
　国勢調査は、日本国内に住んでいるすべての人（外国人含む）が対象となり、住民登録とは関係なく、ふだん

住んでいる場所で調査を実施します。10月１日現在の状況（世帯主との続き柄、生年月日、就業状態など16項目）

を調査します。

　総務大臣に任命された調査員が、９月上旬から皆さんのお宅へ調査票等の書類の配布に伺いますので、回答を

お願いします（配布の際の説明等は基本的にインターホン越しで行います）。インターネット回答や同封の返信用

封筒での郵送回答が可能ですので、新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべくインターネットまたは郵送

での回答をお願いします。

　なお、調査員による調査票の回収を希望される場合は企画調整課までご連絡ください。

　調査員には、守秘義務があり調査内容は保護されます。

※ 国勢調査は国の最も基本的で重要な統計調査です。調査結果は少子高齢対策や防災対策などに利

用されますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

令和２年 国勢調査を実施します！

　新型コロナウイルス感染症に関する支援策（総額３億6,334万円）として予定している主なものを紹介します。

　また、現在、支援策に係る必要経費の一部を除き、第４回野洲市議会定例会（８月26日開会・９月23日閉会）

に補正予算案として提案しており議決後、順次、各支援策の詳細や申請方法等をお知らせする予定です。

◆◇◆ 市民への生活支援 ◆◇◆

★新生児特別定額給付金（5,500万円）　（総務課☎587－6038）

　 　国制度の特別定額給付金（10万円）の支給対象外である令和２年４月28日～令和３年２月28日に生まれた子ど
もに対し、給付金を支給します。

　　支給額…１人につき10万円

☆児童臨時特別給付金（9,428万円）　（子育て家庭支援課☎587－6884）

　 　18歳以下の子どもがいる世帯主に対し、給付金を支給します。
　　支給額…子ども１人につき１万円　※令和２年６月分の児童扶養手当支給対象となっている子どもは除く

★国保税等減免連携型生活支援緊急給付金（606万円）　（市民生活相談課☎587－6063）

　 　令和２年度中に国民健康保険税の減免等を受けた人に対し、給付金を支給します。
　　支給額…１人につき３万円

☆家庭学習のためのAIドリル導入事業（500万円）　（学校教育課☎587－6017）

　 　子どもの継続的な学習を支援するため、AIドリルを導入します。

★小中学生の温水プール利用助成事業（409万円）　（スポーツ施設管理室☎587－3477）

　 　子どものスポーツの機会を確保し、体力、健康の増進を図るため、温水プールの利用助成券を配布します。
　　配布数…▽小・中学生／２回分　▽小学１年生～３年生までの保護者／１回分の半額程度

