
　国の地方創生加速化交付金を活用し、「安心と豊かさを実感できるまちへ」をテーマに、地
方創生事業「フォーラム野洲2016」を全４回開催します。
　安心して心豊かに暮らすための新たなライフスタイルとまちづくりのあり方をみんなで話し
合いましょう！多数ご参加ください。

日　時…第１回／８月７日㈰、第２回／８月20日㈯、第３回／９月22日㈷、第４回／12月４日㈰
　　　 　いずれも午後１時～４時（予定）
会　場…野洲文化ホール大ホール
対　象… どなたでも※定員毎回1,000人。申し込み不要。手話通訳、要約筆記あります。
参加費…無料
主　催…野洲市地方創生加速化交付金事業実行委員会
問い合わせ…同実行委員会（事務局：企画調整課内）☎587－6039、FAX586－2200

※ 第３回「新しい自治体病院をめざして」の詳細は９月号、
　第４回「多面的・先端的な野洲のまちづくり」の詳細は12月号
　でお知らせします。

８月７日 ㈰
午後１時～４時（予定）

「安心と豊かさを実感できるまちへ」
○特別講演
　ジェフ・バーグランドさん
　（京都外国語大学大学院教授）
○キックオフ・フォーラム
　塩田浩平さん
　（滋賀医科大学学長）
　及川清昭さん
　　（立命館大学理工学部教授）
　　　鈴木晶子さん
　　　　（一般社団法人インクルージョン
　　　　　ネットかながわ代表理事）
　　　　　　コーディネーター　市長　

第１回

８月20日 ㈯
午後１時～４時（予定）

「誰もが安心して豊かに生きるために
できること」

○講演
　「貧困世代の若者と下流老人の高齢者問題
　～『一億総下流社会』に
　　　　　　　　　備える市民の力～」
　藤田孝典さん（NPO法人ほっとプラス代表）
○パネルディスカッション
　「人口減少社会における貧困問題を考える」
　コーディネーター
　湯浅誠さん（法政大学
　　　　　　　　 現代福祉学部教授）
　藤田孝典さん
　市長
○活動報告
　活動報告：杉山真智子さん
　　　　　　（認定NPO
　　　　　　　法人四つ葉のクローバー代表）
　　○歌と演奏
　　　歌：めぐみさん（シンガーソングライター）
　　　ピアノ演奏：yokkoさん
　　　　　　　（手話シンガーソングライター）

第２回
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（新）野洲クリーンセンター新機能の紹介

①受付日時の拡大
　現センターのごみ搬入受付時間は午後（１時～４時）のみでした
が、新センターでは午後に加えて午前（９時～正午）も受付を行い
ます。また、第一土曜日のみであった週末の受付日を毎週土曜日に
拡大します。
②渋滞の緩和
　現センターでは１台の計量器で受付と精算を行っていたため、
混雑する時間帯には渋滞が発生していました。新センターでは２台
の計量器で受付と精算を分担するとともに、ごみピット容量の増加
により、スムーズな受入が可能となります。
③荷降ろしのワンストップ化
　これまではごみ種ごとに手数料が異なっていたため、ごみを混載
されている場合は場内を２周回っていただく必要がありました。
　新センターでは手数料を統一するとともに、１箇所で全てのごみ
を荷降ろししていただけます。
④前処理の簡素化
　これまでは、カーペットや畳、竹等は規定の大きさに切断して
から搬入いただいていましたが、新センターでは受入後に切断機で
処理しますので、切断等の前処理なしで搬入いただけます。（最長
約2.5メートルまで可能）
⑤剪定枝のチップ化リサイクル
　剪定枝はこれまで焼却処理していましたが、新センターでは分別
して剪定枝破砕機でチップ化し、リサイクルを図ります。チップは
マルチングや土壌改良に使用でき、希望される人には無償で譲渡す
る予定です。（譲渡方法は後日広報等でお知らせします。）
　新センターでのごみ受付方法、リユースセンター等については来
月以降の広報でお知らせします。
問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に
基づき市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図
り、本市教育の課題およびめざす姿等を共有し、
同じ方向性のもと、連携し、より一層民意を反映
した教育行政を推進するため、「総合教育会議」を
設置し、今年度第２回目の会議を次のとおり開催
します。
　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴で
きます。

