
平成30年度 市税滞納者の差し押え実績

　市の歳入の根幹である市税収入の確保、収納率の向上、滞納金額の縮小および納税の公平性と公正性の確保の
ため、市税滞納者に対して以下の滞納処分（差し押え）を執行しました。
○差し押え件数

種類 件数（件）
不動産 2
預貯金 27
給　与 5
国税還付金 7
宅建保証金 1
計 42

○差し押えにより徴収した金額
種類 金額（円）
不動産 0
預貯金 2,702,428
給　与 2,233,779
国税還付金 321,205
宅建保証金�等 1,159,152

計 6,416,564

※�左記の実績には、本税のほか、督促手数料・
延滞金を含みます。
※�差し押えを執行した年度と徴収した年度
が異なる場合があります。

問い合わせ…納税推進課
　　　　　　☎587－6013、FAX587－2439

　市内の中小企業者が、事業資金のために貸付を受け
た融資制度に係る償還利子の一部を補給します。
　申請される事業者は、次の内容をご確認の上、手続
きを行ってください。

【申請期間】
６月３日㈪～７月31日㈬　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）
【対象】
⑴野洲市小規模企業者�小口簡易資金
⑵�滋賀県経営支援資金�小規模企業者枠（旧滋賀県経
営安定資金を含む。）
⑶滋賀県セーフティネット資金（新規枠・借換枠）
※�上記⑶は、平成20年10月31日～平成31年３月31日
の間に中小企業信用保険法第２条第５項第１号～
第８号のいずれかに該当し、市町長の認定を受け
た事業者が対象

【対象利子】
　平成30年４月１日～平成31年３月31日の償還利子
【補給要件】
　対象となる融資制度（上記記事）を利用し、次の
①～⑤を全て満たす事業者
　①�平成30年４月１日～平成31年３月31日の間に融
資に係る利子の支払いがあること。

　②�申請時点で野洲市内で事業を営む個人または野
洲市内に主たる事業所を有し、かつ野洲市内で
事業を営む法人であること。

　③�市町村税および国民健康保険税を完納している
こと。

　④�融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制
度に係る契約を誠実に履行していること。

　⑤�対象となる融資制度のうち、滋賀県セーフティ
ネット資金の利用者に限り、１事業者当たり１
口のみ、申請が可能

※�平成30年度中にこのセーフティネット資金を借換
えた場合、借換え後の資金も対象です。

【補給率】　年0.4％
（年度内の支払利子の合計(円)×0.4％÷融資利率
（％）で算出されます。）
※�対象となる融資制度のうち、滋賀県セーフティ
ネット資金は、限度額５万円
※１円未満は切り捨て
【申請手続き】
　次の①～⑥を申請期間内に商工観光課まで持参し
てください。
①利子補給金交付申請書（１口につき１部）
②利子償還完了証明書（１口につき１部）
　※�全ての申請者分を、一括で金融機関に照会しま
す。

③�融資制度がわかる返済明細書（金融機関発行）の
写し
④�市税完納証明書（市町村税および国民健康保険
税、申請が何口かあっても原本１部）
　※�証明書発行のため、申請時点で、納税後約14日
以内の場合は、納付を確認できる証明書等（領
収書）を必ず税務課に持参してください。

⑤�利子補給金交付請求書（１口につき１部）
　※事前に受け取ります。
⑥法人／直近の法人市民税の確定申告書の写し
　個人／直近の所得税の確定申告書の写し
　※�マイナンバー（個人番号）が判読できないよう
処理してください。

※�詳細は、市ホームページ「野洲市中小企業者向け利
子補給制度」に掲載しています。
※�申請書類は、商工観光課、野洲市商工会に設置して
います。市ホームページからダウンロード可
※�ご利用の融資が、対象であるかどうかは、取引先の
金融機関にお尋ねください。

【申し込み・問い合わせ】
　商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

中小企業向け融資利子補給制度のご案内
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　北村季吟顕彰会では、郷土の偉人である北村季吟の業績を偲び、俳諧に深く携わっ
た功績をたたえるため、第64回北村季吟顕彰記念事業を開催します。
　「第２部」では、地元で活躍するコーラス団体による歌声コンサートや北村季吟
翁に関するお話会を開催します。
　また「第３部」では、当日の部俳句会の選者選句による表彰式を開催します。
　※当日の部に投句できるのは、募集の部に投句いただいた人のみです。