☆夏季簡易給食無償化事業（1,686万円）　（学校給食センター☎586－1011）

　 　夏季休業期間短縮に伴い提供する簡易給食の給食費を無償化します。

新型コロナウイルス感染症に関する支援策

◆◇◆ 事業者への経済支援 ◆◇◆

★小規模事業者借地料・事業継続臨時支援金（6,010万円）　（商工観光課☎587－6008）

　 　小規模事業者の厳しい経営状況の負担を軽減するため、事業の用に供されている借地料および建築費用等に係
る償還費用を支援します。

　　支給額…１事業者につき各10万円（借地料・事業継続）

☆プレミアム付商品券利用促進事業（300万円）　（商工観光課☎587－6008）

　 　プレミアム付商品券の利用を促進するため、野洲市商工会が実施するスタンプラリー等の事業費を補助します。

第２弾！
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　　　　　ごあいさつ

市立野洲病院長　福山　秀直　

　今般、院長を拝命いたしました。市立野洲病院は市民の皆さんの健康を守り、予防することをめざして努力し

ていく所存です。医療は、最も重要な社会インフラである事は、言うまでもありませんが、病気を適切に治療す

ることとともに、健康を守ることで、健康寿命を全うできる市の中核として機能できるよう、体制をさらに強化

していくことが重要と考えています。医学の進歩は、素晴らしいものがあります。その進歩を、病める人だけで

はなく、毎日、汗を流して働いている人にも還元することで、楽しい毎日が送れ、このまちに住んでよかった、

この病院で診てもらってよかったと思えるような病院になるよう努力していきたいと考えています。

　そのためには、医師や医療スタッフの、不断の医学の研さんは、当然必要ですが、市民の皆さんも病院は、病

気になった時にくるところと考えず、健康を維持するために、気軽に訪れてもらえるようになることが重要と考

えています。

　世界的には、World Health Summitという会議がドイツを中心として行わ

れています。さまざまな健康問題を討議する会議ですが、世界はすでに健

康維持に向かって進んでいます。ぜひ、野洲市も市立病院を中心として、世

界の方向性に負けない健康都市になるよう工夫をしていきたいと考えていま

す。そのためにも、市民の皆さんのご協力が必要であることを心にお留置き

いただければ、目的は必ず達成できると考えています。

市 立 野 洲 病 院

　市立野洲病院では以下のような診療体制で、心寄り添う医療の提供を志しながら日々研さんし、地域の皆さん

の健康管理をお手伝いしています。

※各診療科の診療受付時間等の詳細は、ホームページ等でご確認いただくか、当院にお問い合わせください。

問い合わせ… 市立野洲病院☎587－5528、FAX587－5004、ホームページhttps://www.yasu-hp.jp

◇◆◇ 診療科のご案内 ◇◆◇

外来診療科 診療科目

内科
 一般内科・糖尿病内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・脳神経内科・

 女性内科・ 血液内科・腎臓内科

小児科  小児科・小児心臓外来・予防接種

外科  一般外科・乳腺外来・大腸肛門外来

整形外科  整形外科・骨粗しょう症外来・手足専門外来・腫瘍専門外来

脳神経外科  脳神経外科

産婦人科  婦人科のみ

眼科  眼科・コンタクト外来

皮膚科  皮膚科

泌尿器科  泌尿器科・結石破砕など

リハビリテーション科
 脳血管疾患リハビリテーション・運動器リハビリテーション・呼吸器リハビリテー 

 ション

人工透析  人工透析

健康管理センター  人間ドック・特定健診・各種健康診断

成年年齢引き下げ後も

成人式は 「20歳」 で

開催します！

　民法改正により、令和４年４月１日より成年年齢が20歳か

ら18歳に引き下げとなります。これにより、成人式の対象年

齢についても18歳となりますが、受験や就職準備の期間と重

なり、本人や家族に負担がかかることや、式典に参加できな

い人が増えることが懸念されます。

　このことから、成年年齢引き下げ後も市では、成人式対象

年齢を「20歳」とすることに決定しました。

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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　市では、男女共同参画の推進に関する事項を調査審

議していただく「野洲市男女共同参画審議会」の委員

を募集します。

任　　期…令和２年11月１日～令和４年10月31日

募集人数…１人

応募資格… 令和２年11月１日現在、満18歳以上の市内

在住者

　　　　　※ 国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の

委員は除く

応募・問い 合わせ…９月30日㈬までに応募書に必要事

項を記入の上、「男女共同参画社会づくり

に関する課題や抱負など」（1,200字程度／

様式自由）を添えて郵送、ファクス、Ｅ

メールまたは持参のいずれかで人権施策

推進課（〒520－2331野洲市小篠原1780番

地）☎587－6041、FAX518－1860、Ｅメール

jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

　市では、人権施策の推進に関する事項を調査審議し

ていただく「野洲市人権施策審議会」の委員を募集し

ます。

任　　期…令和２年11月１日～令和４年10月31日

募集人数…１人

応募資格… 令和２年11月１日現在、満18歳以上の市内

在住・在勤・在学者または市内で活動する

人、もしくは団体事業者

　　　　　※ 国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の

委員は除く

応募・問い 合わせ…９月30日㈬までに応募書に必要

事項を記入の上、「人権尊重のまちづくり

に関する課題や抱負など」（1,200字程度／

様式自由）を添えて郵送、ファクス、Ｅ

メールまたは持参のいずれかで人権施策

推進課（〒520－2331野洲市小篠原1780番

地）☎587－6041、FAX518－1860、Ｅメール

jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

※ 各応募書は、人権施策推進課、各コミュニティセンターなどに設置しています。市ホームページ

からダウンロード可

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。　※選考結果は、応募者全員に通知します。

※審議会への出席者には報酬をお支払いします。

野洲市男女共同参画審議会

委員を公募します

野洲市人権施策審議会

委員を公募します

氏　名 意見区域
清水　　稔 中北・江部・上町・下町
小森　貴夫 安治・五条
坂口　　茂 南櫻・北櫻
辻川清太郎 六条・堤・下堤
島村　平治 小南
北脇　広美 八夫
苗村　善明 北・上屋
辻　　清子 菖蒲・喜合
東郷　恵子 北比江・乙窪
石塚　健一 冨波甲・冨波乙・辻町

