
　近江八幡市、野洲市、竜王町の２市１町による協議会を設立し、篠原駅周辺整備を進めていますが、この度、「篠
原駅自由通路および橋上駅舎」が完成し、９月19日㈯より、供用を開始します。
　新しい篠原駅は、エレベーターやエスカレーターの設置によるバリアフリー化をはじめ、新たな南口駅前広場の
開設により、駅利用者や周辺住民の皆さんの交通機能の充実と住環境が飛躍的に向上するものと期待しています。
　なお、南口駅前広場については、平成28年３月の供用開始に向けて、車道部分の整備を進めていますので、当
面の間の通行は、歩行者のみ可能となります。ご理解をお願いします。
　◆建物概要
自由通路延長　　47ｍ（自由通路幅４ｍ）
事業費（２市１町負担分）　1,433,055千円（内訳：自由通路施設　772,685千円、鉄道施設　660,370千円）

問い合わせ…企画調整課 ☎587－6039、FAX586－2200

９月１９日（土） 篠原駅自由通路・橋上駅舎供用開始！

○篠原駅外観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○篠原駅内観

　●北口駅前広場の整備
　 　　交通機能の利便性を図るため北口広場をリニュー
　アル（平成28年度内完成予定）

◇◇篠原駅周辺整備の今後の予定◇◇　

　●アクセス道路の新設
　 　　平成27年４月に開通した県道バイパスから篠原駅
　南口に直結するアクセス道路として、平成28年３月
　の完成を予定しています。

　●南口駅前広場の整備
　　 　南側地域住民の新たな玄関口となる、南口駅前

広場の整備を進めており、平成28年３月の完成を
予定しています。

篠原駅

北口駅前広場

←野洲 近江八幡→

県道安養寺入町線

県道バイパス道路

国道
477号

南口
駅前
広場

ア
ク
セ
ス
道
路

※篠原駅周辺から国道8号までは、県による県道安養寺
　入町線の道路改良工事が予定されています。

◎本事業は２市１町の負担に加えて、事業費の
　約55パーセントに国土交通省所管の社会資本整
　備総合交付金を適用し、整備を進めています。
　なお、２市１町での事業費負担割合は、近江八
　幡市５、野洲市４、竜王町１の割合で負担して
　います。
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　第２回「野洲市総合教育会議」を開催します。
日　時…９月25日㈮　午後１時30分～
場　所…市役所３階第２委員会室
構成員…市長、教育委員会（教育長および教育委員）
議題（予定）…教育に関する大綱について
　　　　　　教育に関する重要施策の方向性について
　　　　　　教育を取り巻く諸課題について
傍　聴… 会議は公開で行いますので、傍聴を希望される人は、当日開会までに

会場で受け付けして下さい。
問い合わせ…教育総務課 ☎587－6014、FAX587－3835

平成２７年国勢調査を実施します！

　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（男女の別、出生
の年月、就業状態、通勤・通学ほか、住居の種
類など17項目）を調査します。
　９月上旬から総務大臣に任命された調査員
が、まずインターネット回答の利用案内を配布
します。インターネットでの回答を希望される
世帯は、９月20日までにご回答をお願いします。
インターネット回答された世帯には、再度調査
員が訪問することはありません。
　また、インターネットでの回答がなかった世帯
には、紙の調査票で回答していただきます。９
月下旬に調査員が皆さんのお宅へ調査票の配布
に伺いますので、ご記入をお願いします。記入
した調査票は、封筒に入れ調査員に渡していた

だくか、総務省宛
返信用封筒にて提
出をお願いします。
　調査員には、守
秘義務があり、調
査内容は保護され
ます。

※ 平成27年国勢調
査は、少子高齢
化社会にある日
本の未来を描く
ために、なくて
はならないデー
タを得るもので
す。調査へのご
理解・ご協力をよろしくお願いします。

インターネットで回答される方へ
　インターネットで回答される場合は、次のよ
うな点に十分注意してください。
≪インターネット使用上の注意点≫
● 国勢調査のなりすましサイトやフィッシング
サイトなど不正サイトへのアクセスのおそれ

● 国勢調査をよそおう電子メールを開いて入力
してしまうおそれ

※ 国では、回答データの保護、通信の安全確保、
システム基盤のセキュリティ確保や不正サイ
トの24時間監視などさまざまな対策を実施す
るとしていますが、インターネットにアクセ
スするという点において、危険性を完全には
拭えないと考えられます。十分に注意してイ
ンターネット回答を行ってください。

問い合わせ…企画調整課 ☎587－6039、FAX586－2200

野洲市総合教育会議

暮らしの情報
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　市では、５月～６月の２か月間、市役所本庁舎等で、職員の応対アンケートを実施しました。
　その結果、53人にご協力いただき、皆さんの貴重なご意見を伺うことができました。

