
市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◇◆◇高まる消防団の役割◇◆◇

　消防団の役目は、その名のとおり消火活動です
が、それだけではありません。火事を未然に防ぐ
ための防火と広報や指導、また、近年の異常気象
による洪水や浸水時の水防活動、さらには、火事
や災害時の救助活動など多岐にわたっており、備
えの訓練も重要です。年末夜警と出初式も恒例の
活動です。
　木造家屋で竈

かまど

を使っての炊事という生活様式が
変わったことと防火対策が進み、火事の件数は減
りました。しかし、地震、水害、土砂災害の危険
度は増し、高齢化による地域力の低下と相まって
消防団の重要性は高まっています。
　野洲市消防団は、平成１６年の新市発足時に旧町
の２つの団が合併し出来ました。平成２７年度に北
野分団と機能別団員制度の導入などにより、現在、
８分団の177人（うち女性団員18人）が、本来の仕
事などを持ちながら、団員として市民の安全のた
めに活躍していただいています。

◇◆◇台風21号被害◇◆◇
～ビニールハウスの倒壊など～

　今年も強い台風がいくつも襲来し、大きな被害
をもたらしました。10月22日からの台風21号では、
強い雨風により市内でも大きな被害が発生しまし

た。最も大きな被害は、農業用
のビニールハウス約350棟の倒壊
などです。隣の守山市でも同様
の被害があり、国の「激甚災害」指定も活用した
復旧が課題です。
　また、雨による増水で、琵琶湖の水位が１日で
約60cm、最終的には80cm上昇し、瀬田川洗堰が全
閉され、市内の新川などが影響を受けました。台
風が治まり、大被害にはなりませんでしたが、流
すべき時に逆に堰を閉じて止めるという、琵琶湖
の上下流の相反する治水対策とダム問題が改めて
確認されました。

◇◆◇市民病院事業実施計画を策定しました◇◆◇

　基本計画や基本設計をもとに、市民病院の運営
のあり方を具体的に定める計画を策定しました。
　この計画を前提に現在、市議会に病院関連予算
を提案しています。計画では、経営形態として従
来から選択肢としていた、独立行政法人化を野洲
駅前での開院当初から採用する方針としています。
利点として、①意思決定の迅速化②調達業務の効
率化③職員給与が公務員型と異なり経営状況を適
正に反映できることなどが挙げられます。

野洲市長　山仲 善彰

　11月３日、「市政功労者表彰式」を行い、各方面で市の発展・振興に貢献した人に表彰状を贈りました。
受賞者は次の皆さんです。（敬称略・カッコ内は経歴等）

自治功労
田中美佐江（消防団員）、辻　市太郎（消防団員）、西田　　剛（消防団員）、梅本　和子（消防団員）、
川端　政彦（消防団員）、松並　泰彦（消防団員）、辻　　直樹（消防団員）、森井　啓文（消防団員）
社会功労
川　照美（民生委員児童委員）、森　信靖（民生委員児童委員）、北川　賀信（民生委員児童委員）、
上野仁左衞門（行政相談委員）、島本　初江（健康推進員）、辻川　良正（活動記録および啓発活動に尽力）、
細谷　　繁（通学路の見守り活動に尽力）、田渕　勝美（中継協力者として聴覚障がい者への支援に尽力）、
諸頭　智彦（学校および保育園歯科医）
産業功労

田中　弘一（農業委員会委員）、梅影　英治（農業委員会委員）、
原田千恵美（中小企業金融審査委員会委員）
教育文化功労
早川　久登（図書館協議会委員）

問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

ますますのご活躍を！
平成29年度 市政功労者に21人
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新野洲市議会議員紹介
　野洲市議会議員一般選挙は、10月15日㈰告示、22日㈰に投・開票が行われ、18人の市議会議員が決まりました。
　任期は、平成29年11月１日～平成33年10月31日です。
　また、議長、副議長、監査委員、各常任委員会の構成等が、11月９日㈭の市議会臨時会で決まりました。
　※条例改正により平成29年11月１日より議員定数が20人から18人に改正されました。

