
　市では、平成27年度より野洲市子ども・子育て支援
事業計画に基づき、子育て支援に関する取り組みを進
めています。
　この取り組みに対する評価など、広く子育てに関す
るご意見をお聞きするため、「野洲市子育て支援会議」
の委員を募集します。

任　　期…平成29年10月１日（予定）～２年間
募集人数…１人以内
応募資格…満18歳以上の市内在住者
　　　　　※国・地方公共団体職員は応募できません。
応募・問い�合わせ…９月19日㈫までに住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、性別、電話番号を記入の
上、「子どもの生きる力を育む環境づくり

に関する意見や考え方」（800字以内／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こども課（〒520
－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－
6052、FAX586－2176、Ｅメールkodomo@
city.yasu.lg.jp

※�委員の選考は、レポート等を総合的に審査し、選考
します。
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
※�会議への出席には報酬をお支払いする
予定です。

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◆◇野洲市の子育て支援◇◆
　子育て支援では、待機児童問題や保育園のこと
が、まず思い浮かびますが、それにとどまりません。
市では、出生、いや、それ以前の母親となる人の
健康対策から始まり、中学校を卒業するまで強い
かかわりを持っています。
　また、市役所機能だけでなく、保育園、幼稚園、
小・中学校はもちろん、民生・児童委員、医師会、
歯科医師会、自治会、少年補導員、青少年育成市
民会議など、多種多様な組織・団体の協力によっ
て成り立っています。
　特徴的なサービスについてご紹介します。
　●独自制度のこども園を運営
　幼稚園と保育園を一元化したこども園整備を
園舎の耐震化対策にあわせ進めています。これに
より、利便性を高め、質の向上と効率化を図って
います。平成31年開園をめざして（仮称）三上こ
ども園の実施設計を行っています。民間保育園に
も市独自の運営補助を実施しています。
　●学童保育は、小学６年生まで待機ゼロ
　平成22～23年の間に、15カ所を新規整備しまし
た。合計24施設で小学６年生までの児童が利用
し、待機児童はいません。運営は社会福祉協議会
に委託しています。全国的に見ても質の高いサー
ビスです。
　●市の保育士バンクで実績
　民間も含め市内保育園等の保育士等確保のた
めに昨年７月から市独自で立ち上げました。年間
で57人の実績があります。

　●手厚い発達支援
　発達支援センターでは年間
1,600人以上にきめ細かく対応し
ています。学校では、市独自で多くの支援スタッ
フを配置し、子どもの成長を支えています。
　●寄り添い型の児童虐待対策
　専門職員を配置し、年間約420件の相談があり、
相談内容に応じたきめ細かな対応を行っていま
す。
　●中学校まで市直営の給食
　お米は全て野洲産、その他もできるだけ地産地
消で提供しています。
　●総合的な生活支援
　生活困窮自立支援とともに、SSW（スクール・
ソーシャル・ワーカー）を市独自で５人配置し、
児童、家庭、学校をつないでいます。生活困窮家
庭の学習支援も実施しています。
　●病児保育
　今年６月から市の補助事業として市内小児科
医院で開始しました。
　●医療費無料化（福祉医療）
　小学校入学までの入・通院と中学校卒業まで
の入院を無料化しています。対象学年を拡大する
課題がありますが、まずは、上記子ども施策の充
実と市民病院整備を優先します。
　●市民病院整備は３カ月遅れます
　８月市議会定例会に改めて予算案を提案しま
した。可決されても完成が遅れるため、条例改正
案も提案中です。

野洲市長　山仲 善彰

野洲市子育て支援会議委員を公募します
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　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、委員の任期は平成32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

