
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　効率的、効果的な行政運営を進めることを目的に、
市の経営改善等について審議するため「令和元年度第
２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…12月19日㈭　午前10時～
場　所…市役所本館２階庁議室
内　容（予定）… 経営改善アクションプランの進捗に

ついて

野洲市都市経営審議会
を開催します

野洲市総合計画審議会
を開催します第3回

　令和３年度以降の市の将来像やまちづくりの方向性
を示す指針である「第２次野洲市総合計画」を策定す
るため、学識経験者や関係団体の代表者等から構成さ
れる「野洲市総合計画審議会」を開催し、審議を行い
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…12月19日㈭　午後２時～
場　所…コミュニティセンターやす２階研修室１･２
内　容（予定）… ◦�基本構想素案について
　　　　　　　　◦��基本計画の構成について�他

　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が援
助される制度があります。この制度の申請は、いつで
も受け付けています。

申請方法… 申請書に必要事項を記入の上、各学校に提
出してください。

　　　　　�（世帯状況を把握するため、添付書類が必
要な場合があります。）

※申請書は、各学校、学校教育課に設置しています。
※申請には、印鑑、振込口座がわかるものが必要です。

そ の 他… 認定された場合は、申請月の翌月からの援
助となります。

申請・問い合わせ…学校教育課
　　　　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

就学援助制度のお知らせ

　「やすまる広場」は市民活動団体の活動発表・団体
間の交流を通じて、市民活動のきっかけづくりを目的
に開催するイベントです。
　来年度は、６月７日に開催します。皆さんもイベン
トの企画・運営に参加してみませんか。個人・団体は
問いません。

申し込み・問い合わせ…
　 令和２年１月17日（金）までに住所、氏名、電話番
号を電話、ファクスまたはＥメールのいずれかで
市民サービスセンター☎589－6430、FAX589－6438、
Ｅメールmadoguti@city.yasu.lg.jp

令和 ２ 年 ６ 月 ７ 日（日）
第12回やすまる広場開催決定!

◇◆◇やすまる広場実行委員会委員募集中！◇◆◇
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令和２年度
こどもの家（学童保育所）

入所一斉申し込み

　令和２年４月からこどもの家に入所希望の人は、申
し込みが必要です。なお、継続入所の人も申し込みが
必要です。

受付期間…12月12日㈭～14日㈯　
　　　　　午前９時～午後６時30分
　　　　　※14日は午後５時まで
受付場所…市役所別館１階会議室
申込書類…�各こどもの家、野洲市社会福祉協議会、こ

ども課、北部合同庁舎１階ロビーに設置し
ています。

※�令和２年４月以降の入所は、原則上記期間以外は受
け付けしませんのでご注意ください。
※�年度途中の入所希望者（夏休み中の利用を希望する
人など）も上記期間内に申し込みが必要です。

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

第16回 
人権尊重と部落解放をめざす

「ひと」と「ひと」のつどい開催

日　時…12月14日㈯　午後１時30分～４時
場　所…野洲市人権センター
対　象… どなたでも
内　容… ▽提言劇　「じんけん」
　　　　▽分散会
問い合わせ… 第16回人権尊重と部落解放をめざす「ひ

と」と「ひと」のつどい実行委員会（人
権施策推進課内）☎587－6041、FAX518
－1860

とことん野洲
第５回講座参加者募集

「会議力アップ講座」
～ 意見がでやすい話し合いの作り方 ～

　会議が楽しくない、意見がまとまらない、一人がずっ
としゃべっているという経験はありませんか。会議の
内容の見える化や、さまざまな人から意見のでやすい
場の設定など、「決める会議よりも、話し合うことを
大事にする会議」の進め方を学びましょう。
　今回は一般の人も参加できます。

日　時…12月18日㈬　午前10時～午後０時25分
場　所…�中主防災コミュニティセンター２階
　　　　研修室Ａ・Ｂ
対　象… 市民活動、自治会、ＰＴＡ等の団体活動を行

う人、先着20人
内　容… グループに分かれてワークショップ形式で会

議の進め方を学びます。
参加費…無料
問い合わせ…12月12日㈭までに市民サービスセンター
　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438、
　　　　　　Ｅメールmadoguti@city.yasu.lg.jp

　手話バンド「なんくるないさ～ず」と視覚障がい者
２人を中心としたグループ「オカリナぴぽ」のコン
サートです。クリスマスソングなどを演奏します。

日　時…12月８日㈰　午後１時30分～３時
場　所…野洲図書館本館ホール
対　象… どなたでも　※申し込み不要
参加費… 無料
問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