　問い合わせ…議会事務局☎587－6034、FAX586－4300

荒
あらかわ

川　泰
やすひろ

宏
①自民創政会
②環境経済建設
　（委員長）

坂
さかぐち

口　重
しげよし

良
①新誠会
②環境経済建設

東
とうごう

郷　克
か つ み

己
①新誠会
②文教福祉

稲
いながき

垣　誠
せいすけ

亮
①保守協商
②文教福祉

鈴
す ず き

木　市
いちろう

朗
①みらい野洲
②環境経済建設

東
とうごう

郷　正
まさあき

明
①日本共産党野洲
　市議会議員団
②文教福祉（副委員長）

山
やまざき

﨑　敦
あ つ し

志
①新誠会
②総務

立
たちいり

入 三
み ち お

千男
①自民創政会
②総務

野
の な み

並　享
きょうこ

子
①日本共産党野洲
　市議会議員団
②総務（委員長）

北
きたむら

村 五
い す ず

十鈴
①自民創政会
②文教福祉
　（委員長）

田
た な か

中　陽
ようすけ

介
①保守協商
②総務
　（副委員長）

橋
はし

　俊
としあき

明
①新誠会
②総務

工
く ど う

藤　義
よしあき

明
①日本共産党野洲
　市議会議員団
②環境経済建設（副委員長）

津
つ む ら

村　俊
しゅんじ

二
①公明党
②文教福祉

長
は せ が わ

谷川 崇
た か お

朗
①無所属
②文教福祉

※議長・副議長・監査委員以外は五十音
順（敬称略）
※表示…氏名①所属会派②常任委員会

矢
や の

野　隆
たかゆき

行
①公明党
②環境経済建設

議長

山
やまもと

本　剛
つよし

①みらい野洲
②総務

監査委員

岩
い わ い

井 智
ち え こ

惠子
①新誠会
②環境経済建設

副議長

暮らしの情報
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　障がいなどの理由で図書館への来館が困難な人を対象に、郵送による資料
の貸し出しを行います。送料は無料です。

対　　象…市内在住者で次の①または②に該当する人
　　　　　①身体障害者手帳（１級・２級）、療育手帳（A１・A２）、精神

障害者保健福祉手帳（１級・２級）、介護保険被保険者証（要
介護４・５）をお持ちの人

　　　　　②①以外の人で、図書館への来館に同等の困難があると館長が認める人
利用方法…図書館カウンターまたは電話にて受け付けします。（代理申請可）
　　　　　◦「野洲図書館郵送貸出し利用登録申込書」に必要事項を記入していただきます。
必要なもの…障害者手帳・療育手帳など利用要件を確認できるもの

※具体的な利用方法は、受け付け時にご案内します。

問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

図書館資料の郵送貸し出しを始めます！

　市では、障害者総合支援法に基づく「第５期野洲市障が
い福祉計画」および児童福祉法に基づく「第１期野洲市障
がい児福祉計画」を策定します。この計画（案）は、障が
いのある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ
さわしい日常生活や社会生活を営むことができるよう、障
がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業および障
がい児福祉サービスの提供体制の確保策等について定める
ものです。この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの
意見を募集します。

閲覧期間…12月26日㈫～平成30年１月25日㈭
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�障がい者自立支援課、市役所本館情報公開コー

ナー、市民サービスセンター、市民活動支援セ
ンター、各学区コミセン、人権センター、市民
交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可能
意見の提出�・問い合わせ…閲覧期間内に、住所、氏名、電

話番号、意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファ
クス、Ｅメールまたは持参のいずれかで障がい
者自立支援課（520－2395野洲市小篠原2100番地
１）☎587－6087、FAX586－2177、Ｅメールjiritu
＠city.yasu.lg.jp

※提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていただき
ますが、個別回答は行いませんのでご了承ください。
　後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載し
　ます。

　市では、市民と行政の協働に基づき、健康づ
くり推進に対する取り組み内容・方針を明らか
にした「野洲市ほほえみやす21健康プラン」の
第２次計画（案）を策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さん
の意見を募集します。

閲覧期間…12月25日㈪～平成30年１月12日㈮
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�健康推進課、市役所本館情報公開コー

ナー、市民サービスセンター、市民
活動支援センター、各学区コミセン、
人権センター、市民交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可能
意見の提出�・問い合わせ…閲覧期間内に、住所、

