
市民病院整備事業のお知らせ

駅前Ｂブロックにおける基本構想・基本計画策定の業務委託を発注しました。
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★駅前Ｂブロック（約3,600㎡）の位置図

　 　病院整備事業については、７月に「野洲市民病院整備基本計画等策定支援業務委託」を公告し、８月12日に

プレゼンテーション審査（※）を行い、委託業者を決定しました。

　 　病院整備の骨格となる基本構想および基本計画を今年度に策定した上で、令和４年度以降に設計および建設

工事を予定しています。

★病院整備事業にかかる今後の予定

問い合わせ…市民病院整備課☎587－8814、FAX586－2200

（令和３年９月現在）

基
本
構
想 

・ 

基
本
計
画

　
　

業
務
委
託
、
策
定

　

設
計
（
基
本
設
計
・

実
施
設
計
）
、

　

建
設
工
事
着
手

　

建
設
工
事
竣
工
、

　
　
　

 　

病
院
開
院

令和３年度 令和４年度～ 令和７年度

評価委員会・市議会　特別委員会の審議

　社会の中には同和問題をはじめ、障がい者や外国人に対する差別など、さまざまな人権問題が存在するとともに、

インターネットによる誹謗中傷・差別の助長拡散が大きな社会問題となっています。

　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、一般の部

　　　　　▽標語　▽詩（400字以内、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

注意事項… ◦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。市内に通う児童生徒の作品は、それぞれの学校に提出して

ください。

※ 応募用紙は、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。市ホームページからダウンロード可

※審査は、野洲市人権啓発推進協議会会長が依頼する審査委員が行います。

応募・問い 合わせ…10月29日㈮までに応募用紙に住所、氏名、電話番号を記入の上、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

「人権尊重をめざす人権作品」を募集します！

※ プレゼンテーション審査とは、事業を円滑に実施するために最も適した契約の相手方となる候補者を決定するため、事業者

からの企画提案書の内容等の説明を受け、厳正かつ公正に審査することです。

⇒ ⇒
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広告事業を実施します

　市の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載する事業を実施します。これにより、新たな財

源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ります。

◆次の２つの手法で実施します

　①広告主の募集 

　　 　市が作成し、発行する印刷物等のほか、市の所有する資産等に民間企業等の広告を掲載し、広告掲載料収

入を得るものです。

　②提供者の募集

　　 　市が使用する物品等について、民間企業等が当該物品に広告を掲載する収入によって作成し、市がその提

供を受けて使用するものです。

　 　上記①②の募集にあたっては、今後、広告媒体ごとに仕様や募集方法等を「募集要項」で定め、公募により

実施します。

　 　市が指定する以外の媒体についても、民間企業等からの広告事業に関する提案を受け付けます。

　　詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ…行財政改革推進室☎587－6039、FAX586－2200

新型コロナウイルスワクチン接種情報

医療機関 電話番号

　うえだこどもクリニック 596－3751

　甲原医院 587－0070

　澤田医院 588－5855

　白井医院 587－0125

問い合わせ…ワクチン接種推進室☎588－5007、FAX586－3668、Ｅメールwakuchin@city.yasu.lg.jp

医療機関 電話番号

　市立野洲病院（※） 587－1332

　ほりで医院 587－1601

　ミカミクリニック 588－2111

　吉川医院 589－3901

　　　※市立野洲病院における個別接種の開始時期については、病院ホームページで改めてお知らせします。

　　　　（９月下旬以降の開始を予定しています。）　　

９月１日㈬～

16日㈭

開場日 　水曜・木曜・土曜・日曜日

受付時間

　水曜日　　　　午後１時30分～３時30分

　木曜・土曜日　午後１時30分～６時30分

　日曜日　　　　午前10時30分～11時30分、午後１時30分～３時30分

９月17日㈮～

30日㈭

開場日 　木曜・土曜・日曜日

受付時間
　木曜日　　　　午後２時～６時30分

　土曜・日曜日　午前10時30分～正午、午後２時～６時30分

　　　※９月から接種場所や接種日時が変更になっていますのでご注意ください。

　　　※ワクチンの供給状況や予約充足状況に応じて予約枠を水曜日（祝日の場合は翌日）に追加していく予定です。

１. 集団接種会場

　　イオンタウン野洲（ザ・ビッグエクストラ野洲店　野洲市乙窪480番地１）

２. 集団接種日程

３. 個別接種実施医療機関

★ 医療機関により予約方法

や対象者等は異なりま

す。詳細は市ホームペー

ジをご覧ください。

暮らしの情報
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コミュニティバス 「おのりやす」 の
路線を再編し、音声案内を導入します 10月