なんくるないさ～ず With オカリナぴぽ

図書館 
ミニみにコンサート

暮らしの情報
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新しい年の初日の出を三上山山頂で迎えませんか？
日　時…令和２年１月１日㈷　午前４時45分～（受付）　※雨天中止
　　　　（御上神社楼門前集合・解散）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容… 甘酒の振る舞い、記念集合写真撮影（500円）、新年の抱負短冊などの楽しいイベントを予定しております。

また、参加者には、参加記念証をお渡しします。
服　装…動きやすい服、防寒服、手袋、帽子、リュック、運動靴等
持ち物… 懐中電灯、タオル、温かい飲み物、おやつ、ナイロン敷物、救急用品、筆記用具、雨具、ティッシュ、

ごみ袋等
参加費…無料

※�早朝のため公共交通機関は利用できません。お車で来場される場合は、
　コミュニティセンターみかみの駐車場をご利用ください。
※運営スタッフも募集しています。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835
　　　　　　※12月29日以降は、三上山初登山大会実行委員会・板倉☎535－0350

第47回三上山初登山大会

＜５つのポイント！＞
　　　1　要支援認定者への訪問サービスに市内で従事できる資格が得られます。（要支援の人に限られます。）
　　　2　高齢者サロンなどでのボランティア活動、ご家族の介護の向上に役立ちます。
　　　3　ご希望により市内の介護施設や訪問介護事業所などにも紹介します。
　　　4　市主催の無料の講習会で安心です。講師は介護事業所の経験豊かな専門職員です。
　　　5　市から修了証をお渡しします。16歳以上ならどなたでも受講いただけます。
日程等… 

日　時 場　所 講義内容

１日目 令和２年１月15日㈬
　�午前９時～午後４時30分

野洲市健康福祉センター

１．職務の理解
２．介護におけるコミュニケーション技術
３．介護における生活支援技術
４．老化の理解
５．認知症の理解
６．高齢者の尊厳と介護の基本

２日目 　　　���１月16日㈭
　�午前９時～午後４時30分

３日目

　　　���１月17日㈮
　��　　　����21日㈫
　　　���　　24日㈮
　�午前10時～午後３時

市内特別養護老人ホーム ７．市内特別養護老人ホームでの介護体験

対　象…16歳以上の人、先着30人
受講料…無料
注意事項…  ⑴�３日目はいずれか１日を選択し受講していただきます。（参加人数により調整をお願いする場合が

　　あります。）
　　　　　　��※３日目のみの受講はできません。
　　　　　�⑵�修了証は１日目、２日目の内容を受講された人に交付します。（２日間で１～６の講義内容を受講）
　　　　����⑶�健康状態などから受講が困難と判断した場合は、お断りする場合があります。

申し込み・問い合わせ…12月25日までに高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

介護が楽しく学べる基礎講座受講者募集！
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　市農業委員会は10月23日、長期的かつ安定的な農業経営と農業生産力の向上等の施策を展開されるよう、市に
次の内容で意見書を提出しました。

１．農業者への支援について
　　⑴�農業経営の安定化対策について
　　⑵�農業支援制度の情報提供について
　　⑶�人手不足の解消について
　　⑷�災害復旧支援事業の継続について
　　⑸�農業者への技術支援について
２．地産地消の推進について
３．農地の集積・集約化の推進について
４．農業の担い手確保について
５．有害鳥獣対策について
６．農業用施設の保全等について
７．環境こだわり農産物の推進について

※意見書の詳細は、市ホームページに掲載しています。

問い合わせ…農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834

農業施策に関する意見書を市へ提出しました

『家屋を建てた・
　　   取り壊した』

ときは届け出を　皆さんから納めていただく市税や県税は、福祉・教育など生
活を支える身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
　市町と県では、12月を「ストップ滞納！！強化月間」として、
税の公平な負担の観点から、一斉に滞納整理を強化します。も
う一度、納め忘れがないかお確かめください。

納付が困難なときは…
　納期限内に納付が難しい場合は、納税推進課までご相談くだ
さい。その人の事情に応じて納付相談を受け付けています。

　◦�使わなくなった軽自動車の廃車手続はお済みですか？
　◦�国民健康保険に加入されていた人で就職等により社会保険
に加入された場合、国民健康保険の脱退の手続きはお済み
ですか？