氏名、電話番号、意見（様式自由）
を記入の上、郵送、ファクス、Ｅメー
ルまたは持参のいずれかで健康推進
課（520－2315野洲市辻町433番地１）
☎588－1788、FAX586－3668、Ｅメー
ルkenkou＠city.yasu.lg.jp

※提出されたご意見は、計画策定の参考とさせ
ていただきますが、個別回答は行いませんの
でご了承ください。
　後日、市ホームページ等でご意見に対する回
　答を掲載します。

第５期野洲市障がい福祉計画（案）
第１期野洲市障がい児福祉計画（案）

に対する意見募集

野洲市ほほえみやす21
健康プラン（第２次）（案）

に対する意見募集
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　平成30年４月からこどもの家（学童保育所）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。
　詳しくは、こども課、市民サービスセンター等に設置している入所申込書・案内をご覧ください。市ホー
ムページにも掲載しています。

入所申込書�・案内の設置場所…こども課、市民サービスセンター、各こどもの家、社会福祉協議会
受付日時…12月14日㈭～16日㈯　午前９時～午後６時30分
　　　　　※16日は午後５時まで
受付場所…市役所本館１階第１会議室
　　　　　※各こどもの家では受け付けできません。
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）
入所一斉申し込み

　市教育委員会では、市立小・中学校への児童・生徒の就学について通学区域を定め、就学校を指定しています。
　しかし、特別な事情により指定された就学校への就学が困難な場合、就学する指定校を変更できる制度を設け
ています。変更が望ましいと判断した場合、一定の期間就学する指定校を変更することが可能です。
※必ずしも申請をすれば認められるわけではありません。指定校を変更する必要がないと判断される場合など、
許可できない場合もあります。

◆指定校変更
　　市に住民登録している児童・生徒が、指定校以外の市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。
◆区域外就学
　　市に住民登録している児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学する、または市
　外に住民登録されている児童・生徒が、市立小・中学校へ就学することを許可す
　る制度です。

　変更の主な許可事由、手続き、留意事項等、詳細は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。
　なお、新入学時（４月）から就学指定校の変更を希望される場合は、できる限り
２学期終業日の12月22日㈮までにご連絡ください。
※申請には印鑑が必要です。また、事由により添付書類が必要になります。

申請・問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

就学指定校変更および区域外就学のお知らせ

　野洲市議会は、11月９日の臨時会において、議会選出の監査委員の選任、教
育委員会委員の任命に同意しました。

■野洲市監査委員（議会選出）
　山本　剛さんが選任されました。任期は、平成29年11月９日～平成33年10月
31日です。
■野洲市教育委員会委員
　澤田正史さんの任期満了に伴い、新委員に立入利晴さんを任命しました。
　任期は、平成29年11月18日～平成33年11月17日です。

問い合わせ…監査委員事務局☎587－6110、FAX587－4033
　　　　　　教育総務課　　☎587－6014、FAX587－3835

市議会臨時会

で決定！

暮らしの情報
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ひとり親家庭の皆さんへお知らせ

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
　厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講
し、終了した場合に、自己負担した費用の60％相
当額（12,000円を超える額で上限200,000円）を支
給します。
　※事前申請が必要です。
　※雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある人
は差額支給となります。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士など
の資格取得のために養成機関において１年以上の
カリキュラムを修業される母子家庭・父子家庭の
父母に、受講期間の生活資金を支給します。
　支給期間…修業期間の全期間（上限３年）
　支給金額…市民税非課税世帯：100,000円／月
　　　　　　市民税課税世帯　：70,500円／月
　○資金の貸し付け
　　　高等職業訓練促進給付金の受給者を対象と
して下記の資金の貸し付けを行います。

　　入学準備金：50万円以内
　　就職準備金：20万円以内
　　※詳しくはお問い合わせください。

母子・父子自立支援プログラム策定等事業
　就労を希望されている人、自分に向いている仕
事が分からず悩んでいる人、なかなか就職が決ま
らない人等、就労に対して意欲がある人に、それ
ぞれの状況やニーズに応じて就業までのサポート
を行います。お気軽にご相談ください。