森　　恒仁
桜生・野洲・四ツ家・行畑・縄手・

小篠原東部・西部・駅前
有馬　和夫 小比江・比江
安田　健一 大篠原

氏　名 意見区域

市木　和雄
前田・小中小路・大中小路・東林寺・

山出・妙光寺
飯田百合子 小堤
白井　嘉嗣 虫生
前田美幸枝 井口
杉江　保彦 吉地・西河原
岩井　正男 市三宅・久野部・竹生・五之里
吉川　久和 吉川
青木　　徹 比留田
藤岡いづみ 須原
田中　靖志 木部
小森　正人 野田
井狩　憲一 入町・長島
武浪　勘治 高木

新しい農業委員が就任されました

　農業委員が選任され、７月20日付けで就任されました。新しい委員と意見担当区域は次のとおりです。

　なお、任期は令和５年７月19日までです。

問い 合わせ… 農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834

（議席番号順・敬称略）
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　トレーニング機器の更新および使用料の改定に伴

い、８月末まで休止しておりましたトレーニング室は、

９月１日から再開します。

　トレーニング室は、人生100年時代を見据えた心身

を育む機会提供の場に特化した形で、中高年の健康と

体力保持を主としたコンセプトとなっていますので、

ぜひご利用ください。
（市内料金）

使 用 料…

回 数 券… 11枚 つ づ り1,000円・2,000円・4,000円 が あ

り、有効期限は概ね６カ月です。（１回の利

用につき１枚限り使用可）

　　　　　 現在お持ちの旧回数券は12月末までにご利

用ください。払い戻しはできませんのでご

注意ください。

　　　　　※ 定期券は廃止しました。

利用時間…午前９時～午後５時（受付／午後４時まで）

　　　　　※１回の利用は一人２時間以内

◆◇ 初回利用時の注意点 ◇◆

　①許可証をお持ちの人…

　　許可証の更新を行ってください。

　　 旧許可証と免許証などの住所がわかるものを必ず

ご持参ください。

　　※ げんきカードまたは身障者手帳など減額対象者

は必ず提示が必要

　②新規ご利用の人…

　　利用者講習を受講後、許可証を発行します。

　　※ 事前予約が必要です。９月の利用者講習会は９

月12日㈯・26日㈯午後３時45分～５時の予定で

す。（講習料500円要）

　　　 持ち物などの詳細は予約時に説明します。総合

体育館ホームページにも掲載していますのでご

確認ください。

問い合わせ…スポーツ施設管理室☎587－3477、FAX587  

　　　－3276、ホームページhttp://yasu-bs.jp

総合体育館トレーニング室（ランニングロード含む）再開のお知らせ

区　分 使用料

一　般 400円

中学生・高校生 200円

高齢者（げんきカード所持者） 100円

障がい者 無　料

～ 市街化区域の拡大を予定しています！ ～
大津湖南都市計画区域区分（滋賀県決定）の変更に係る市原案を県へ提出

　市では、大津湖南都市計画区域区分（滋賀県決定）の変更に向け、県や関係機関との協議を経て、市街化区域

編入予定地区として６地区を市素案としてまとめました。この素案は、８月４日に開催しました野洲市都市計画

審議会において、市長より諮問し、同意する旨の答申を受けました。

　これを受け、市は県へ市原案として提出し、それ以降は県が関係

機関と調整し、住民意見を聴く公聴会、滋賀県都市計画審議会の開催、

そして令和３年２月～３月ごろの都市計画決定へと手続きを進めら

れる予定です。

　なお、編入予定地区についての用途地域の指定、地区計画の設定

については、地権者に説明の上、市が都市計画決定の手続きを進め

ていくことになります。

【市原案の内容】

　市街化区域に次の６地区21.6haを追加する。

　　①三上妙光寺地区（約4.8ha）　　②西河原天皇前地区（約3.9ha）

　　③西河原上ダイ地区（約1.4ha）　④冨波地区（約2.2ha）

　　⑤小篠原台地区（約8.3ha）　　　⑥小南地区（約1.0ha）

★☆★ 市原案に対する市民・地権者説明会を開催 ★☆★

日　時…９月５日㈯　午後２時30分～４時

場　所…野洲市総合防災センター２階会議室（野洲市辻町488番地）

対　象… どなたでも

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

各地区の位置図

※市内料金とは野洲・守山・栗東・草津市に住所を有する人

※市外料金は上記の1.5倍です。（市外の高齢者・障がい者は

　一般区分）

暮らしの情報
