け取り組んでいます。
　平成30年11月には、プロジェクトで設置した魚道をビワマスが遡上する姿が初めて確認されました。
　家棟川水系の現状とビワマスを戻すための課題や対策について、事例発表を受けながら、ビワマスが
遡上するきれいな川づくりをいっしょに考えてみませんか。

日　時…２月２日㈯　午後１時30分～４時30分
場　所…野洲図書館本館ホール
対　象…どなたでも、先着100人
内　容…�講演／佐藤祐一さん（滋賀県琵琶湖環境科学研究セン

ター主任研究員）ほかによる講演ほか
参加費…無料
主　催…家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト
申し込み・問い合わせ…１月25日㈮までに環境課☎587－6003、FAX587－3834

　近年、２人に１人が、がんになり、３人に１人が、
がんで命を落としています。がんは誰でも遭遇する可
能性のある病気であり、万一自分や家族、親しい人が
がんと向かい合うことになった時にどうすればよい
か、この機会に「がん」の正しい知識を身につけましょ
う。

日　時…１月19日㈯　午後２時40分～４時
　　　　（受付／午後２時30分～）
場　所…コミュニティセンターきたの大ホール
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…▽講演①「人ごとではない！知っておきたい

“がん”のこと」／山内智香子さん（滋賀
県立総合病院放射線治療科医師）

　　　　▽講演②「がん相談支援センターのご紹介
～がん情報の探し方～」／岡村　理さん
（がん相談支援センターがん専門相談員）

　　　　▽講演③「がんとともに生きるために」／　
菊井津多子さん（滋賀県がん患者団体連絡
協議会会長）

参加費…無料
※手話通訳が必要な人は、１月10日㈭までにご連絡く
ださい。

　「運動をしたいけど時間がない」「運動を始めても続
けるのが難しい」「食事や運動に気をつけているのに
なぜかやせない」そんなあなたにオススメ！健康づく
りのプロがサポートします。

日　時…�１月28日㈪　午後１時30分～３時30分
　　　　（受付／午後１時～）
場　所…�野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対　象…�40歳～74歳の市内在住者、先着30人
内　容…�運動のアドバイスと実技／中原今日子さん

（健康運動指導士）
　　　　※身体計測・グループワークあり
持ち物…�動きやすい服装、筆記用具、タオル、飲み物

（水分補給用のお茶など）
　　　　※室内履き不要
参加費…無料

健康づくり研修会
のお知らせ

～ テーマ 「がん」 ～

忙しくても続けられる運動のコツ

目標に向かって
３カ月チャレンジ！

生活習慣病予防セミナー

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
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　市内には、約300の市民活動団体があり、さまざま
な分野で活躍しています。
　今回、市民活動の普及と活性化を図るため、団体活
動の事例紹介と交流・意見交換を行う報告会を開催し
ます。既に市民活動をしている人、市民活動に関心の
ある人、これから何か始めようとしている人など、こ
の報告会を通じて活動のヒントを見つけ、今後の活動
に活かしてみませんか。皆さんのご参加をお待ちして
います。

日　時…２月９日㈯　午後１時30分～３時30分
場　所…野洲図書館本館ホール
対　象…どなたでも
内　容…▽６団体による事例紹介
　　　　　◦NPO法人湖南ネットしが
　　　　　◦野洲生活学校
　　　　　◦野洲市中主赤十字奉仕団
　　　　　◦野洲市国際協会
　　　　　◦御上弓の会
　　　　　◦子育てママサークルsilks倶楽部
　　　　▽意見交換会
参加費…無料
協力団体…�NPO法人家棟川流域観光船、
　　　　（一社）野洲青年会議所
申し込み�・問い合わせ…２月７日㈭までに市民サービ

スセンター☎589－6430、FAX589－6438

　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
る事業所で働く資格を取得できます。
　また、ボランティアで支援活動などをする人にも役
立つ内容ですので、ぜひご参加ください。

日　時…２月12日㈫・13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…２月４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。

市民活動事例報告会
のお知らせ

生活援助訪問サービス従事者
養成研修会を開催します

　平成30年度上半期に発注した建設工事および建設関連業務委託を審議対象
に、野洲市入札監視委員会が11月13日に開催されました。
　対象期間中の発注は全体で48件あり、発注一覧や田中山低区配水池改修工事
を含む６件の指定事案説明書に基づき審議いただき、違法性は確認できないと
判断いただきました。
　今後も適切な事務手続を実施します。

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

入札・契約
事務手続きを
チェック！
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　市が行う競争入札等の参加資格審査の申請を受け付けます。