新しい農業委員が就任されました

氏　名 意　見　区　域

清水　　稔 　中北・上町

阿守　弘子 　縄手・小篠原東部・小篠原西部・
　駅前

辻川清太郎 　六条

平中　繁一 　比江・小比江

前田美幸枝 　井口

澤　　康彦 　桜生・野洲・四ツ家・行畑

田中榮太郎 　江部・下町

奥山　善昭 　小南

武浪　勘治 　高木

中村　和男 　比留田

鬼頭　善治 　菖蒲・喜合

井狩　憲一 　入町・長島

天野　道雄 　南櫻・北櫻

氏　名 意　見　区　域

白井九二夫 　虫生

江波　光雄 　吉地・西河原・乙窪・北比江

安田　健一 　大篠原・小堤

北中　良夫 　市三宅・久野部・竹生・五之里

梅影　英治 　北・上屋

辻　　清子 　吉川

野洲　定信 　安治・五条

市木　和雄 　前田・小中小路・大中小路・
　東林寺・山出・妙光寺

迎　　浩司 　堤・下堤・須原

北脇　広美 　八夫

苗村　節子 　木部

小森　茂明 　野田

白井　淺雄 　冨波甲・冨波乙・辻町

　野洲市選挙管理委員会では、10月22日執行予定
の野洲市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会
を行います。
　立候補手続きや方法などを説明しますので、立
候補を予定している人や関係者はご出席くださ
い。

日　時…９月９日㈯　午前９時～
場　所…中主防災コミュニティセンター
　　　　２階防災研修室（北部合同庁舎西隣）
※�説明会場や駐車スペースに限りがありますの
で、候補者１人につき出席者は３人までとし、
お車で来場される場合は、なるべく乗り合わせ
でお願いします。
問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局
　　　　　　（総務課内）☎587－6038、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　��FAX587－4033

野洲市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会

（議席番号順・敬称略）

　平成29年６月の滋賀県議会定例会の一般質問におい
て、生田議員が知事に対する質問のなかで、野洲市民
病院計画について、否定的な見解も含め意見を述べら
れました。
　生田議員の考え方などを市民の皆さんとともに直接
お聞きし、病院計画を検証するための会を、次のとお
り開催します。
　公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。�

日　時…９月５日㈫　午後１時～３時
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容…①野洲市民病院整備計画について
　　　　②意見交換
問い合わせ…市民病院整備課
　　　　　　　　　　　☎587－6141、FAX586－2200

野洲市民病院整備計画の意見交換会

　～ 生田県議会議員を交えて

　　　　　　公開で意見を交換します ～

暮らしの情報
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　水銀の排出を削減し、地球規模の水銀汚染の防止をめざす「水銀に関する水俣条約」が平成29年８月16日に発
効されました。
　市では、水銀汚染の防止をさらに推進するため、従来のイベント回収に加え、ご家庭から出る水銀を含む製品
の拠点回収を市役所他の施設で平成29年９月１日から新たに実施します。市民の皆さんには、改めて分別排出の
ご協力をお願いします。
＜水銀を含むごみの排出方法＞

項　目 排出方法 備　考

水銀体温計 ①�拠点回収（市役所環境課、野洲クリーン
センター、市民サービスセンター、市民
活動支援センターへ持参）
②イベント回収

燃えないごみ・燃えるごみには絶対に入
れないでください。

水銀血圧計

蛍　光　管
①�拠点回収（市役所環境課、野洲クリーン
センターへ持参）
②イベント回収

割れたものは燃えないごみで出してくだ
さい。

乾　電　池 電池の収集日に出してください。
電気製品を処分するときは、中の電池を必
ず取り出してください。ボタン電池

電池販売店の回収ボックスに出してくだ
さい。

※①拠点回収施設の利用時間は、各施設の開庁時間内となります。
※②イベント回収は、年２回（春・秋）を予定しており、「広報やす」等でお知らせします。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

「水銀を含むごみ」に係る分別回収強化のお知らせ

　システム保守のため、コンビニエンスストアに
おける証明書交付を停止します。
　ご不便ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力
をお願いします。

停止日時…９月21日㈭　午後５時30分～終日
　　　　　※�翌22日㈮　午前６時30分からは発行

できます。
停止する証�明書…住民票の写し、印鑑登録証明書、

　　　戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、
　　　所得証明書等税の証明書

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
　　　　　　税務課☎587－6040、FAX587－2439