日　時…８月10日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所本館３階第１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）…「学校教育環境の整備について」
※開催時刻を過ぎると会場に入れません。
※ 多数により会場に入りきれない場合は先着順と
します。
問い合わせ…教育総務課
　　　　　　☎587－6014、FAX587－3835

野洲市総合教育会議を開催します野洲市介護保険運営協議会委員を募集します

　市では、介護保険事業計画の策定および評価、介護保
険の運営など、介護保険に関する事項を審議するため、
野洲市介護保険運営協議会を設置しています。
　この協議会は、被保険者や介護サービスに携わる人な
どで構成されており、今回被保険者代表の委員を募集し
ます。
任期…10月１日～平成31年９月30日※謝礼あり
募集対象・人数…
　　　○第１号被保険者（65歳以上）１人
　　　○第２号被保険者（40歳～64歳）１人
　　　※いずれも市内在住の人に限ります。
応募・ 問い合わせ…８月10日㈬～22日㈪までに、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入の上、『わたしと介護』
のテーマ作文（800字～1,200字程度／様式自由）を
添えて、郵送（当日消印有効）、ファクス、Eメー
ルまたは持参のいずれかで高齢福祉課へ（〒520－
2395 野洲市小篠原2100－１）☎587－6074、FAX586
－2176、Eメールkourei@city.yasu.lg.jp

※選考結果は書面で通知します。
※提出書類は返却しません。

リサイクルセンターストックヤード

可燃性粗大ごみ切断機

剪定枝破砕機

　10月１日の供用開始に向けて、試運転を行っている新しい野洲クリーンセンターでは、環境保全性能
および安全性の向上のほか、様々な機能を充実させ、市民の皆さまの利便性向上を図ります。

暮らしの情報
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市民のための市民病院だからこそ･･･

安いだけ、早いだけ、の市民病院でいいの？？

　６月に、市民の方から、このようなご質問をいただきました。市長からお答えしましたので、その内容を皆さ
んに公開します。（※一部省略等しています）

　ご意見いただきありがとうございます。私もできる
だけ「早く、安く建設したい」と思っています。しか
し重要なことは、「何のための、どのような市民病院」
を早く、安くなのか、ということです。このことは皆
さんが家を建てたりする場合も同じではないでしょう
か。目的を満たせる良いものを早く、安くということ
が基本原則です。
　現在の市民病院の計画は、今から５年前、野洲病院
から「新病院構想2010」という提案書が市に提出され
たことから始まりました。その内容は、野洲病院では
建物が老朽化し、新しい医療機器も整備できないた
め、医師が離れて患者も減少してきているが、資産や
資金がないので自力で対策ができないと明かすもので
した。これは野洲病院の継続が将来的に困難で、この
ままでは近い将来、野洲市から中核的病院がなくなっ
てしまうことを意味していました。
　そのため、５年間、滋賀医大などの専門家や高齢者・
子育て団体等の代表の市民による検討会などを公開で
催し、市民懇談会や市広報など市民の皆さんと意見交
換する場を持ち、議会審議の手続きも何度も踏んで、
何段も決定を積み重ねてきました。その結果が現在の
野洲駅前の市民病院計画です。
　先の６月議会の本会議の場で、「新規建設より、今
の野洲病院を利用したほうが、早く、安くできる」と
提案されている議員に、「あなたは、何のための市民

病院、どのような市民病院を提案されているのですか」
と問いかけました。その議員の提案には「市民病院」
という名前だけは定められていますが、一番大切な病
院の役割や機能などが示されていなかったので、野洲
病院をそのまま市民病院にしたらいいと提案された根
拠を聞く必要があると考えたからです。
　しかし、その議員からは一言の答えもありませんで
した。仮にその議員が答えられたとしても、５年前、
建物や医療機器が老朽化し医師が離れ患者も減少して
いることを理由に市に支援を求められた野洲病院を、
半分の費用と１年も掛けない時間で市民病院にすると
いう提案内容ですから、多くの市民が望まれ、優れた
医師がそこで働きたいと思える、現計画のような市民
病院とは似て非なるものではないでしょうか。
　なお、病院の収支見通しについては、去る５月、滋
賀県庁が「実現可能性がある」と意見を付して国へ調
書を出されていますし、市の財政についても病院を経
営しながら10年後も健全性が維持できる見通しが、こ
れも県との協議を経て確認できています。
　繰り返しになりますが、重要なことは、「何のための、
どのような市民病院」なのかということを明確に示し、
財政を見通した中で、必要な時間を掛けて速やかに実
現することです。基本原則は、目的を満たせる良いも
のを早く、安くということです。