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☆★☆ 保育所（園）・認定こども園（保育園部） ☆★☆

令和３年度 保育所（園）･認定こども園・幼稚園入所（園）一斉申し込み

対　　象…保護者のいずれもが次の事情のため保育が必要な義務教育就学前の乳幼児
　　　　　⑴ 家庭内、家庭外労働（月15日以上かつ１日４時間以上の就労）　⑵ 出産前後
　　　　　⑶ 保護者の疾病、負傷、障がい　⑷ 求職活動　⑸ 就学　⑹ 家族を常時介護している状態
　　　　　※応募多数の場合は、市が定める基準により選考します。
受付期間…９月29日㈫～10月５日㈪　午前９時～午後５時（10月３日㈯は除く）　
　　　　　※10月４日㈰は午前９時～午後４時
受付場所…市役所本館１階会議室
申込書類（入所のしおり）…   各保育所（園）・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置しています。
　　　　　　　　　　　　　※市ホームぺージにも掲載します。
★現在市内各保育所（園）に在園中で継続して入所希望の場合は申し込み不要です。
★転園を希望する場合は、新たに申し込みが必要です。
★令和２年度入所保留となっている人で、令和３年度４月以降の入所を希望する場合は、再度申し込みが必要です。

募集園児数…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 単位：人

施　設　名 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
 ゆきはた保育園（こども園） ９ 20 ６ 若干名
 さくらばさま保育園（こども園） ６ 12 ３ 若干名
 篠原保育園（こども園） ６ 12 ３ 若干名
 三上保育園（こども園） ６ 12 ９ 若干名
 野洲第三保育園 ３ ９ 若干名
 王明照保育園 ６ ９ ４ 若干名

 あやめ保育所
 本園 －

13 若干名
 よしじ ６
 こしのはら ３ ７ 若干名

 きたの保育園 12 若干名
 しみんふくし保育の家竹が丘 15 ５ 若干名
 認定こども園 野洲優愛保育園モンチ（保育園部） ６ ４ 若干名

※人数が変更になる場合があります。若干名は０となる場合もあります。

◇◆◇ 幼稚園・認定こども園（幼稚園部） ◇◆◇

対　　象…▽３歳児（平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ）
　　　　　▽４歳児（平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ）
　　　　　▽５歳児（平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ）　※いずれも市内在住者
受付期間…９月29日㈫～10月５日㈪　午後２時30分～５時（10月３日㈯・４日㈰は除く）
受付場所…入園を希望する各幼稚園・こども園
申込書類（入所のしおり）… 各幼稚園・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置しています。
　　　　　　　　　　　　　※市ホームぺージにも掲載します。
★ 原則として、居住する学区の幼稚園に通園することになります。ただし、野洲小学校区の人は、ゆきはた・さくらばさま・

野洲の各幼稚園から選ぶことができます。また、認定こども園野洲優愛保育園モンチ（幼稚園部）は、全小学校区の人が通
園できます。

★ 通園区域外（居住する学区以外）への入園を希望する場合は、こども課で入園申し込み受け付けを行います。（受付期間は
上記と同じ）

★通常の保育時間の前後や長期休業期間における預かり保育（就労等の要件あり）も同時に受け付けます。

募集園児数…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

施　設　名 ３歳児 ４歳児 ５歳児 備　考

 ゆきはた幼稚園（こども園） 10 若干名 募集人数を上回る申し込みが
あった場合は、抽選によって入園
決定します。 さくらばさま幼稚園（こども園） 10 若干名

  篠原（こども園）・三上（こども園）・ 
 野洲・北野・祇王・中主の各幼稚園

 申し込みいただいた園に入園していただきます。

 認定こども園野洲優愛保育園モンチ（幼稚園部） ５ 若干名 ５
募集人数を上回る申し込みが
あった場合は、園での選考によっ
て入園決定します。

※人数が変更になる場合があります。若干名は０となる場合もあります。
◆ ゆきはた幼稚園、さくらばさま幼稚園の入園に関する抽選および認定こども園野洲優愛保育園モンチ（幼稚園部）の選考の