コンビニ交付における
証明書発行停止の

お知らせ

野洲市子育て支援会議を
開催します

　野洲市子育て支援会議は一般公開をしています。市
民はもとより、全ての人が直接見たり聞いたりできる
ように傍聴席を設けていますのでお気軽に傍聴にお越
しください。

日　時…９月25日㈪　午前10時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
議　題…�野洲市子ども・子育て支援事業計画の中間見

直しについて
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

2017.9 広報やす　　4



　今年の血液検査などはお済みですか？
　特定健診では、医師による診察と血液や尿な
どの検査を行います。高血圧や糖尿病などの生
活習慣病は、初期は無症状ですが、健診を受け
ることで病気や予兆を早期発見できます。

対　象…�40歳～74歳で健診日に国民健康保険に
加入している人（年度途中に加入した
人も対象です。）

受診料…無料
※�受診には、受診券が必要です。すでに受診券
は送付していますが、紛失した人は再発行し
ますのでお問い合わせください。
問い合わせ…保険年金課
　　　　　　☎587－6081、FAX586－2177

　近年、人口の減少や高齢化の進展、居住形態の多様
化などにより、適正な管理が行われていない空家等が
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、大きな問
題となっています。
　国では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」
が施行され、空家等という個人の財産の管理に対する
市の権限が強化されました。
　これを受けて、市は「特定空家等判定基準」を定め、
公平・透明性をもって危険な空き家（特定空家）であ
るかを判定し、結果に基づき所有者に助言や指導、勧
告等の措置を行います。

問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

「特定空家等判定基準」を
定めました

国民健康保険 ・ 後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 交通事故などで保険診療を受けた場合は30日以内に届出を ～

　交通事故など第三者（加害者）の行為によって受け
たケガや病気などの医療費は、本来、加害者（相手方）
が負担することが原則ですが、届出により国民健康保
険や後期高齢者医療で保険診療を受けることができま
す。
　この場合、保険者（市や滋賀県後期高齢者医療広域
連合）が一時的に治療費を立て替え、後日、加害者に
請求しますので、警察だけでなく、市保険年金課の窓
口へ速やかに届出をしてください。また、医療機関を
受診する際には、必ず、第三者行為によるものである
ことを伝えてください。

【届出に必要なもの】
　�①第三者行為による傷病届　②事故発生状況報告書
③念書　④事故証明書（自動車安全運転センター発
行のもの）※交通事故の場合　⑤被保険者証　⑥印
鑑
【このような場合も第三者行為となります】
　◆自動車事故以外の自転車同士の事故
　◆暴力行為によるケガ
　◆他人の飼い犬にかまれた
　◆他人から提供された食事で食中毒にあったなど

【注意点】
　◦�加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませ
たりすると、保険診療による治療を受けられなく
なる場合があります。また、加害者から返還して
もらう分について、当事者双方で請求しない旨の
示談を行えば、保険者が加害者に直接請求できな
くなり、被害者自身が思いがけない負担を負うお
それがありますので示談をする前にお早めにご相
談ください。

　◦次の場合は保険診療での治療は受けられません。
　　◆�勤務中や通勤途中での事故（労災保険の対象と

なります。）
　　◆不法行為（飲酒運転など）による事故

問い合わせ…
　　▽国民健康保険に関すること
　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
　　▽後期高齢者医療制度に関すること
　　　�　市保険年金課または滋賀県後期高齢者医療広

　域連合☎522－3013

国民健康保険に

加入している皆さんへ

特定健診を受けましょう!

10月末まで!!