日程等…６月15日㈯

　　　　○俳句巻
まきびら

開き（北村季吟顕彰会主催）
　　　　　午前10時15分～　野洲文化小劇場
　　　　　　　　　　　　　第１部　募集の部　表彰式
　　　　　午前10時45分～　第２部　催　事　　歌声コンサート　コーラス小芙蓉
　　　　　　　　　　　　　　　　　お話会　　「北村季吟と誹諧」／宮

みや

川
がわ

真
しん

弥
や

さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（天理大学附属天理図書館司書研究員）
　　　　　正午～　　　　　第３部　当日の部　表彰式

※追悼法要は、同日午前９時から地元自治会主催により北自治会館句碑前で挙行されます。

問い合わせ…北村季吟顕彰会（生涯学習スポーツ課内）☎587－6053、FAX587－3835

第64回 北
き た む ら

村季
き ぎ ん

吟顕
けんしょう

彰記念事業 開催のお知らせ

　美しい環境に恵まれた住みよい郷土づくりを進
めるための環境保全県民運動として県下一斉清掃
を実施します。
　皆さんのご協力をお願いします。

○夏季
　【実施日】
　　６月16日㈰　野洲・北野・兵主各学区
　　６月23日㈰　三上・祇王・篠原・中里各学区
　【予備日】
　　６月30日㈰　実施日が荒天により中止の場合

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

県下一斉清掃運動を

実施します
　空き地は土地の所有者または管理者が責任を持って
管理してください。
　空き地の管理を怠ると、雑草の繁
茂により、害虫の発生、歩行者や車
両の通行の妨げ、犯罪、火災の発生
源や、不法投棄を誘発する原因とも
なり、近隣住民に迷惑をかけること
になります。
　雑草は春ごろから伸び出し、梅雨
時期を過ぎると一斉に成長します。
　10月ごろからは枯れ始め、火災発
生の危険性が高まります。

●年２回以上の定期的な
雑草除去をお願いします。

　良好な生活環境を保持するため、適正管理をお願い
します。
　自力で除草等ができないときは、（公社）野洲市シ
ルバー人材センター（☎586－2333）へご相談ください。
（有料）

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

空き地の適正な管理を

暮らしの情報
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ご協力をお願いします
まちぐるみで愛の声かけ運動

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

日　時…６月29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「男女共同参画・女性活躍を取り巻く最

近の動き」／勝身真理子さん（滋賀県立大学
男女共同参画アドバイザー）

参加費…無料

※�託児・手話通訳・要約筆記が必要な人は、６月14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。

「参画やす 男女共同参画
フォーラム」のお知らせ

野洲市総合教育会議を
開催します

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、本
市教育の課題およびめざす姿等を共有し、同じ方向性
のもと、連携してより一層民意を反映した教育行政を
推進するため、「総合教育会議」を設置しています。
　これに伴い令和元年度第１回目の会議を次のとおり
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…�７月３日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
構成員…�市長、教育委員会（教育長および教育委員）
�問い合わせ…教育総務課
　　　　　　☎587－6014、FAX587－3835

はつらつ野洲っ子
中学生広場の開催

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

　子どもたちの安心安全を守る一番の力は地域の目で
す。あいさつを通して見守る運動にご協力をお願いし
ます。

日　時…�７月１日㈪　午前７時30分頃～
場　所…市内全域の通学路

※�午前７時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、
特別警報が発令されている場合は中止とします。

　中学生が日頃感じていることや、夢や希望について
発表します。ぜひご来場ください。

日　時…�７月６日㈯　午後１時30分～
　　　　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）
場　所…さざなみホール
内　容…�中学生による意見発表・青少年の活動発表
�
※�午前９時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、
特別警報が発令されている場合は中止とします。
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　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡
といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50
歳未満）」がありますので、市保険年金課で手続
きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあ
ります。
　令和元年度（７月分～令和２年６月分）の免除
等の受け付けは７月１日から行います。
　また、申請時点の２年１カ月前の月分まで遡っ
て申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に
困難になったものの、申請を忘れていた期間があ
る人は、市保険年金課または年金事務所へご相談
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
免除等の申請

