
　農業委員会で令和元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 7,675円 12,500円 2,525円 649

全地域（生産調整田（転作田）含む）
未整備地域 6,686円 8,205円 2,407円  28

畑の部
普通畑 3,911円 5,000円 2,444円   6 全地域（特殊畑を除く）

特殊畑 9,462円 14,613円 4,736円  10 野洲川地区農地開発区域、吉川字中瀬に存する畑地

※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。

※10アール当たりの金額です。実際の賃借料は当事者同志で協議して設定してください。

※ サンプルとしたデータは、平成31年１月～令和元年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については調査集計データ数には含まれておりません。

※実際の農地の貸借には、賃借料が無料の使用貸借契約もありますが、調査集計データ数には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

農地の賃借料のお知らせ

令和２年度 児童生徒就学援助費申請を受け付けます!
　経済的な理由によって、小・中学校への就学が困難な市内の家庭に、学用品費や

給食費などの一部を援助する制度を実施しています。

　なお、令和元年度認定世帯で、引き続き給付を受けたい人も再度申請が必要です。

申請方法… ３月13日㈮までに各小・中学校、学校教育課に備え付けの申請書に必要

事項を記入の上、必要書類を添えて在学もしくは在学予定の学校へ提出

してください。（小学校新１年生については、４月13日㈪まで）

※ 年度途中での申請の場合、申請月の翌月から認定となります。

問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

　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

小・中学生の入院医療費を助成します
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野洲市総合計画審議会
専門部会を開催します第1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。

　専門部会では、次期計画の施策等について、分野ごとに４部

会に分かれて具体的な審議を行います。

　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。

日程等…【子育て・教育・人権部会】

　　　　 　日　時…２月４日㈫　午後２時～

　　　　 　場　所…市役所本館２階庁議室

　　　 　【産業・観光・歴史文化部会】

　　　　 　日　時…２月７日㈮　午後２時～

　　　 　　場　所…市役所本館２階庁議室

　　　 　【環境・都市計画・都市基盤整備部会】

　　　　 　日　時…２月12日㈬　午後２時～

　　　　 　場　所…市役所本館２階庁議室

　　　 　【福祉・生活部会】

　　　　 　日　時…２月13日㈭　午前10時～

　　　　 　場　所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室

内　容（予定）… 現行計画の評価および次期計画の方向性について

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

ビ ワ マ ス フ ォ ー ラ ム の 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

　「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。

　家棟川水系の現状とビワマスを戻すための課題や対策のほか、滋賀県内における小さな自然再生の取り組みの

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について、一緒に考えてみませんか。

日　時… ２月８日㈯　午後１時30分～４時　　場　所…コミュニティセンターひょうず大ホール

対　象…どなたでも、先着100人

内　容…▽ 基調講演／瀧健太郎さん（滋賀県立大学准教授）

　　　　▽パネルディスカッション／佐藤祐一さん（琵琶湖環境科学研究センター専門研究員） 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…環境課☎587－6003、FAX587－3834

◇◆◇ 同時開催！薪ストーブ用の薪を無償配布 ◇◆◇

　野洲川河道内の伐採木を薪に加工したものを試行的に無償で配布します。排出された伐採木を暖房燃料として

消費することにより、資源の有効利用とカーボンニュートラルによる二酸化炭素排出削減を図ることにより地球

温暖化防止への寄与を目的としています。

配布時間…午後１時～４時　　配布物…薪状にした伐採木（主にヤナギ、40㎝程度）を先着順で配布します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※配布は、１人あたり自家利用を超えない範囲となります。

※当日、全て配布できなかった場合は、２月13日㈭～21日㈮の間、環境課にて無料配布します。

※配布時に簡単なアンケートへのご協力をお願いします。

　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。

　今年度の取り組みについて、公開発表会

を行います。

　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…２月８日㈯　

　　　　午後１時30分～３時30分

　　　　（受付／午後１時15分～）

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

暮らしの情報
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■人権ふれあいコンサート／坂井孝之さん・小百合さん