　【お答えの内容】

左から岡田委員、白井委員、及川委員長、市長、福山委員

【市長への質問】
　『市民病院は、新規で建設するよりも、今の野洲病院の場所で、施設や設備を利用したほうが早
く、安くできるという主張を聞きました。市の財政のため、税金を余計に使わず、私も安い方法
を取るべきだと思いますが。』

　先日７月11日、市民病院の基本設計の受託候補者
を決定するためのプロポーザル審査委員会（委員
長：及川立命館大教授）を約20人の市民等が傍聴さ
れる中実施しました。
　４社からの提案を審査した結果、㈱佐藤総合計画
が最優秀者に特定されました。建物の構造や形状、
デザインなどの基本設計を来年６月を目標に進めま
す。

（仮称）野洲市民病院　基本設計に着手します！

問い合わせ…地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200

〈評価委員会からの提言〉
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現野洲病院の見取図

⬅

➡

（仮称）野洲市民病院の計画　正しい情報をお伝えします！

◇現地建替えは敷地の面積・形状から極めて困難です
　「東館」は６階建で、建築面積は約1000㎡です。しかし、建物
の総床面積が今の標準の４分の３しかないため、同一の階層で
改築するなら単純計算で1300㎡以上の建築面積が必要です。一
方、野洲病院の西側の駐車場敷地は約1100㎡ですから、まず敷
地が足りません（左下の図）。万が一、奥の民地も取得して隣接
ギリギリに病棟が建てられたとしても、細長い敷地形状のため、
大変重要な看護師等スタッフの動線が極めて非効率となり、十
分な病院機能が確保できません。

◇現地建替えでも費用は安く済みません
　「東館」は手術室、検査室、病棟が入った現野洲病院の中心部
分で、玄関ホールや待合ロビーなどと違い建築単価が高い建物
です。建物が約半分であっても建築費用は半分では済みません。
　また、工事の間は駐車場が確保できないうえ、受診者数や「医
療機能が落ちることから、それを補うコストも必要」という見
解が、医療経営の専門家から市の委員会で示されています。

➡

◇新病院は駅前通りを使わず、通勤時間とも重複しません
　新病院の開院時間は朝９時の予定で、来院者は８時半頃から11時
がピークです。一方駅前の混雑は朝の７時から８時がピークで遅く
とも８時半には解消しています。新病院の駐車場はＪＡの東隣に整
備しますので、進入は野洲小プールの丁字路となり、緊急車両や送
迎車両の進入路も病院建物の西側に設置する予定ですので、駅前通
から車両のアクセスはなく、混雑激化の心配はありません。

◇新病院では250台規模の立体駐車場を整備します
　今の野洲病院の来院者用の駐車場は、敷地外の借地部分も含めて
140台しかなく、周辺道路の交通混乱は日常化しています。一方、新
病院ではＪＡの東隣の市有地に、使いやすさに配慮した250台規模の
立体駐車場を整備します。そのうち約170台が来院者用の予定ですの
で、十分と見込んでいます。
また、病院としての駐車場利用は平日の午前が中心ですので、休日・
夜間の利用が多い文化ホール利用者等との共用により効率的な稼動
となるうえ、文化ホールの駐車場問題も解決すると見込んでいます。

◇新病院の収支見込は成立。市民負担に影響はありません
　新病院の収支見込は、開院２年目でキャッシュベースで黒字にな
り、これには建設費などの初期投資の返済も含んでいます。この見
込みに、滋賀県庁も「新病院の収支見通しは、地域医療構想の患者
数見込みを踏まえており、実現可能性を有している」とする意見を
国の調書に付しています。また病院事業は、水道事業と同じ独立し
た公営企業会計ですので、福祉のカットや増税など市民負担に直接
的な影響はありません。

新病院で財政危機に
陥るのか??

現野洲病院の駐車場
敷地に、古い東館だけ
を建替えることは
できるのか??