園芸講座の受講者募集！

　土を作り、種を蒔き、芽が出たときの喜びや収穫の
感動を感じませんか。　
“種蒔から肥料や水のやり方”など季節に応じた野菜
づくりの基礎やポイントを伝授します。多数の応募を
お待ちしています。

日程等…
回 日　時 講座名
１ ６月19日㈬午後２時～ 夏野菜の管理
２ ７月17日㈬午後２時～ 秋冬野菜栽培の要点

３ 10月16日㈬午後２時～ 野菜の冬越し対策
玉葱の上手な作り方

４ 令和２年１月22日㈬
　　　　　午後２時～

冬場の土作り
昨年の反省と今年の抱負

場　所…コミュニティセンターひょうず
対　象…可能な限り連続して受講できる人、先着20人
内　容…野菜づくりの基礎講座／佐藤勇夫さん　
　　　　※座学中心
受講料…無料　※教材等の必要な場合は別途要
申し込み…６月14日㈮までに申し込みください。

◇◆◇�長島市民農園利用者募集中！�◇◆◇

　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…農林水産課☎587－6004、FAX587－3834

　介護福祉施設でボランティアをするための必要な知識・技能を学び、ボランティア同士で活動内容の情報交換
や交流を深めましょう！介護が必要な人と普段接するときにも役立つ内容で、初めての人でも安心して学べます。

日程等…各回すべて同じ内容です。
回 開催日 場　所 申込締切日
１ ７月16日㈫ �特別養護老人ホームあやめの里（野洲市吉川3854番地１） ７月３日㈬
２ ９月14日㈯ �特別養護老人ホーム悠紀の里　（野洲市南桜2131番地１） ８月30日㈮
３ 10月９日㈬ �特別養護老人ホームぎおうの里（野洲市冨波甲1340番地１） ９月26日㈭

時　間…午前９時30分～正午（受付／午前９時15分～）
対　象…市内在住のおおむね60歳以上の人、20人　※申し込み多数の場合は抽選
内　容…▽講義「はじめませんか？高齢者に関わる地域活動」／
　　　　　　　　田中ふじ江さん（のどかの家高木ケアマネジャー）
　　　　▽体験「見てみよう！やってみよう！望ましい関わり方のコツ」／
　　　　　　　　松尾道子さん（特別養護老人ホームあやめの里施設長）
　　　　▽情報交流会「いきいき！楽しく！つながりの実感」／
　　　　　　　　　　　小川美知さん（ハーモニカとウクレレの仲間たち♪みち）
　　　　▽ワークショップ
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…申込締切日までに高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

高齢者健康生きが
い

地域活動応援プロ
グラム

見てみよう！やってみよう！
野洲市シニアのためのボランティア活動分野別講座（高齢者編）

暮らしの情報
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　健康づくりのボランティアとして地域で活動してみませんか？食生活・運動・休養などに関する健康づくりを
実践しながら、地域の組織で健康づくりを推進する健康推進員の養成講座を開催します！

日程等…
開催日時 内　容

８月２日㈮
午前10時～正午  開講式・オリエンテーション

 講義　健康づくり総論（ほほえみやす２１健康プランなど）
午後１時～２時  講義　健康推進連絡協議会の活動について

８月21日㈬
午前10時～正午  講義　食品衛生について

午後１時～４時  講義　公衆衛生活動について

10月１日㈫
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　バランスの良い食生活についてⅠ

午後１時30分～２時30分  講義　健康推進課事業について

11月５日㈫
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　バランスの良い食生活についてⅡ

午後１時30分～２時30分  講義　介護予防事業について

令和２年
１月14日㈫

午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　生活習慣病予防と食生活についてⅠ

午後１時30分～２時30分  講義　母子保健事業について

２月14日㈮
午前10時～正午  講義　精神保健福祉事業・歯科保健について

午後１時～３時  講義・実技　生活習慣病予防と運動について

３月13日㈮
午前９時30分～午後１時  講義・調理実習　生活習慣病予防と食生活についてⅡ

午後１時30分～２時30分  修了式・反省会　今後の健康推進連絡協議会活動について
※上記の他に健康推進員活動の見学があります。（２時間程度／回）
※カリキュラムについては講師の都合などにより日程、内容を変更する場合があります。

