
　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…

　償
しょう

還
かん

払
ばら

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。）
※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、医療保険の自己負担分を支

払った日の翌日から５年以内に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。複数月分まとめての
申請も可能です。

◎ 後日、ご指定の口座に振り込みます。ただし、振り
込みは申請月から約２カ月後になります。

※ 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。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

後期高齢者医療制度  「医療費のお知らせ」 が届いた人へ

　被保険者の皆さんの健康管理に役立てていただ
くため、「医療費のお知らせ」（医療費通知）をお
届けします。医療費通知が手元に届いた人は、記
載内容の確認をお願いします。

送付時期等…
送付時期 受診対象月
２月10日頃 平成30年６月～10月受診分
３月末頃 平成30年11月・12月診療分

※ 対象期間内に医療機関への受診がない場合は、
発行されません。

※ 平成30年１月～５月診療分は、同年９月26日に
送付しています。再発行を希望する人は、本人
確認ができるもの（運転免許証等）および印鑑
を保険年金課まで持参してください。

■確定申告による本通知使用の注意点
① ３月末送付分（11・12月受診分）の本通知が送
付される前に医療費控除の申告をされる場合や、
本通知に記載のないものは、領収書に基づいて
「医療費控除の明細書」に支払い額を記入してく
ださい。

② 税務署から領収書の提示または提出を求められ
る場合がありますので、領収書は確定申告期限
から５年間保存してください。

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

２月期の定期支払は、２月８日㈮を予定しています。
※平成30年10月～平成31年１月分の手当が対象です。
※ 平成29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

児童手当
『２月期支払』
のお知らせ

小・中学生の入院医療費を助成します
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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
験放送と同程度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。

問い合わせ…危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

２月20日㈬　午前11時ごろ

　本日は、成人を迎えた私たちの門出に対し、このような盛大な式

典を催していただき、誠にありがとうございます。また、多くの温か

いお祝いや激励のことばをいただき、大変嬉しく思っております。市

長さまをはじめ、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。

　さて、この度の成人式は平成最後の成人式となり、感慨深いもの

があります。皆さまにとって平成はどのような時代であったでしょうか。

私たち新成人は平成に生まれ、そして平成最後の年にこのような記

念すべき式を挙げることができました。この日に至るまでのことを一度振り返ってみてください。楽しかっ

たこと、悲しかったこと、辛かったこと、嬉しかったことなど、さまざまな思い出がよみがえってくるの

ではないでしょうか。それとともに、必ず人と支え合い、時には対立したり、一人で20年間を過ごし

てきたわけではないことに気づくでしょう。浮かんでくる家族、仲間、先生がいるはずです。自分自身

の成長や、お世話になった方 の々ことを考え、感謝するとともに、忘れてはいけないことがあります。

それは、平成にはたくさんの大きな災害が起きたこと。そして、それによって多くの人が亡くなったこと。

私は絶対にこれらのことを忘れてはいけないと思います。

　最後になりますが、私たちがこうして無事に成人式を迎えることができたのは、家族、先生方、地

域の方 、々共に成長した仲間たちのおかげであり、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、先ほどに

も述べましたが、災害で亡くなられた人 の々分も精一杯生きていき、これからも私たち一人一人の人

生をたくましく歩んでいくことを誓い、決意のことばとさせていただきます。

　　　　　　　　　平成31年1月14日

新成人代表　野洲市はたちのつどい実行委員会　会長　西田　琴音

祝 成人　決意のことば
　１月14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。

15　　広報やす　2019.2

暮らしの情報



　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５
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…２月26日㈫　午前10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 他
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

野洲市都市経営審議会
を開催します

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

■ハンドベル演奏会／近江兄弟社高校ハンドベル愛好会
　人権紙芝居、人権に関するクイズ

　日　時…２月17日㈰　午前10時30分～午後２時30分
　場　所… 平和堂アル・プラザ野洲１階セントラルコート

　◇◆ 身体障害者相談員・知的障害者相談員
による相談コーナーを開設 ◆◇　

同会場にて、17日㈰夕方～22日㈮の期間、
人権作品・人権啓発パネルを展示します。

■人権作品の啓発展示
　日　時…２月12日㈫～28日㈭　各会場の営業時間中
　場　所… 滋賀銀行（野洲・中主支店、祇王・三上代理店）、

関西アーバン銀行（野洲・中主支店）、滋賀中央信
用金庫（野洲・中主支店）、ＪＡおうみ冨士（野洲・
三上・祇王・篠原・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
タウン野洲店、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