１日から 

　利用者の利便性の向上を図るため、コミュニティバス「おのりやす」の路線を再編し、各コー

スの運行ルートおよびダイヤを変更します。また、全コースに音声案内も導入します。

　コミュニティバスは、各個人が自動車で移動するより環境に優しいエコな乗り物です。買い物

や通院など、お気軽にご利用ください。

※ 運行ルート等の詳細は、９月上旬にリーフレットを全戸配布しますのでご覧ください。

　また、リーフレットは市内公共施設に設置するほか、市ホームページにも掲載します。

主な変更点…

　◦ 乗継箇所５カ所を３カ所増設して８カ所に変更

します。

　◦ あやめコースの停留所「須原口」から須原自治

会館前に移設し、「須原自治会館前」に変更しま

す。

　◦ 安治コースの停留所「江部西」を新設します。

　◦ 中央循環コースの停留所「生和神社前」に停車

できるようにします。

　◦ 停留所名を３カ所変更します。

　　　「小篠原中央」→「アル・プラザ前」

　　　 「コミセンみかみ」→「コミセンみかみ（御上

神社口）」

　　　「乙窪工業団地前」→「乙窪工業団地北口」

　◦ 各コースの時刻を変更します。

運行日… 月曜日～土曜日（日曜日、祝日、年末年始

（12月29日～１月３日）は運休）

運　賃… 

　◦ 大人（中学生以上） ���������� 200円

　◦小人（小学生） ������������ 100円

　◦ 幼児（１歳以上就学前まで） ������  無料

　◦乳児（１歳未満） ����������� 無料

　◦ 70歳以上��������������� 100円

　　（桃色の「げんきカード」の提示が必要です。）

　◦ 身体・知的・精神障がい者およびその介護者

　　（身体障害者手帳等の提示が必要です。）

　◦ 大人（中学生以上） ���������� 100円

　◦ 小人（小学生） ������������  50円

乗継制度… 

　１回の運賃にて別コースへ乗継が可能です。乗継

が可能なバス停は次の８カ所です。

　◦ 野洲駅南口

　◦ 市民サービスセンター

　◦ 野洲市健康福祉センター

　◦ 野洲市役所

　◦ 総合体育館駐車場

　◦ 野洲図書館

　◦ 乙窪工業団地北口

　◦ アル・プラザ前

※詳細はリーフレットをご覧ください。

問い合わせ…コミュニティバス運行管理室

　　　　　　　（総合体育館内）☎587－5700

　　　　　　協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

　専用アプリにより、バスの現在位置を確認することができます。他にも設定により、バスが近づいたらお知ら

せを受け取ることもできますので、ぜひご活用ください。使用方法は次のとおりです。

　① 下記の画像を読み取り、専用アプリをスマートフォンにインストールします。または、「知らせてビューア」

と各ストアで検索してください。

　②希望のコースIDを登録します。

　　　あやめコース　　　：　9457－1024－9954　　　　安治コース　　　　：　6490－8867－6098

　　　祇󠄀王・中里コース　：　5527－9246－9408　　　　篠原コース　　　　：　9807－5239－0790

　　　三上コース　　　　：　6711－1817－9137　　　　希望が丘コース　　：　8144－6522－3416

　　　中央循環コース　　：　3363－8028－1086

　③コースを選択します。

　④地図にバスのアイコンが表示され、現在位置を確認できます。

　※詳細は市ホームページでも確認することができます。

★☆★  位置情報アプリ ★☆★
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 保育所（園）・認定こども園（保育園部） 