　日　時…２月16日㈰　午前10時30分～午後２時

　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・知的障害者相談員等

による相談コーナーを開設予定 ◆◇

　

■人権作品の啓発展示

　日　時…２月10日㈪～29日㈯　各施設の営業時間中

　場　所… 滋賀銀行（野洲・中主支店、祇󠄀王・三上代理店）、

関西みらい銀行（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・祇󠄀王支店・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、ザ・

ビッグエクストラ野洲店、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２日㈪～31日㈫

主　催… 人権YASU2020委員会（野洲市人権啓発推進協議会）

　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22日㈯～27日㈭

　　　　午前10時～午後４時30分

　　　　（24日（振休）・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

　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22日㈯　午後１時30分～３時30分

　　　　（受付／午後１時～）

場　所…シライシアター野洲（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（１階ロビーで「人権作品」の展示）

　　　　▽ 講演「ネット社会と子どもたちの人権～ いじめ・虐

待をキーワードにして ～」／原　清治さん（佛教大

学副学長・教育学部教授、神戸大学大学院博士後期

課程修了、博士（学術・神戸大学））

※当日、要約筆記を行います。

※ 手話通訳・託児（２歳以上未就学児対象）が必要な人は、２

月12日㈬までにご連絡ください。

　放課後等デイサービス？日中一時支援事

業？ホリデーサービス事業？

　障がい福祉のサービスって難しくてよく

わからない…どんな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

んのご参加お待ちしています！

日　時…２月19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（22ページ参照）も兼ねています。

※ 託児・手話通訳が必要な人は、２月12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　

福祉サービス相談会
～ 学齢期編 ～

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

『人権YASU2020』 開催
～ ぬくもりの街

まち

づくり 寄
よ

り添
そ

う心
こころ

が第
だい

一
いっ

歩
ぽ

 ～

『第15回 野洲市人権尊重を

めざす市民のつどい』 開催

同会場にて、16日㈰夕方～21日㈮の期間、

人権作品・人権啓発パネルを展示します。

野洲市教育研究所展

のお知らせ
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生活習慣病予防セミナー

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！ ～

介護カフェおこしやす

のお知らせ

　「介護カフェおこしやす」は、４周年を迎え、３月

３日に周年祭を開催します。

　外出できる場としてもご利用ください。

日　時…原則毎月第１火曜日　午後１時30分～３時

場　所…野洲市健康福祉センター１階

　　　　旧デイサービス室

        ※ ３月３日の周年祭は、野洲市健康福祉センター

２階集団指導室で開催します。

対　象…どなたでも　※申し込み不要

参加費…無料　

　　　　※飲み物やお菓子代（各100円程度）別途要

※ 地域包括支援センターでは、もの忘れや介護の相談

を受け付けています。

　　日　時…毎週月曜～金曜日

　　　　　　午前８時30分～午後５時15分（予約不要）

問い合わせ…地域包括支援センター

　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

２月４日㈫ ３月３日㈫ ４月７日㈫

５月12日㈫ ６月２日㈫ ７月７日㈫

再就職支援研修会受講生募集！

新たに園で働く人もOK!