　アンケートの結果からは、前回（平成20年度）に実施した内容と比べ、職員の対
応に満足しているという意見を多くいただいた一方で、接遇意識について改善すべ
き課題も見受けられました。
　市ではいただいたご意見を各所属に周知して、所属ごとに接遇に関して話し合う
機会を改めて設け、引き続き職員の接遇の向上に取り組んでまいります。

問い合わせ…人事課 ☎587－6088、FAX587－4033

アンケートの主な内容は次のとおりです。
○あいさつ（あいさつをしっかりしましたか）
　した……………………86.79%
　わからない…………… 7.55%
　しなかった…………… 1.89%
　未回答………………… 3.77%

○ 声かけ（職員から声かけをしたか・ご用件をお伺
いしましたか）

　かけられた……………84.91%
　かけられなかった……11.32%
　未回答………………… 3.77%

○説明（ていねいでわかりやすかったか）
　わかりやすかった……81.13%
　普通…………………… 9.43%
　わかりにくかった…… 5.66%
　未回答………………… 3.77%

○処理（迅速な処理かどうか）
　迅速に処理した………84.91%
　普通…………………… 7.55%
　遅かった……………… 3.77%
　未回答………………… 3.77%

「参画やす 男女共同参画
フォーラム」のお知らせ

2016年版県民手帳
予約受付中！

日　時…９月19日㈯　午後１時30分～３時
会　場…コミセンみかみ（野洲市三上828）
対　象…どなたでも
講演会…テーマ「社会が変わる、お墓も変わる」
　　　　～多様化する家族と私の選択～
講　師…槇村　久子さん
　　　　（ 一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 理事長・京都女子大学　宗教文化研
究所　客員教授）

参加費…無料
※ 託児希望者は９月11日㈮までに人権施策推進課へご
連絡ください。

「男女共同参画プランやす協働委員会（通称：参
画やす）」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、推進していく団体です。

問い合わせ…参画やす事務局（人権施策推進課）
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

　使いやすい日記欄、最新の滋賀県のようすがわかる
統計資料、知っていると便利な生活情報などの内容が、
一冊にまとめられています。
内容… １.日記編／カレンダー、年齢早見表、月間予

定表、日記、過去５年間の天気、滋賀県なんで
も一番、時候のあいさつ

　　　 ２.資料編／①統計資料（都道府県別主要統計、
県内市町別主要統計、男女別・年齢別人口）②
市町編（19市町別紹介）③名簿編（中央・地方
官公庁所在地、大学・学校所在地）④観光・文
化・施設編（教育・文化・スポーツ施設一覧、
県内宿泊・保養施設一覧）⑤生活編（休日・夜
間診療所、暮らしの相談窓口、県内郵便番号表、
印紙税額表）⑥その他（地下鉄路線図）

装丁…サイズ139mm×82mm
料金…１冊600円
申込期限…９月16日㈬まで
申し込み・問い合わせ…企画調整課 ☎587－6039
※引渡しは11月上旬（予定）頃となります。

職員の応対アンケートにご協力ありがとうございました

今後も職員の接遇の向上に取り組みます
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「人権尊重をめざす作品」を募集します！

○保育所　期間　10月１日㈭～７日㈬　※10月４日㈰は除く
　　　　　時間　午前９時～午後５時
　　　　　場所　市役所　本館１階　会議室
○幼稚園　期間　10月１日㈭～７日㈬　※土曜・日曜日は除く
　　　　　時間　午後２時～５時
　　　　　場所　●通園区域内の園を希望の人は、各希望幼稚園で受け付けます。
　　　　　　　　　（中主・野洲・篠原・三上・祇王・北野・さくらばさま）
　　　　　　　　● 通園区域外の園・ゆきはた幼稚園（こども園）を希望の人は、

市役所　本館１階　会議室で受け付けます。（午前９時～午後５時）
　　　　　※通園区域外の幼稚園を希望の人は、子ども課にご相談ください。
　　　　　※預かり保育も同時に受け付けます。ただし、こども園の預かり保育はありません。
◎お知らせ　●「（仮称）野洲第１こども園」の名称は、「ゆきはたこども園」に決定しました。
　　　　　　●募集内容の詳細については、決定次第、野洲市ホームページに掲載します。（９月中を予定）
問い合わせ…こども課 ☎587－6052、FAX586－2176

○入所案内説明会（新規入所希望者対象）
　　　　　日時：10月18日㈰　午前10時～
　　　　　場所：コミセンひょうず
※募集期間等詳細については「広報やす10月号」に掲載します
問い合わせ…こども課 ☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　　社会福祉協議会 ☎589－4683、FAX589－5783