受付日時…�種別、地域区分によって指定（２月上旬～下旬）
　　　　　午前９時～午後３時30分
　　　　　（午前11時30分～午後１時30分は除く）
受付場所…市役所東別館２階
※申請要領（受付日含む）、申請書等の様式は、市ホームペー
ジをご確認ください。
●建設工事
　対　　象…�更新・新規登録・追加登録を希望される業者
　有効年度…平成31（2019）年度
　　　　　　（市内、準市内）※更新・新規登録
　　　　　　（県内、準県内、県外）※追加登録
●測量・建設コンサルタント
　対　　象…追加登録を希望される全ての業者
　有効年度…平成31（2019）年度
●物品供給・役務の提供
　対　　象…追加登録を希望される全ての業者
　有効年度…平成31（2019）～32（2020）年度

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

入札参加資格審査申請
のお知らせ

　

　市内事業所等から排出される事業系一
般廃棄物を取り扱うために必要な収集運
搬業の申請を受け付けます。

受付日時…１月30日㈬～２月８日㈮
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　（土曜・日曜日は除く）
受付場所…市役所別館２階
対　　象…�野洲市事業系一般廃棄物処理

業（収集運搬業）許可書を有
するもの

※申請書等の様式は、事前にお問い合わ
せください。
問い合わせ…環境課
　　　　　　☎587－6003、FAX587－3834

事業系一般廃棄物処理業

（収集運搬業）

許可更新申請のお知らせ

　市では、中小企業退職金共済に加入している事業所に対して、その掛け金の一部を補助しています。

対　象…�新規として退職金共済契約を締結し、常時雇用する従業員の数が20人未満で、市内に事業所を有し、か
つ現に事業を営んでいる中小企業者

条　件…次の①②に該当していること
　　　　①12月までの掛金を完納していること
　　　　②納期を経過した市税を完納していること
補助額…�納付の対象となった従業員１人につき１月5,000円の掛金を限度として、掛金の20％（最大、１従業員あ

たり月額1,000円の補助）
交付期間…新規として共済契約が成立した月から12月間
※前年中に納付した掛金を１月中に申請していただきます。また、年途中に契約があった場合、２年に渡って補
助金を交付します。詳しくは市商工観光課までお問い合わせください。

問い合わせ…▽補助制度に関すること
　　　　　　　　市商工観光課☎587－6008、FAX587－3835
　　　　　　▽共済制度に関すること
　　　　　　　　中小企業退職金共済事業本部☎03－6907－1234

野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金のお知らせ
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　　　　 ペットボトルの 「ラベルはがし」 にご協力をリサイクル推進

　市で収集したペットボトルは、再生処理業者によりリサイクルしています。
　リサイクルには、ペットボトルのラベルを分離する必要がありますが、近年ペットボトルの軽量化が進み、分
離が難しくなっています。
　このことを受け、日本容器包装リサイクル協会は、ラベルの混入はリサイクル製品の品質低下を招くことから
ペットボトルの引取基準に「容易にはがせるラベルがついていないこと」を追加しました。
　市もこの変更に合わせて、より高品質なリサイクル推進のため、容易にはがせるラベルは、はがしていただく
ようお願いしています。
　昨年の「広報やす」10月号にも同様の記事を掲載しましたが、ラベルがはがれている
ペットボトルは２割程度にとどまっていることから、再度、ご協力をお願いするものです。
　なお、はがしたラベルとキャップは、燃えるごみとして出してください。
また、事業所から排出されるペットボトルは、地域の集積所には出せません。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　　　　　　野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

家電リサイクル対象品はごみ集積所に出せません！
次のいずれかの方法で処分してください。
１．小売店で引き取ってもらう。
　　　　　　　　【家電リサイクル料金が必要です】
２．自分で指定引取り所まで運ぶ。
　　　　　　　　【家電リサイクル料金が必要です】
３．市に収集運搬を依頼する。（毎月１回収集運搬日
を設定しています。）

　【家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要です】
※パソコン、消火器、自動車・バイクおよびその部
品（タイヤ、バッテリーなど）、農機具、薬品、危
険物等もごみ集積所には出せません。
※詳しくは、ごみ分別名人をご覧ください。

■リサイクル料金一覧

対象品名 家電リサイクル料金
（郵便局に支払う料金）

市の収集
運搬料金

テレビ 画　面
サイズ

15型以下 1,836円/台～ 2,900円16型以上 2,916円/台～
エアコン 972円/台～ 4,200円

冷蔵庫
冷凍庫

170ℓ以下 3,672円/台～ 4,800円171ℓ以上 4,644円/台～
洗濯機・衣類乾燥機 2,484円/台～ 2,000円

※一部メーカーによりリサイクル料金が異なりますの
で詳しくは下記へお問い合わせください。

◆家電リサイクル券センター
　☎0120－319640、FAX03－3903－7551
　受付／午前９時～午後５時（日曜日、祝日は除く）

◆最寄りの指定引取場所
　日本通運㈱大津支店滋賀自動車営業課（野洲市上屋
123番地７）☎587－1022、FAX588－0377
　搬入時間…午前９時～午後５時
　　　　　　（正午～午後１時、日曜日、祝日は除く）
※土曜日は不定休のため電話等で確認をお願いします。