暮らしの情報
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　　　　　平成30年度 保育所（園）・こども園・幼稚園 入園（所）一斉申し込み

◇◆◇保育所（園）児◇◆◇

◇◆◇幼稚園児◇◆◇

対　　象…保護者のいずれもが次の事情のため、保育が必要な生後３カ月注～義務教育就学前の幼児
　　　　　①家庭外・家庭内労働（月15日以上かつ１日４時間以上の就労）　②出産前後　③保護者の疾病
　　　　　④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。
（注）�園によって、生後４カ月・６カ月からの入所申し込みとなりますので、詳しくは、こども課へお問い合わ

せください。
受付期間…９月27日㈬～29日㈮、10月１日㈰～３日㈫　午前９時～午後５時
　　　　　※10月１日㈰は午前９時～午後４時
受付場所…市役所本館１階第１会議室
申し込み書類…９月１日㈮より各保育所（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、支給認定期間であれば申し込み不要です。
　◎転園を希望する場合は、新たに申し込みが必要です。
　◎平成29年度入所保留となり平成30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。
　◎�野洲市以外の保育所（園）への入所申し込み（広域入所）や平成30年度５月以降の入所申し込みについても、
この期間内に申し込みください。

　◎詳細は、決定次第、市ホームページに掲載します。（９月上旬予定）
■各保育所（園）の募集園児数（平成30年４月１日新規入所分）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ゆきはたこども園（保育園） ９人 12人 ６人 若干名
さくらばさまこども園（保育園） ６人 10人 ４人 若干名
篠原こども園（保育園） ６人 10人 ３人 若干名
野洲第三保育園 ３人 ７人 ２人 若干名
三上保育園 ３人 ３人 １人 若干名
私立祗王明照保育園 ７人 13人 若干名
私立あやめ保育所本園・
あやめ保育所よしじ分園 15人 10人 若干名

私立あやめ保育所こしのはら分園 ３人 ４人 １人
私立きたの保育園 12人 若干名
私立しみんふくし保育の家竹が丘 15人 ５人 若干名
私立野洲優愛保育園モンチ ９人 ４人 若干名

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

対　　象…▽３歳児（平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ）
　　　　　▽４歳児（平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ）
　　　　　▽５歳児（平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ）
　　　　　※いずれも市内在住者
受付期間…９月27日㈬～29日㈮、10月２日㈪・３日㈫　午後２時30分～５時
受付場所…入園を希望する幼稚園・こども園
申し込み書類…９月１日㈮より各幼稚園・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置します。
　◎�通園区域外（居住する学区）への入園を希望する場合は、こども課へご相談ください。この場合、入園申し

込み受付は、市役所本館１階第１会議室で行います。（受付期間は保育園と同じ）
　◎恒常預かり保育も同時に受け付けます。（こども園の恒常預かり保育はありません）
■各幼稚園の募集園児数　　※人数が変更になる場合があります。

３歳児 ４歳児 ５歳児 備　考
さくらばさま幼稚園（こども園） 16人 ９人 ４人 募集人数を上回る場合は、抽

選により入園決定します。ゆきはた幼稚園（こども園） 10人 なし １人
篠原（こども園）・野洲・北野・
祇王・三上・中主各幼稚園 申し込みいただいた園に入園していただきます。

　◎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の有無と日程については、後日お知らせします。

【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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　社会の中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。

募集部門…小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部
　　　　　▽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）
応募資格…小学生以上の市内在住・在勤・在学者
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。応募作品は基本的には返却しません。

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。

※�標語・詩部門は、Ｅメールでの応募も受け付けます。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児童生徒の作品は、それぞれの学校に提出してください。
※�応募用紙は市ホームページからダウンロード可、各コミュニティセンターおよび野洲図書館に設置
しています。
応募・問い�合わせ…10月31日㈫までに応募作品に住所、氏名、年齢を記入の上、郵送または持参のい

ずれかで野洲市人権啓発推進協議会事務局（〒520－2331野洲市小篠原1780番地�人権施策推
進課内）☎587－6041、FAX518－1860、Ｅメールjinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

　保育士等の資格を活かしたお仕事をご検討の人で、お子さんが保育所や幼稚園、学童保育所をご利用（予定）
の場合、保育料の一部を補助する市独自の制度があります。
　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。また、市ホームページにも掲載していますのでご
確認ください。
【制度の概要】