※ 各学区コミュニティセンター、野洲駅にも展
示しています。

※ 滋賀銀行野洲支店のみ３月１日㈮～29日㈮

主　催… 人権YASU2019委員会
　　　　（野洲市人権啓発推進協議会）

　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、ともに人権の尊さにつ
いて考えてみませんか。

日　時…２月23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（文化ホール１

階ロビーで「人権作品」の展示）
　　　　◦ 講演「あなたのスマホは大丈

夫？」／篠原嘉一さん（NIT情
報技術推進ネットワーク株式会
社代表取締役、兵庫県情報セキュ
リティーサポーター、兵庫県人
権啓発アドバイザー）

※ 当日、要約筆記を行います。
※ 手話通訳および託児（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。

『第14回野洲市人権尊重を
めざす市民のつどい』 開催

『人権YASU2019』 開催
～愛でつなごう  心から心へ  親から子へ！！～

　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９日㈯　午後１時20分～４時
場　所… コミュニティセンターきたの大ホールおよび

研修室
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

「元気な学校づくり事業」
公開発表会
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　いつまでも、自分らしく、役割を持って暮らし続け
られるまちをめざして、私たちができることを一緒に
考えましょう！

日　時…２月12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
対　象…市内在住者、先着200人
内　容…▽シンポジウム
　　　　　 コーディネーター／松本佳子さん（滋賀県

医療福祉推進アドバイザー、東京大学高齢
社会総合研究機構）

　　　　▽５団体による取り組み事例発表
　　　　　◦老人クラブ連合会　◦愛慈彩の会
　　　　　◦大畑男の料理教室　◦吉川ランチサロン
　　　　　◦たまり場しのはら

※当日、要約筆記を行います。
申し込み・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

おかげさま・お互いさまの
地域活動応援シンポジウム

自分も元気！みんなも元気！

地域の居場所

地域とつながるはじめの一歩！

シニアのための地域活動基本講座
高齢者健康生き

がい

地域活動応援プ
ログラム

日　時…３月２日㈯　午前９時30分～午後１時30分
　　　　（受付／午前９時15分～）
場　所…コミュニティセンターひょうず
対　象…おおむね60歳以上の市内在住者、先着30人
内　容…
　【第１部】
　　 　講義「はじめませんか？地域活動 ～あなたの

力　地域で活かしてみませんか？～」／平尾良治
さん（大谷大学・社会学部コミュニケーション学
科教授）

　【第２部】
　　 　講義「聞き上手は　支え上手～相手の思いを引

き出し、大切な自分の思いを伝えるためのスキル
を学ぼう！～」／扇田宗親さん（龍谷大学・社会
学部非常勤講師）

　【第３部】
　　●情報交流会
　　　「教えて先輩！どんな活動しているの？」
　　　 退職後の男性シニアが中心となり活動されてい

る篠原シニアネットの活動を、実際にふれあい
サロンで提供されている手作りの昼食を味わい
ながら情報交流します。

　　●活動に向けての案内
　　　◦安心のためのボランティア活動保険について
　　　◦目で見てわかる「活動いろいろ」

参加費…300円（昼食材料代）
申し込み・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

　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23日㈯～28日㈭
　　　　午前10時～午後４時30分（25日㈪は除く）
場　所…野洲図書館本館ギャラリー
問い合わせ…教育研究所☎587－6028、FAX587－3835

野洲市教育研究所展
開催のお知らせ

　「何かやりたい」を「これやろう」につなげてみませんか？
　地域でのボランティア活動などを始める前に“知っておくと安心できる心得”や“活動の基本”を知る講座です。
「地域活動は、どうやってはじめたらいいの？」「野洲にはどんな地域活動があるの？」そんな人を応援します。
　自分のやりたいことを見つけて、地域活動をはじめてみませんか？
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　絵本作家のはやし ますみさんと一緒に、絵本の世界で楽
しく遊ぼう！

▽第１部　はやしさんの絵本でおはなし会
　日　時…３月24日㈰　午後１時30分～１時50分
　対　象…どなたでも　※申し込み不要
▽第２部　ワークショップ
　　　　　「とんとん扉とびっくりお面であそぼう！」
　日　時…３月24日㈰　午後２時～４時
　対　象…市内在住の４歳～小学生のお子さん、先着20人
　　　　　※図書館の利用登録が必要です。
　内　容… 絵本『とんとんとんだれですか』から飛び出し

てきたような楽しいお面を紙ぶくろで作ります。
　申し込み… 申し込み用紙に必要事項を記入の上、野洲図

書館本館カウンターにて申し込みください。
　　　　　　※２月２日㈯から受け付けします。
　　　　　　※ 申し込み用紙は、野洲図書館本館、中主分

館に設置しています。
★ 詳細は野洲図書館ホームページ、イベントチラシをご覧
ください。

問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

　子どもたちの身体の使い方がぎこちない、
まっすぐに座っていられない、お箸や鉛筆が正
しく持てないなど、子どもの身体の育ちについ
て気になるという指摘がされています。市内の
子どもたちにも同じような様子がみられること
から、子どもの身体の育ちとそれを支える生活
などについて詳しい講師をお招きし、講演会を
開催します。
　皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時…３月16日㈯　午後２時30分～３時45分
　　　　（受付／午後２時～）
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、先着200人
　　　　※申し込み不要
内　容… 講演「子どもの身体の育ちとそれを支