場　所…野洲市健康福祉センター
　　　　※８月21日㈬のみ栗東市なごやかセンター（栗東市安養寺190番地）
対　象…�健康づくりに関心があり、受講修了後、健康推進員として活動できる

市内在住者
　　　　※年齢性別は問いません。
受講料…無料（調理実習の材料費のみ自己負担500円／回程度別途要）
申し込み・問い合わせ…６月28日㈮までに健康推進課
　　　　　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

健康推進員養成講座

　この調査は、我が国のすべての産業分野における事
業所の活動状況等の基本的構造を全国および地方別に
明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各
種統計調査のデータベースを整備することを目的とし
ています。
　調査は、調査員が全国すべての事業所の活動状態を
確認し、新たに把握した事業所など一部の事業所には
調査票を配布し、行います。
　調査へのご協力をお願いします。

調査期間…６月～令和２年３月
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

「経済センサス－基礎調査」を実施します
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第61回水道週間スローガン　「いつものむ いつもの水に 日々感謝」
　この水道週間は、厚生労働省、都道府県、各市町村の水道事業体によって、さまざまな広報活動を通じて、「水
道」の理解と関心を高め、公衆衛生の向上を図り水道事業の更なる発展に資することを目的として、毎年実施さ
れているものです。
　私たちは、朝起きて顔を洗うことから、食事の支度、洗濯、掃除、トイレ、お風呂、そして夜寝る前に歯を磨くまで、
水道の水を使わないことはありません。
　しかし、大地震などの災害で水道の水が足りなくなったりすると
水の大切さ、ありがたさがよく分かります。
　水の大切さを皆さんと一緒に考えてみましょう。

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

６月１日（土）～７日（金）は 「水道週間」 です

５月30日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）

　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。
　不法投棄をした人には、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。
　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！

不法投棄監視員14人を紹介します

　市では、不法投棄の早期発見を図り不法投棄行為の未然防止と啓発活動に努めるため、各学区に２人の不法投
棄監視員を委嘱しています。

学　区 氏　名 学　区 氏　名

野洲学区
櫻
さくらい

井　正
まさあき

明
篠原学区

田
たなか

中　正
まさたか

隆

野
のむ ら

村　輝
てるお

夫 中
なかむら

村　久
ひさはる

治

三上学区
市
いち

木
き

　勝
かつひこ

彦
中里学区

廣
ひろせ

瀬　　勉
つとむ

青
あお き

木　隆
たか

典
のり

辻
つじどう

堂　好
よしろう

郎

北野学区
田
たなか

中　康
やすつぐ

嗣
兵主学区

田
た な か

中耕
こ う た ろ う

太郎

山
やま

﨑
ざき

　　茂
しげる

西
にしむら

村　　實
みのる

祇王学区
角
すみ

　　　亨
とおる

（敬称略）

山
やまだ

田　健
たけ

志
し

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

◇◆�不法投棄監視員の仕事�◆◇

①�不法投棄の未然防止のため、地域啓発に努め
ています。
②�不法投棄の早期発見に努めるため、各学区の
不法投棄が発生しやすい箇所を１回２時間
以上の巡視を月２回以上行っています。
③�不法投棄者および不法投棄物の発見の有無
にかかわらず巡視状況報告書を提出いただ
いています。

全国ごみ不法投棄監視ウィークです

暮らしの情報
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★人権擁護委員ってどんな人？
　�　人権擁護委員は、人権の擁護に理解があるとして
市長が推薦し、法務大臣から委嘱されている人です。
地域の皆さんへの啓発活動、法務局の人権相談所や
市役所などの公共施設等において人権相談に応じる
などの活動を行っています。
　�　現在、全国で約14,000人の人権擁護委員が各市町
村に配置され、本市でも、９人の皆さんが委嘱され
ており、人権相談などさまざまな活動を行っていま
す。