　◦�病気や失業、事業の廃止などやむを得ない事情があります
か？

　◦�多重債務などで困っていませんか？

　など、お気軽にご相談ください。

問い合わせ…
　▽市税に関すること
　　　納税推進課☎587－6013、FAX587－2439
　▽県税に関すること
　　　南部県税事務所納税課☎567－5406、FAX566－0439

税金の納め忘れは
ありませんか？

県と県内市町では、公平な税負担と税収の確保を図るため、
「滋賀地方税滞納整理機構」を設置し、連携・協働して県税
と市町税の滞納整理を推進しています！

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）
の現況で課税されます。
　１月２日以降に所有権を移したり家屋を
取り壊したりした場合でも、その年の４月
１日から始まる年度の固定資産税は、１月
１日現在の所有者に全額が課税されます。

◆家屋を建てたときは連絡を 
　　�家屋には、床面積の大小にかかわらず
固定資産税が課税されます。建築確認
申請が不要な床面積10㎡未満の小規模
な家屋を建てたときや、増築をしたと
きは、税務課までご連絡ください。

◆取り壊したときは届け出を
　　 家屋を取り壊したときの届け出には、
取り壊し証明など取り壊した日が確認
できる書類が必要な場合があります。
届け出がないと引き続き課税されます
のでご注意ください。

問い合わせ…税務課
　　　　　　☎587－6040、FAX587－2439

暮らしの情報
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回収リサイクルポスト

　水銀は、常温で液体である唯一の金属元素で揮発性が高く、人為的な排出や火山噴火等の自然的な排出によっ
て地球を循環しています。そして、生物に蓄積し、人や野生生物の神経に有害な影響を及ぼします。このような中、
平成29年に「水銀に関する水俣条約」が締結され、日本でも対策が講じられており、水銀汚染の防止のため適切
な排出をお願いします。
　市では、水銀を含むごみ（水銀体温計、水銀血圧計、蛍光管、ボタン電池等）は各学区に回収リサイクルポス
トを設置し、回収しています。
　年末の大掃除等で家庭内に退蔵している不要な水銀体温計等を見つけられた場合は、回収リサイクルポストへ
排出をお願いします。

　　　　　　☆ 回収リサイクルポスト設置場所 ☆
学区名 設置場所 学区名 設置場所
野洲 市役所本館 篠原 コミセンしのはら
北野 コミセンきたの 中里 北部合同庁舎
三上 コミセンみかみ 兵主 コミセンひょうず
祇王 コミセンぎおう

　◦回収リサイクルポストは各施設の正面玄関付近にあります。
　◦割れたものは回収リサイクルポストに入れないでください。
　◦�野洲クリーンセンターにおいても回収しています。ごみと分けてご持参く
ださい。

　◦ボタン電池はテープを貼るなど必ず絶縁して出してください。
　◦充電式電池については販売店に相談してください。
　◦事業所および市外から排出されるものは対象外です。
　◦�白熱電球、ハロゲン電球、ＬＥＤランプ、赤液棒状温度計は水銀が使用さ
れていませんので対象外です。

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。＜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っています。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

水銀を含むごみは、回収リサイクルポストへ！

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！
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　市では、市内保育所等における保育および教育の担い手を増やし、待機児童の解消等を図るため、野洲市三方
よし人材バンクを立ち上げています。
　今回、市内民間保育所から令和２年度の求人情報がありますのでお知らせします。
　なお、求人内容に関するお問い合わせは各保育所へお願いします。