５分毎の車両の入構台数（H28.2）

駅前ピーク

7:00～8:00

野洲病院ピーク

8:40～11:00

新病院により駅前の渋
滞が悪化するのか??
新病院は駐車場の数が
足りないのか??
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平成28年度第１回野洲市都市計画審議会を開催しました

国道８号野洲栗東バイパスについて
　国道８号は国内の重要な幹線であると
ともに、地域の経済、市民の安全や日常
生活を支える役割を担っています。しか
し、交通量が多く、渋滞が慢性化してい
ます。
　このため、野洲栗東バイパスが計画さ
れ、昭和57年に事業化、平成12年に都市
計画決定されました。
　計画では本線４車線、側道と歩道があ
る高規格道路で、総延長は野洲市と栗東
市間4.7キロメートルです。バイパスに
より、渋滞解消、交通安全の確保、救急
搬送および緊急輸送路の確保などが実現
します。市の重要施策として、遅くとも
平成36年の滋賀県国体までに完成するよ
う国の事業促進を支援しています。

日　時…６月29日㈬　午後２時～４時30分
会　場…市役所本館３階第１委員会室
議事案件…
　（１）大津湖南都市計画　区域区分（滋賀県決定）の見直しについて（諮問）
　　　・大津湖南都市計画区域区分（滋賀県決定）の見直しに伴い、滋賀県に対して提出する野洲市
　　　　原案を市長より諮問しました。国道８号野洲栗東バイパス工事と大津湖南都市計画区域区分
　　　　変更計画書（原案）について説明を行い、慎重に審議されたところ、原案に同意する旨答申
　　　　いただきました。
　　　　※今回の大津湖南都市計画の見直し等は、国道８号野洲栗東バイパスの計画法線上に大規模
　　　　　工場等があり、この工場等の移転先として工業団地を造成するために行うものです。

➡

　（２）大津湖南都市計画　用途地域の計画書（案）（野洲市決定）について（協議）
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問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

　（３）大津湖南都市計画　地区計画の計画書（案）（野洲市決定）について（協議）
　　　・大津湖南都市計画用途地域の計画書（案）について説明を行い、用途地域を工業地域とする
　　　　ことに了解いただきました。これと合わせて、三上小中小路工業団地地区計画の計画書（案）
　　　　について説明を行い、整備方針等について了解いただきました。

　（４）野洲市立地適正化計画の策定について（諮問）
　　　・野洲市立地適正化計画の策定について、市長より諮問しました。人口減少社会に対応するこ
　　　　とを目的とした「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指す計画である立地適正化計
　　　　画制度の概要や、昨年度実施した「野洲市都市構造の調査分析」の結果について説明しました。
　　　　本件は、次回以降も継続して審議いただきます。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

➡

平成28年度第１回野洲市上水道運営委員会を開催しました

　水道事業会計の現状および将来を見据えた適正な料金改定について、市長の諮問に応じ審議を行うため、第１
回の運営委員会を公開により開催しました。
日　時…７月６日㈬　午前９時～10時30分
会　場…市役所本館３階第１委員会室
出席者…北口守委員長、坂井清泰委員、宿谷正和委員、山本真嗣委員、冨田多恵子委員、前田美幸枝委員、
　　　　吉川武委員、田中茂委員　以上８人　（欠席２人　中野稔委員、田中美津子委員）
　　　　※傍聴者２人
協議事項…
　（１）水道事業会計の現状と今後の見通しについて
　　水道事業会計の経営悪化の要因と現状、合併後の平成18年度に統一した料金改定の問題点、今後の施設整備
　に必要となる費用の見込み、建設投資への補てん財源の現状、県用水受水単価の値上げに伴う影響、経営の今
　後の見通しを説明しました。
　○主な意見
　　会計基準見直し前の平成22年、23年度の収支はなぜ黒字になったのか。
　●回答
　　平成21年度はリーマンショックの影響により企業の操業が減退する等、有収水量が大きく減少した。平成22年、
　23年度はその有収水量が戻ったことによる黒字である。以降は、使用者の節水意識等により徐々に有収水量が
　減少傾向にあり、赤字化している状況である。なお、経費削減等による経営改善は、現在も継続して行っている。
　（２）野洲市水道事業アセットマネジメント計画について
　　今後30年間を見据えた施設の更新需要と財政収支の見通し、施設の更新時期を法定耐用年数とした場合とそ
　の1.5倍で設定した場合の更新需要の比較、平準化した場合の更新需要の見通しと収支の不足率を説明しました。
　○主な意見
　　法定耐用年数の1.5倍で試算しているが、東南海地震等が起こった場合のリスクは組み込まれているのか。
●回答