（50音順、敬称略）

相
あい

間
ま

　芳
よしかず

和（三上学区） 田
た

中
なか

　順
じゅん

子
こ

（中里学区）

河
かわかみ

上　哲
てつ

昭
あき

（兵主学区） 林
はやし

　かずみ（野洲学区）

阪
さかぐち

口　啓
けいこ

子（篠原学区） 杲
ひので

　　教
きょうじゅん

順（中里学区）

佐
さとう

藤　裕
ひろこ

子（野洲学区） 森
もり

　　清
きよ

章
あき

（祇王学区）

橘
たちばな

　　　円
まどか

（北野学区） 　　

☆人権擁護委員の主な活動
　�　人権擁護委員は、基本的人権が侵害されないよう
に見守り、もし、侵害があった場合は救済に向けて
取り組みます。
　�　女性・子どもの人権、同和問題、家庭内・隣近所
とのもめごと等幅広い相談に応じています。難しい
手続きも必要でなく、相談は無料で秘密は守られま
す。

■相談活動
　◦全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所の開設
　　日　時…６月３日㈪　午前10時～午後５時
　　場　所…市人権センター１階相談室
　　問い合わせ…滋賀県人権擁護委員連合会事務局
　　　　　　　　☎522－4673

　◦人権なんでも相談所の開設
　　日　時…�毎月１回　午前10時～正午
　　　　　　※�今月は17日㈪に開設します。毎月「各

種相談」に開設日を掲載しています。
　　場　所…市人権センター１階相談室
　　問い合わせ…市人権センター☎587－4533

■子どもの人権ＳＯＳミニレター
　�　小・中学校などの児童・生徒全員に「SOSミニレ
ター」を配布しています。
　�　学校や親にも言えない悩みなどを相談できる手紙
です。切手なしで法務局に郵送でき、人権擁護委員
が受けて相談にのる仕組みとなっています。子ども
たちの心に寄り添い、事案に応じて、子どもたちの
声を救済に結び付ける取り組みを行っています。

■啓発活動
　�　市内の保育園、幼稚園、こども園の５歳児を対象
に人権紙芝居による啓発を行っています。

～ひとりで

悩まないで相談を～

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日（1949年６月１日）を記念し、毎年６月１日を
「人権擁護委員の日」と定め、全国一斉に特設人権相談所を開設し、人権への理解を深めるための啓発活動などに
取り組んでいます。

６月１日は人権擁護委員の日です

≪お詫びと訂正≫
　５月号 16 ページ「健診を受けましょう！」記事中、国保特定健診対象者の生年月日に記載誤りがありましたのでお詫びし訂正します。
　（正）　昭和 55 年４月１日以前に生まれた人で…　　　　　�（誤）昭和 55 年３月 31 日以前に生まれた人で…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…保険年金課☎ 587 － 6081
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スポ推トピック

今年度の野洲市スポーツ推進委員は24人です。多くの人がいろいろな
スポーツを楽しむお手伝いをする活動をしています。

令和元年度 野洲市スポーツ推進委員協議会組織
　　会長／山本　博一　　副会長／石塚　健一・岩井　孝子　　　　　※　　　は部会長

活
動

企画部 研修部 支援・普及部 広報部

年間計画・イベント企画 スキルアップ研修・
人権研修

各種団体への
スポーツ支援・普及

スポ推トピック・
スポ推だより発行

委
員

松並　典子�・�山田　　修
栢木　　守�・�山本　博一
吉田　和代�・�米澤　麻利

若松津賀子�・�三浦　利明
石塚　健一�・�梅本　優香
木村　　崇�・�白井　洋一

板倉　祥浩�・�三大寺久美
青木美弥子�・�我孫子　実
岩井　孝子�・�山梶　敏男

川端　範雄�・�田中　千秋
薗田　孝浩�･�中澤　千聡
外田　順一�・�山岡　康宏

（敬称略）

日　時…６月29日㈯　午前９時30分～正午
場　所…野洲市総合体育館
対　象…小学生以上　※小学生は保護者同伴要
内　容…�
　　◦�ニュースポーツに挑戦
　　　▪�卓球バレー、カローリング、ボッチャ、