問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）☎587－6052、FAX586－2176

野洲市三方よし人材バンクからの求人のお知らせ

あやめ保育所 祇王明照保育園 野洲優愛保育園モンチ

職種・人数 保育士　３人
　①�保育士　　　３人
　②�保育補助員　２人
　③�保育支援者　１人

　①�常勤保育士　２人　
　②�保育士　午前・午後各１人
　③�保育補助員　２人

仕事内容 担任
　①�担任・特別支援加配
　②�保育の補助
　③�保育環境の準備

　①�担任・事務その他
　②�保育・その他
　③�保育補助

就業時間 午前７時～午後８時
（内８時間シフト有） 相談に応じる

　①�午前７時～午後７時（内８時間シフト有）
　②③�午前８時～午後１時／
　　　�午後１時～７時30分（応相談）

休　　日 土曜（隔週）・日曜日、祝日 相談に応じる
　①�土曜・日曜日、祝日３日
　　　　　　　　　（土曜日は３日／月）
　②③�土曜・日曜日、祝日

就業場所 本園、よしじ分園 本園 本園

雇用形態 正規職 　①②�正規職、非常勤
　③�非常勤勤務

　①�正規職
　②③�臨時職

賃　　金 月額�199,321円
（特殊業務手当・処遇改善含む）

　①�経験年数により異なる
　②�時給�940円～990円
　③�時給�770円～890円
　※いずれも賞与、その他手当あり

　①�基本給＋手当�初任給�月額�200,000円
　　　　　　　　　　　　（経験給あり）
　②�時給�950円
　③�時給�930円

問い合わせ ☎589－2030 ☎587－0243 ☎586－1038

12月４日㈬～10日㈫は
「第71回 人権週間」です

高齢者・障がい者なんでも相談会

　野洲・草津・守山・栗東市では、認知症
高齢者や知的障がい者、精神障がい者など
の権利擁護を図るため、成年後見制度の利
用を促進しています。
　今回、高齢者や障がいのある人、その家
族が抱えている悩みや心配事を何でも相談
できる相談会を開催します。
　相談は無料で予約も不要です。消費生活
や相続など法律に関すること、福祉の制度
やサービスに関する困りごとなど複数の専
門職（弁護士、司法書士、社会福祉士、精
神保健福祉士等）が相談を受けますので、
生活全般にわたる相談が一度に可能です。

日　時…12月７日㈯
　　　　午後１時30分～４時30分
場　所… 草津市役所さわやか保健センター

１階（草津市草津三丁目13番30号）
対　象…野洲・草津・守山・栗東市在住者

問い合わせ… （特非）成年後見センターもだま
☎598－0246、�FAX598－0888

※�この相談会は同センターに委託して行います。

○人権週間とは 
　�　人権週間は、家庭で、職場で、学校で、友だちと、人権を
考える１週間です。性差別、障がい者差別など、あらゆる差
別や偏見をなくし、私たち一人ひとりが人権について正しく
理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持つことがとても
大切です。今一度、身近なことから人権を考えてみましょう。

〇人権週間啓発（市内）
　日　時…12月４日㈬　午後４時30分～５時15分
　場　所… アル・プラザ野洲およびザ・ビッグエクストラ野洲店
　内　容…街頭啓発

〇人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい
　日　時…12月８日㈰　午前10時～午後３時
　　　　　（受付／午前９時30分～）
　場　所… 滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　（米原市下多良二丁目137／JR米原駅西口より約500ｍ）
　内　容… 記念講演／ゴルゴ松本さん（お笑い芸人TIM）�他
　参加費…無料　

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　～ 考えよう　相手の気持ち　
未来へつなげよう　違いを認め合う心 ～

暮らしの情報
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担当日 医院名 所在地 電話

12月30日㈪ はし も とフ ァミリ ー 歯 科  野洲市西河原二丁目2377-2 ☎ 589－5880

12月31日㈫ 丸 山 歯 科 医 院  草津市西大路7-7-4 ☎ 561－8217

令和２年
１月１日㈷ に ほ 歯 科 医 院  栗東市目川1491 ☎ 551－2303

１月２日㈭ ア ロ ハ 歯 科  守山市勝部4丁目1088-101 ☎ 598－6480

１月３日㈮ さ く ら 歯 科  草津市青地町743-101 ☎ 561－0118

　※開院時間はいずれも午前10時～午後４時

草津栗東守山野洲歯科医師会　年末年始休日救急歯科診療当番表

市役所の年末年始休業は
12月28日㈯～１月５日㈰

　戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、この期間中も受け付けします。
　市内の各施設等の休業は次のとおりです。

　※年末年始の休業日のほか、通常の休業日も含んでいます。
　※年末年始の野洲クリーンセンターへのごみの搬入は大変混雑することがあります。
　　（蓮池の里第二処分場は午後のみ受け付けします。）

休業日
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

土 日 月 火 祝 木 金 土 日 月

　市民サービスセンター
　健康福祉センター
　地域包括支援センター
　子育て支援センター
　ふれあい教育相談センター
　発達支援センター
　人権センター
　市民交流センター
　野洲クリーンセンター・蓮池の里第二処分場
　蓮池の里多目的公園
　シライシアター野洲（野洲文化ホール）
　野洲文化小劇場・さざなみホール
　総合体育館
　中主B&G海洋センター・市民グラウンド
　野洲図書館本館・中主分館
　野洲川歴史公園田園空間センター
　歴史民俗博物館（銅鐸博物館）
　桜生史跡公園
　野洲川河川公園
　なかよし交流館
　コミセンぎおう・みかみ・きたの・なかさと
　コミセンしのはら・やす・ひょうず
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