必要な資格 保育士の資格または幼稚園、小学校、中学校、高等学校および中等教育学校の教諭と
なる資格

就労要件 あらたに市内保育所、幼稚園、こどもの家（学童保育所）で週30時間以上かつ３カ月
以上の勤務など

補助内容 養育されている児童にかかる保育料の1／4を補助（月額13,500円、２年間を限度）
問い合わせ…こども課（三方よし人材バンク）☎587－6052、FAX586－2176、Eメールkodomo@city.yasu.lg.jp

「人権尊重をめざす作品」を募集します！

保育士等の保育料補助制度を実施しています

日　時…10月14日㈯　午前10時～
場　所…コミュニティセンターなかさと
対　象…新規入所希望者
　　　　　◆◇入所一斉申し込み◇◆
　次の日程により一斉申し込みを行う予定です。詳細は「広報や
す」10月号に掲載します。
日　程…▽第１回受付　11月８日㈬～11日㈯
　　　　▽第２回受付　12月14日㈭～16日㈯

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

平成30年度
こどもの家
（学童保育所）
入所案内説明会

暮らしの情報
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文学の散歩道　あなたの一句をお待ちしています募集!!

　市民の皆さんに日ごろの創作活動の発表、芸術鑑賞の機
会を持っていただき、芸術への関心を高めていただけるよ
う、美術展覧会を開催します。

日　時…９月10日㈰～16日㈯
　　　　午前10時～午後４時
　　　　（11日㈪は除く）
場　所…野洲文化小劇場
部　門…絵画、彫刻、工芸、
　　　　書、写真
入場料…無料
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

日　時…９月23日㈷　午前10時～11時30分
　　　　（受付／午前９時30分～）
場　所…銅鐸博物館（歴史民俗博物館）
　　　　研修室
内　容…�講演「元気に歳をとろう！今日

からできる介護予防」／山下満
代さん（野洲病院看護師）、大橋
卓弥さん（同病院理学療法士）

参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

第２回 生涯楽習
セミナー開催

　あなたの日常の出来事や感想を短歌、俳句、川柳、冠句、情歌、詩（ポエム）に詠んで、あなたの一句を「文
学の散歩道」に応募してみませんか。

募集部門…短歌、俳句、川柳（配題あり）、冠句（配題あり）、情歌（配題あり）、
　　　　　詩（ポエム）
応募資格…市内在住・在勤・在学者
応募条件…１人各部門３作品以内（複数部門応募可）、詩は１作品20行以内
そ�の�他…◇所定の用紙または任意様式にて応募してください。
　　　　　◇複数部門を出品される場合は、部門ごとに応募用紙を作成してください。
　　　　　◇出品料は無料です。経験・未経験は問いません。
　　　　　◇�入選された人は次回の投稿者交流会（審査会）の際、選者となる権利を有します。毎月中頃、前月

入選者を中心とした投稿者交流会を実施し、入選作品を決定します。
　　　　　◇�野洲文化ホール前に各部門上位３作品を月末頃から約１カ月間掲示します。応募用紙にペンネーム

や雅号を書かれている人は、本名を公表しません。
応募方法…�毎月10日午後４時までに応募作品に氏名、住所、電話番号と市内在勤・在学者は学校名、勤務先を楷書

で記入の上、野洲文化ホール玄関付近に設置の応募箱へ投函していただくか、郵送または持参のいずれ
かで生涯学習スポーツ課へ応募してください。※土曜・日曜日、祝日の場合は、次の最初の開庁日

　　　　　<配　題>
川柳

句の中のどこかにその月の
配題を組み込んでください

冠句
句の最初にその月の配題を
入れてください

情歌
歌の中のどこかにその月の
配題を組み込んでください

９月 旅 風車 会社
10月 路 季の匂い 昨日
11月 日和 苦労性 クリーン
12月 ひとつ 蹴躓く 稽古
１月 初 今年こそ 小声
２月 福 里の風 淋し
３月 年金 趣味多彩 証拠

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

第14回
野洲市美術展覧会を開催します

（第47回滋賀県芸術文化祭参加）

投稿者交流会（審査会）
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