　私たちのまわりには同和問題をはじめ、障がい者、
外国人に対する差別など、さまざまな人権問題が存在
しています。人権について一人ひとりが自ら考え、人
権の大切さに気づいていただく機会とするために、広
く人権作品を募集します。
応募資格…小学生以上で、市内在住・在学・在勤者
募集部門… 小学生の部、中学生の部、高校生の部、一

般の部に区分
◆標語
◆詩（400字程度、A4サイズ）
◆ 作文（1,200字以内、市販の原稿用紙またはA4サ
イズの用紙）

◆ポスター（四ツ切り画用紙に限る）
審査方法… 野洲市人権啓発推進協議会会長が依頼する

審査委員が審査します。
そ の 他… 応募作品は各部門１点、自作の未発表作品

に限ります。応募作品は返却しません。作
品の著作権は野洲市および野洲市人権啓発
推進協議会に帰属し、人権啓発を目的に公
開・活用します。

応募・問い 合わせ…10月30日㈮までに応募作品に住
所、氏名、年齢を記入の上、持参または郵
送してください。標語・詩部門は、電子メー
ルでの応募も受け付けます。ただし、野洲
市立小・中学校の児童生徒、県立野洲高等
学校および野洲養護学校の生徒の作品は、
それぞれの学校に提出してください。応募
用紙は野洲市ホームページからダウンロー
ド、または、市内の各コミュニティセンター
および野洲図書館にも設置してあります。

　　　　　 野洲市人権啓発推進協議会事務局（人権教
育課内）（〒520－2331野洲市小篠原1780）
☎587－6059、FAX518－1860、メールアド
レスjinkenkyouiku@city.yasu.lg.jp

平成28年度 保育所・幼稚園 入所（園）児募集について

平成28年度 こどもの家（学童保育所） 入所児募集について

暮らしの情報
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地域密着型サービス事業者
を公募します

「野洲市児童相談支援事業所」
を設置しました

　第６期（平成27～29年度）介護保険事業計画に基づ
き、次の地域密着型サービスの開設事業者を公募しま
す。
募集施設…①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　　　　　②認知症対応型通所介護
募集事業施設…①１施設
　　　　　　　②１施設・定員12人以下
事業整備年度…平成27年度
公募期間… ９月28日㈪～10月15日㈭ 午後５時まで
　　　　　（郵送不可）
事業者の選定… ヒアリング、プレゼンテーションを実

施し事業者を選定
　募集要項等詳しくは、市のホームページに掲載して
いますので、ご覧ください。
申し込み・問い合わせ… 高齢福祉課 
　　　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

　発達支援センターが、平成27年８月１日付けで、野
洲市から障害者総合支援法に規定する指定特定相談支
援事業所および児童福祉法に規定にする指定障害児相
談支援事業所の指定を受け、「野洲市児童相談支援事
業所」を設置しました。
　この事業所では、障がい（疑いを含む）のある乳幼
児とその保護者が、適切な時期に必要なサービス（児
童発達支援事業等の障がい福祉サービス等）を利用で
きるよう、相談支援専門員がサービス等利用計画（障
害児支援利用計画）を作成し、関係機関と連携を図り
ながら継続的に相談支援を行います。
　詳しくは、発達支援センターにお問い合わせくださ
い。（☎587－0033、FAX587－2004）

新しい形のジャズフェスティバルです。当日は工場直送、出来たての生ビールを販売。
飲食エリアでは28店舗が出店。わかさぎの天ぷらやたこ焼きにからあげ、石釜ピザにオーガニックソー
セージ等、ビールとの相性抜群です！
キッズエリアでは小さなお子さんから楽しめる店舗やイベントが盛り沢山。
ジャズは31組の出演者による演奏が３つのステージで行われ、ゲストにガイヤクワトロや西村有香里
など豪華アーティストも駆けつけます。

　問い合わせ…オクトーバーフェスト＆ジャズフェスin野洲2015実行委員会
　　　　　　　　　（事務局：野洲市商工会内）☎589－4880、FAX589－5380

オクトーバーフェスト＆ジャズフェスin野洲2015
～秋の収穫祭～　を開催します!!

日時…９月26日㈯　11：00～20：00
　　　　　27日㈰　11：00～19：00

場所…JR野洲駅南口前　特設会場
　　　入場無料（飲食は有料です）

　前売券絶賛販売中！！
　　販売期間…９月25日㈮まで
　　販売場所…ＪＡおうみ冨士　野洲支店（小篠原2142番地３）
　　　　　 　　野洲市商工会（西河原2400番地）
　　販売特典…金券は１枚1,000円（200円券×５枚）単位で購入できますが、
　　　　　　　10,000円分ご購入いただきますと11,000円分の金券と交換します。
　　　　　　　1,000円分お得になります。ご家族、お友だちでの購入が断然お得です。
　　　　　　　　　※当日販売は、金券チケットのみとし、本部席で販売します。
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