母子・父子・寡婦等に資金の貸付制度
　経済的にお困りの母子家庭・父子家庭・寡婦等
に、子どもの修学資金、就学支度資金の貸付制度
があります。この他にも就職支度資金や技能習得
資金などもあります。貸し付けには諸条件があり
ますので、詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当
　離婚等により、ひとり親になった家庭の父母、
または親に代わってその児童を養育している人等
に対して、その児童が18歳到達の年度末まで手当
が支給されます。所得制限等の条件がありますの
で、詳しくはお問い合わせください。

　○公的年金（遺族年金や障害年金等）を受給さ
れている人は、年金等の月額が児童扶養手当
の月額より低い場合にのみ、その差額分が児
童扶養手当から支給されます。

　　※差額の計算方法など、詳しくはお問い合わ
せください。

　○現在受給されている人が婚姻（事実婚を含む）
等をされた場合は、届け出が必要です。

　　また、受給者本人や扶養義務者が年度の途中
　　で所得の修正申告をされた場合もお知らせく
　　ださい。どちらも発覚した場合は、その事実
　　が生じたときに遡っての処理となり、既に支
　　払っている手当額を返還していただく場合が
　　ありますので、お心当たりのある人は可能な
　　限り早期にご相談ください。

　●支払いのお知らせ
　　12月期の支払いは、12月11日㈪を予定してい
　　ます。
　　※８月～11月分の手当が対象です。

問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

　児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある母子家庭・父子家庭の父母を支援します。
いずれも所得制限等の諸条件がありますので事前相談が必要です。
　また、制度内容が変更されることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

◇◆◇ひとり親家庭の自立を支援します◇◆◇
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日　時…12月16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
対　象…市内在住・在勤者、
　　　　先着80人
内　容…�講演「徳川将軍家と永原

御殿」／進藤　武（文化
財保護課長）

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３回
生涯楽習
セミナー

要介護認定等を受けている65歳以上の皆さんへ
「障害者控除対象者認定」のための申請を受け付けています

～ 確定申告に適用できます ～

　所得税や住民税の申告で、身体障害者手帳や療育手
帳などの交付を受けている場合は、申告時に障害者手
帳等を提示することで障害者控除を受けることができ
ます。
　また、これらの手帳の交付を受けていない場合でも、
下記の認定書交付対象に該当する場合は、障害者控除
を受けることができます。この場合、市が交付する障
害者控除対象者認定書が必要です。認定書の交付には、
申請日から１週間程度の期間が必要ですので早めに申
請してください。

認定書交付対象…
　市内在住の要介護認定を受けた65歳以上の人で次
の①～③のいずれかに該当する人
　①知的障害者に準ずる障がいがある人
　②身体障害者に準ずる障がいがある人
　③６カ月以上寝たきりの人
※要介護認定の申請をしていない場合は、別途要介

護認定に準ずる調査等が必要となります。詳しく
は高齢福祉課へお問い合わせください。

申請に必要なもの…
　障害者控除対象者認定申請書（高齢福祉課窓口に
設置）、介護保険被保険者証、印鑑
※申請後、該当者には認定書を郵送します。
※以前に認定書の交付を受けた人で、障がい事由に
変更がない場合は、すでに交付されている認定書
で所得税等の申告ができます。

申請・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

　「いつまでも明るく元気に笑って暮らしたい」「これからも自分ら
しくいきいき過ごしたい」そんなあなたが今、できることを一緒に
考えてみませんか？

日　時…12月15日㈮　午後１時15分～３時50分（受付／午後１時～）
場　所…野洲市総合防災センター２階研修室（野洲市辻町488番地）
対　象…�おおむね60歳以上の市内在住者または関心のある人、先着

150人
内　容…▽講演「人生100年時代到来！私らしく超高齢社会を生きる

ために」／櫃
ひつもとしんいち

本真聿さん（医学博士、四国医療産業研究
所所長、滋賀県医療福祉推進アドバイザー）

　　　　▽活動団体の取り組み事例発表
　　　　　◦近江富士五区ボランティアグループ福祉健康推進委員会
　　　　　◦いきいき百歳体操グループ青葉台元気クラブ

※駐車場が満車の場合は、野洲図書館駐車場をご利用ください。
※手話通訳が必要な人は、12月８日㈮までにご連絡ください。

申し込み・問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

― 第２回高齢者のための健康生きがいづくり研修会 ―

　元気やる気アップで、
のばそう健康寿命　

暮らしの情報

11　　広報やす　2017.12