一人ひとりの協力で、使われなくなった家電製品は
新しい商品や資源になって生まれかわります

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

不法投棄は犯罪です！
　不法投棄は重大な犯罪であり、警察とも連携して対処しています。不法投棄した人には、法律により５年以下
の懲役または1,000万円以下の罰金が課せられます。＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律＞
　リサイクルが進む一方で廃家電の不法投棄が後を絶ちません。不法投棄物をそのまま放置すると景観が損なわ
れるだけではなく、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など地域の生活環境に悪影響を及ぼすことか
ら、不法投棄行為の早期発見と未然防止のため、市では地域のご協力を得て不法投棄監視員による定期的な巡回
とクリーンパトロール隊による不法投棄物の回収を行なっています。

不法投棄の早期発見には市民の皆さんの協力が欠かせません。
皆さんの力で美しく住みよいまちにしましょう！

●家電リサイクル法って？〈特定家庭用機器再商品化法〉
　資源の有効活用と、クリーンな環境のために、家庭から排出される廃家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・
冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために家電リサイクル法が誕生（平
成13年４月１日施行）しました。
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◆一人で抱えないで　お酒のトラブル
　お酒は心身の疲れを癒したり、人間関係を円滑にす
る一方で、不適切な飲酒は健康を損なうだけでなく、
飲酒運転、暴力、虐待、自殺といった社会問題とも密
接に関連しています。
　アルコールは依存性があり、お酒を飲む人であれば
誰でも、飲酒をコントロールできなくなるアルコール
依存症になる恐れがありますが、治療と周囲のサポー
トがあれば十分に回復できる病気です。
　アルコール関連問題は社会問題として、みんなで向
き合っていくことが大切です。アルコールに関する心
配事などありましたら、一人で悩まずご相談ください。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

野洲断酒会　例会・酒害相談のご案内
　例会では会員の皆さんが、自分の体験を語り合
い、酒害からの回復を実践されています。飲酒の
ことで悩んでいる人やそのご家族もぜひご参加く
ださい。（秘密厳守）
日　時…毎週金曜日　午後１時30分～３時
　　　　　　　　　　　（祝日、年末年始は除く）
場　所…野洲市健康福祉センター２階
参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…
　　健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
　　野洲断酒会世話人・仲村☎090－8886－6304

　年末年始はお酒を飲む機会が多くなる季節です。お
酒の特徴を知り、健康的で楽しくお酒と付き合うこと
が大切です。そのために、適切なお酒の量を知りましょ
う。目安は純アルコール量で男性20ｇ、女性はアルコー
ルの害を受けやすいため半分の純アルコール量で10ｇ
です。下記の表を参考に日頃の飲み方を見直してみま
せんか？

◆お酒の種類と適切な量（純アルコール量10ｇ）
酒の種類（基準%） 酒の量 だいたいの目安

ビール・
発泡酒（５%） 250mL 中ビン・ロング缶の半分

チュウハイ（７%） 180mL コップ１杯または350mL缶の半分

焼酎（25%） 50mL 0.3合

日本酒（15%） 80mL 0.5合

ウィスキー・
ジンなど（40%） 30mL シングル１杯

ワイン（12%） 100mL ワイングラス１杯弱

知っておきたい！お酒のこと

　野洲市体育協会では、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。

推薦対象…次の①または②に該当する人
　　　　　①平成30年２月１日～平成31

年１月３１日に開催され、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

推薦方法…�２月４日㈪午後３時までに推
薦書を持参してください。

※推薦書は、同協会（北部合同庁舎２階）
に設置しています。
問い合わせ…�野洲市体育協会事務局　　

☎589－3381　　　　　　
　（日曜日、祝日は除く）

野洲市体育協会
被表彰者の推薦募集

～新成人の皆さんへ～ 20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、
家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支
えようという考えで作られた仕組みです。20歳以上60歳未満の
人は加入することが義務付けられていますので、20歳になった
ら忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう!

☆「学生納付特例制度」
　学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額
以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対
象は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限１年以上で
ある課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。

☆「納付猶予制度」
　学生でない50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定
額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※平成28年６月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象と
なります。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、FAX586－2177

国民年金のお知らせ
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