える遊びや運動」／中尾繁樹さん（関
西国際大学教育学部教授）

参加費…無料
※ 手話通訳・要約筆記が必要な人は、２月28日
㈭までにご連絡ください。

問い合わせ…発達支援センター
　　　　　　☎587－0033、FAX587－2004

「はやしますみの絵本あそび」
参加者募集！

おはなし会＆ワークショップ 発達支援センター講演会
のお知らせ

２月４日（月）～10日（日）は
　　　滋賀県がんと向き合う週間です

私はがんになりません。
　そう言いきれるのは、

２人に１人。
知らないことが、いちばんの危険。

●がんを予防しましょう。
●がん検診を受けましょう。「大人ももらおう！大事なからだの成績表」

◇◆◇ がんという病気や、がん患者さんへの理解を深めましょう ◇◆◇ 
　がんになっても治る人が多くなったことから、がんは「不治の病」から「長く付き合う慢性疾患」
に変わってきたといわれています。がんになっても、治療を受けながら仕事や学業を続けたり、治
療後経過をみながら、社会復帰する人が増えてきました。がん患者さんと家族が療養と社会生活を
両立し、安心して暮らせるよう社会全体で理解、協力しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がん情報しが　　　検　索

滋賀県健康づくりキャラクター
しがのハグ&クミ

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
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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

参 加 者 募 集！

日　時…３月25日㈪～29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または特別支援学

校生など
参加費…500円／日
申し込み…２月27日㈬までに申し込みください。

ボランティア同時募集！

　子どもたちと一緒に活動に参加したり、遊んだりす
るボランティアを随時、募集しています。

日　時…スプリングスクール開催期間の
　　　　午前９時～午後５時
対　象…中学生以上
　　　　※中学生は事前研修への参加が必要です。
　　　　▽事前研修
　　　　　日　時…３月16日㈯　午前10時～
　　　　　場　所…びわこ学園
謝　礼…1,000円／日
　　　　※ 昼食支給あり（同施設内の食堂で利用でき

るチケットを配布）
その他…１日のみの参加も可
　　　　JR野洲駅から会場まで送迎あり

　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。

　放課後等デイサービス？日中一時支援事業？どのような福祉サービスがあるのか、どうやって使えるようにな
るのか、まずは一緒に知るところから始めましょう！皆さんのご参加をお待ちしています！

日　時…２月13日㈬　午前10時～正午
場　所…なかよし交流館会議室ほか
対　象…障がい福祉サービス利用に関心のある児童・生徒の保護者等、先着50人
内　容…①障がい福祉サービスの種類と使い方（先輩保護者、市職員）
　　　　②放課後等デイサービス、日中一時支援事業、ホリデースクールの各事業について（各事業所代表者）
　　　　③個別面談会（各事業所担当者、先輩保護者、相談支援事業者、市担当者）
参加費…無料

※ スプリングスクールの新規利用者への事前説明会も兼ねていま
す。

※ 託児・手話・要約筆記が必要な人は、２月７日㈭までにご連絡
ください。

申し込み・問い合わせ…障がい者自立支援課
　　　　　　　　　　　☎587－6087、FAX586－2177
※市ホームページからも申し込み可

障がい児スプリングスクール参加者・ボランティア募集！

福祉サービス相談会　～ 学齢期編 ～
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農地の賃借料のお知らせ

募集期間…３月30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※FAX・郵送可
　　　　　　　（受付／９：00～16：00　日曜日、祝日は除く）

平成31年度
野洲市スポーツ少年団

団員募集！

 ■野洲ラグビースポーツ少年団 
対象…小学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１年生～中学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（男子／15：00～18：
00、女子／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　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６年生（男女）　練習日…毎週
火曜（夜）・土曜・日曜日　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、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…毎週金曜日18：30～　場所
…総合体育館

　農業委員会で平成30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 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

田の部
基盤整備地域 7,635円 12,500円 2,679円 643

全地域（生産調整田（転作田）含む）
未整備地域 6,498円 8,179円 3,200円 97

畑の部
普通畑 4,059円 4,105円 4,000円 5 全地域（特殊畑を除く）
特殊畑 9,096円 10,000円 4,000円 49 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30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。

※賃借料を物納支給としている場合は、調査集計データ数に含まれておりません。

問い合わせ…農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834
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