　無料職業紹介所「野洲市三方よし人材バンク」では、

来年度４月から保育所や幼稚園でお仕事を予定されて

いる人や、保育士資格や幼稚園教諭免許を有し、その

資格等を生かした仕事をしてみたいと考えている人等

を対象に、再就職支援研修会を実施します。

　研修会への参加希望や詳しい内容を知りたい人はお

気軽にお問い合わせくださ

い。

日　時…２月28日㈮

　　　　午前９時30分～

　　　　　　午後２時30分

場　所… 三上こども園

内　容… 【講義】  最新の保育事情、保育の仕事に就く

心構え、食物アレルギー等

 【実習】保育実習、手作り玩具の製作等

参加費…無料

※ 昼食は各自でご持参ください。また、会場までの交

通費は参加者負担となります。

※市で保険（傷害・賠償）に加入します。

問い合わせ… ２月21日㈮までに野洲市三方よし人材バ

ンク（こども課内）☎587－6052、FAX586

－2176

　発達障がいについて、ひとりでも多くの人にまず

知っていただき、どのような支援が必要であるかを考

える機会として講演会を開催します。講師の松村さん

は、長年市内の保育・教育現場に出向き、特別な支援

が必要な子どもに対する相談に応じておられます。

日　時…３月１日㈰　午後１時30分～３時

　　　　（受付／午後１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　※申し込み不要

内　容… 講演「一人ひとりの子どもに寄り添う丁寧な

支援とは ～ 発達障がいを知ろう ～」／松村

齋さん（大垣女子短期大学幼児教育学科教授）

参加費…無料

※ 手話通訳・要約筆記が必要な人は、２月10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

発達支援センター講演会
のお知らせ

　「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…３月４日㈬　午前９時30分～11時30分

　　　　（受付／午前９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

　　　　※申し込み要

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　

申し込み・問い合わせ…健康推進課

　　　　　　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

暮らしの情報
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　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用

いただけます。

　口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納

付することにより、月々50円割引される「早割制

度」や、現金納付よりも割引額が多い「６カ月前

納」、「１年前納」、「２年前納」もあり、大変お得

です。口座振替による６カ月前納（４～９月分）、

１年前納、２年前納の申し込みは、２月末日ま

でとなっています。

　口座振替をご希望の人は、納付書または年金手

帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、金融機関

または年金事務所へお申し出ください。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220

　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、

　　　　　　　　　　　　 FAX586－2177

国民年金保険料は
口座振替がお得です！

　２月期の定期支払いは、２月14日㈮を予定していま

す。

※令和元年10月～令和２年１月分の手当が対象です。

※ 平成30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

市民活動事例報告会を開催します！

　市内には、さまざまな分野で活躍している約300の市民活動団体があります。この市民活動の普及と活性化を図

るため、活動団体の事例紹介と交流・意見交換を行う「市民活動事例報告会」を開催します。

　また、今回は地元で活動を始めるきっかけや仲間作りの場を紹介・提供するための講座として開催しています

「とことん野洲」の受講生に今年度の活動を振り返って発表していただきます。

　すで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。

　多数のご参加をお待ちしています。

日　時…３月７日㈯　午後１時～３時

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…どなたでも

内　容…▽とことん野洲とは

　　　　▽とことん野洲受講生による発表

　　　　▽４団体による事例紹介

　　　　　◦びわ湖わんにゃんマルシェ

　　　　　◦滋賀県断酒連絡会野洲断酒会

　　　　　◦（一社）やす地域共生社会推進協会

　　　　　◦久野部東お助け隊

　　　　▽意見交換会

参加費…無料

協力団体…やすまる広場実行委員会

申し込み・問い合わせ…２月28日㈮までに市民サービスセンター☎589－6430、FAX589－6438
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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。

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 検　索がん情報しが

募集期間…３月31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）

令和２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）　日時…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）　日時…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）　日時…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）　

日時…毎週土曜日18：30～20：00ほか随時　場所…中

主小学校体育館

 ■ 悠紀剣良会 

対象…年長児～（男女）　日時…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…市内小学校１～６年生（男女）　日時…毎週水

曜日18：30～20：00、毎週土曜日（男子／15：00～

18：00、女子／14：00～17：00）※隔週木曜日（男子

４年生以上／18：30～20：00）　場所…中主小学校体

育館ほか

 ■YBCスポーツ少年団（バスケット） 

対象…市内小学校１～６年生（男女）　日時…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…市内小学校１～６年生（男女）※男子２チーム

「野洲北」「野洲」、女子１チーム「野洲北」　日時…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…市内小学校体育館

 ■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）　日時…毎週

火曜（夜）・土曜・日曜日　場所…中主小学校体育館ほ

か

 ■中主野球スポーツ少年団 

対象…市内小学１～６年生（男女）　日時…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）　日時…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）　日時…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）　日時…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）　日時…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～　日時…毎週金曜日18：30～　場所…

総合体育館

２月４日（火）～10日（月）は滋賀県がんと向き合う週間です

暮らしの情報
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