令和４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28日㈫～10月４日㈪　午前９時～午後５時（10月２日㈯は除く）　※10月３日㈰は午後４時まで
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３年度入所保留となっている人で令和４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

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 12 ３ 若干名
 王明照保育園 ９ 18 ４ 若干名

 あやめ保育所
 本園 －

16 ２ 若干名
 よしじ 12
 こしのはら ３ 11 ２

 きたの保育園 12 若干名
 しみんふくし保育の家竹が丘 15 ９ 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。
◆０歳児～２歳児を受け入れる小規模保育事業の開園を予定しています。内容が決まり次第お知らせします。

幼稚園・認定こども園（幼稚園部）

対　　象…▽３歳児（平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれ）
　　　　　▽４歳児（平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ）
　　　　　▽５歳児（平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ）　※いずれも市内在住者
受付期間…９月28日㈫～10月４日㈪　午後２時30分～５時（10月２日㈯・３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。

★ 年度の途中に市内で転居する予定があり居住する学区が変更となる見込みの場合など、一定の要件に該当する場合は、通園
区域外からの通園が可能となる場合もあります。（こども課にお問い合わせください。）

★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

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） 若干名
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。

暮らしの情報

5　　広報やす　2021.9



　令和４年４月から小学校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。必要事項を記入の上、当日必ずご持参ください。

　　　　②上靴と下靴を入れる袋（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。）

　　　　◦お住まいの小学校区で受ける場合は、お車での来場はお控えください。

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

野　洲 ９月30日㈭ 下表参照 コミュニティセンターやす 不要
中　主 10月７日㈭ 下表参照 さざなみホール 不要
北　野 10月14日㈭ 下表参照 コミュニティセンターきたの 不要
祇󠄀　王 10月28日㈭ 下表参照 祇󠄀王小学校 要
三　上 11月11日㈭ 午後１時50分～２時15分 三上小学校 要
篠　原 12月２日㈭ 午後１時50分～２時15分 篠原小学校 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 野　洲 中　主 祇󠄀　王

午後１時50分
～２時10分

 きたの保育園
 しみんふくし保育の家竹が丘

 野洲幼稚園
 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
（すいか組・いちご組）

 さくらばさまこども園
 ゆきはたこども園

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

 王明照保育園
 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

 北野幼稚園（ぶどう組）
 上記に記載されていない保育所
（園）・こども園・ 幼稚園

 第三保育園
 野洲優愛保育園モンチ
 上記に記載されていない保 
 育所（園）・こども園・幼稚園

令和４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～
　　対　象… 篠原・祇󠄀王・野洲小学校区在住者

【２回目】

　　日　時…10月31日㈰　午前10時～
　　対　象… 中主・北野・三上小学校区在住者

◆◇◆ 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

　受付期間…▽１回目／11月10日㈬～13日㈯　　▽２回目／12月９日㈭～11日㈯　　午前９時～午後６時30分　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※11月13日、12月11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月号に掲載します。

【共　通】

　　場　所…さざなみホール（野洲市比留田3313番地３）
　　※対象者を指定していますが、他の小学校区にお住まいの人も参加可能です。　
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　今年の特定健診（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

～ 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!!

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表する

ため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

対　象… 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や

「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、

次の①～④の順番による先順位により支給します。

　　　　① 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

　　　　②戦没者等の子

　　　　③ 戦没者等の ⑴父母 ⑵孫 ⑶祖父母 ⑷兄弟姉妹

　　　　　※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替

わります。

　　　　④ 上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

　　　　　　※ 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人に限る

支給額…25万円／額面（５年償還の記名国債）

請求期間…令和５年３月31日まで　※期間を過ぎると請求できなくなります。

請求・問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

～ 戦没者等の遺族の皆さんへ ～

第11回 特別弔慰金が支給されます

　９月17日㈮は、システム保守点検のため、コンビニエンスストア

における各種証明書の交付を一時停止（終日）します。

　ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

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

一時停止のお知らせ

申請忘れはありませんか？

暮らしの情報
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