ミニトランポリン体操他
　　　▪�むかし遊びコーナー…羽根つき、メンコ、
　　　　　　　　　　　　　　皿回し他

　　◦�あなたの体力年齢を測ってみませんか！
　　　…年齢によって種目が変わるものもあります。
　　　▪��新体力テスト測定コーナー（握力、上体

起こし、長座体前屈他）
持ち物…体育館シューズ、飲み物
参加費…200円／人（傷害保険料含む）
申し込み�…�６月21日㈮までに
　　　　　電話で申し込みください。
　　　　　※当日申し込み可

第９回ニュースポーツバイキング参加者募集中！

日　時…11月23日㈷　午前９時30分～正午　　場　所…近江富士花緑公園・希望が丘文化公園
参加費…200円／人（傷害保険料含む）　　　　※ストックを無料で貸し出します。

第13回ストックウォーキング
◇◆�今後の行事予定�◆◇

「男女共同参画週間」です！
～ 令和元年度のキャッチフレーズ ～

『男女共同参「学」』『知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる』
　「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日～29日ま
での一週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目
的や基本理念について理解を深めることをめざしています。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参
画社会」を実現するためには、皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

男女共同参画プランやす協働委員会（通称：参画やす）は、行政とパートナーシップのもとで、
「野洲市男女共同参画行動計画」を進め、啓発、推進していく団体です。

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

暮らしの情報
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　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夏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。

日　時…７月24日㈬～８月22日㈭　
　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　（土曜・日曜日、７月29日㈪、８月７日㈬・９日
　　　　㈮～15日㈭は除く）
場　所…びわこ学園医療福祉センター野洲ほか
　　　　※原則各自で集合してください。
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…�６月27日㈭までに申し込みください。

　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…�サマースクール開催期間の
　　　　午前９時～午後５時
対　象…中学生以上
　　※�中学生および初めての人は事前研修会への参加

が原則です。
　▽事前研修会
　　日　時…７月15日㈷　午前10時～正午
　　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野洲駅から送迎あり（申し込み要）

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

　ビワコマイアミランドおよびマイアミ浜オートキャ
ンプ場は、野洲市の第３セクター野洲市湖岸開発㈱が
運営しています。
　琵琶湖岸に広がる白砂青松の素晴らしい景色と環境
を守り、湖岸の最高のロケーションを楽しみながら、

家族の絆とグループの親睦をより深めるスペースとし
て活用できます。
　皆さんのご来場をお待
ちしています。

マイアミ浜オートキャンプ場等の市民優待制度のお知らせ

制度の内容…
オートキャンプ場 ビワコマイアミランド

家　族 グループ 家　族 グループ・団体

対象 市内居住の家族（１家族） 市内居住者が80％以上を占め
るグループ（１グループ）

市内居住の家族
（１人単位）

①�市民グループ・団体（１人単位）
②�市内に活動拠点を置く社会教育関
係団体および社会福祉関係団体

優待
施設

テントサイトまたはキャビンで１家
族に１サイト／１キャビン

テントサイトまたはキャビンで１グ
ループに１サイト／1キャビン 自由広場 自由広場

優待
対象

宿泊料金またはデイキャンプ
料金

宿泊料金またはデイキャンプ
料金 １人当たり利用料金 ①１人当たり利用料金

②�グループを構成する市民の人数分
優待
する日

通年の営業日
（トップシーズンを除く）

通年の営業日
（トップシーズンを除く）

通年の営業日
（トップシーズンを除く）

通年の営業日
（トップシーズンを除く）

優待
金額

サイトまたはキャビン宿泊料金、
デイキャンプ料金の20％割引

サイトまたはキャビン宿泊料金、
デイキャンプ料金の20％割引

自由広場
利用料金の20％ 自由広場利用料金の50％

備考

①�事前に申請書・名簿を別途
提出
②�チェックイン時に申請内容が
証明できる免許証等を提示

①�事前に申請書・名簿を別途
提出
②�チェックイン時に申請内容が
証明できる免許証等を提示

― ①�事前に申請書を別途提出

申し込み・問い合わせ…マイアミ浜オートキャンプ場☎589－5725　ビワコマイアミランド☎589－4254

障がい児サマースクール参加者・ボランティア募集！

参 加 者 募 集！ ボランティア同時募集！
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