詳細は入園のしおりでお知らせします。

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

【注意】保育所（園）と幼稚園の同時申し込みはできません。
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令和３年度 こどもの家（学童保育所）入所案内説明会 ・ 入所申し込み

　新型コロナウイルス感染症対策により参加人数を制限し、２回に分けて開催します。

☆★☆ 入所案内説明会（新規入所希望者） ☆★☆

【１回目】

　日　時…10月24日㈯　午前10時～
　場　所…コミュニティセンターなかさと
　対　象… 祇王、篠原、中主学区在住者としますが、

その他の学区の人でも参加は可能です。

【２回目】

　日　時…11月１日㈰　午前10時～
　場　所…コミュニティセンターみかみ
　対　象… 野洲、三上、北野学区在住者としますが、

その他の学区の人でも参加は可能です。

☆★☆ 入所申し込み ☆★☆

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

　令和３年４月から小学校等に入学されるお子さんを対象に就学時健康診断を実施します。

　実施場所は、現在お住まいの小学校区となりますが、当日、都合の悪い人は別の会場で受けていただくこともでき

ます。

日 程 等…

健診内容…① 内科健診 ②歯科健診 ③視力検査、聴力検査（所（園）で受けていないお子さんのみ）

持 ち 物…①就学時健康診断票および健康に関する調査

　　　　　　※ 事前に所（園）を通じてお渡し、または郵送します。事前に必要事項を記入して

ください。

　　　　②上靴と下靴を入れる袋（篠原小学校と三上小学校で受ける人）

そ の 他…◦体調管理に注意し、風邪症状等がある場合は、健診をお控えください。

　　　　◦保護者同伴でお越しください。（マスクの着用をお願いします。）

　　　　◦駐車場の関係上、コミュニティセンターぎおうへのお車での来場はご遠慮ください。

問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

就学時健康診断のお知らせ
－ 来年度小学校等に入学されるお子さんが対象です －

小学校区 実施日 受付時間 場　所 上靴と下靴を入れる袋

篠原小学校区 10月１日㈭ 午後１時50分～２時15分 篠原小学校 要
北野小学校区 10月８日㈭ 下表参照 コミュニティセンターきたの 不要
野洲小学校区 10月29日㈭ 下表参照 コミュニティセンターやす 不要
祇王小学校区 11月５日㈭ 下表参照 コミュニティセンターぎおう 不要
三上小学校区 11月12日㈭ 午後１時50分～２時15分 三上小学校 要
中主小学校区 12月３日㈭ 下表参照 さざなみホール 不要

【注意】下記の校区は受付時間を設定しています。

小学校区
受付時間

北野小学校区 野洲小学校区 中主小学校区 祇王小学校区

午後１時50分
～２時10分

北野幼稚園
（すいか組・いちご組）

 野洲幼稚園
（すみれ組・ゆり組）

中主幼稚園
（つき組・そら組）

祇王幼稚園

午後２時10分
～２時30分

北野幼稚園（ぶどう組）
きたの保育園
しみんふくし保育の家竹が丘

ゆきはたこども園
さくらばさまこども園

中主幼稚園（にじ組）
上記に記載されていない保
育所（園）・こども園・幼稚園

上記に記載されていない保
育所（園）・こども園・幼稚園

午後２時30分
～２時50分

　　　　　　上記に記載されていない
　　　　　　保育所（園）・こども園・幼稚園

　受付期間…▽１回目／11月４日㈬～７日㈯　　▽２回目／12月10日㈭～12日㈯　　午前９時～午後６時30分　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※11月７日㈯、12月12日㈯は午後５時まで

　受付場所…市役所別館１階会議室　※詳細は「広報やす」10月号に掲載予定です。

暮らしの情報
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