　　1.5倍の更新基準は、これまでの水道施設の使用実績により設定したもの（国の手引きに準じている）であり、
　地震やリスクを組み込んだものではない。地震による影響については、老朽化等耐用年数に関係なく破損する。
　リスク対策は、３つの水源地や配水池間を結ぶことによってリスクを分散している。
　※次回の運営委員会は、８月９日㈫午前９時から中主防災コミュニティセンター２階防災研修室で開催（公開）
　　を予定しています。



雇用期間…臨時職員　採用日～９月30日（更新の可能性あり）
　　　　　嘱託職員　採用日～平成29年３月31日（更新の可能性あり）
選考日…後日お知らせします。
※詳しくは、三方よし人材バンク（こども課内）へお問い合わせください。☎587－6052、FAX586－2176
■臨時職員

職務内容 募集人数 資格 勤務時間 勤務場所 賃金
低年齢クラス担当、
フリー保育士、
特別支援加配

６人 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか

㈪～㈮
8：30～17：15

市内保育園、
こども園 日額7,600～8,800円

預かり担当 １人
不問
※ 幼稚園教諭免許があ
ることが望ましい

㈪～㈮
14：00～18：00 市内幼稚園 時給900～950円

フリー １人 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮
8：30～15：15

市内幼稚園、
こども園 時給950円

※勤務時間は応相談
■嘱託職員

職種 募集人数 資格 勤務時間 勤務場所 報酬月額
幼稚園教諭・
こども園教諭・

保育士
３人 幼稚園教諭免許、保育

士資格
㈪～㈮

8：30～17：15

市内幼稚園、
こども園、
保育園

202,200円

※園長の命により変更の可能性あり

採用予定…①保育士・幼稚園教諭職　３人程度
　　　　　②保健師　　　　　　　　１人程度
　　　　　③建築職　　　　　　　　１人程度
受験資格…① 昭和61年４月２日～平成９年４月１日に

生まれた人で保育士資格および幼稚園教
諭免許の双方を有する人または平成29年
３月31日までに当該資格および免許を取
得見込みの人

　　　　　② 昭和61年４月２日以降に生まれた人で保健
師免許を有する人または平成29年３月31日
までに当該免許を取得する見込みの人

　　　　　③ 昭和56年４月２日以降に生まれた人で、
建築主事または１級建築士の資格を有す
る人もしくは平成29年３月31日までに当
該資格を取得する見込みの人

日　　時…９月18日㈰　午前10時～
１次試験（択一式）…①教養試験（高校卒程度）
　　　　　　　　　　②③専門試験
試験会場…野洲市役所（野洲市小篠原2100番地１）
申し込み・ 問い合わせ…８月22日㈪までに所定の申込

用紙に必要事項を記入し、人事課（〒520－
2395野洲市小篠原2100番地１、☎587－6088、
FAX587－4033）へ持参または郵送

※ 申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか郵便で請求
する場合は、封筒の表に「保育士･幼稚園教諭職試
験申込用紙請求」、「保健師試験申込用紙請求」、「建
築職試験申込用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（Ａ
４判に140円切手貼付・宛先記入）を同封

　子育て支援のための無料職業紹介所「三方よし人材バンク」では、市内の保育所、幼稚園および公
設の学童保育所を就労先として、職業安定法に基づく就職相談や紹介を、平日月曜～木曜日、いずれ
も午前９時～午後４時の時間帯で実施しています。
　市内の保育所、幼稚園または学童保育所でお仕事を希望されている人、詳しい内容を知りたい人は
お気軽にご連絡ください。
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176、Ｅメールkodomo@city.yasu.lg.jp

平成29年４月１日採用市職員募集！

平成28年度　臨時・嘱託職員（保育士・幼稚園教諭）募集！

無料職業紹介所「三方よし人材バンク」を開設しています
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平成28年度臨時福祉給付金
　臨時福祉給付金は、消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない人に対し、制度的な対応
を行うまでの間、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
●支給対象者（次の要件を全て満たす人）…
　①平成28年１月１日に野洲市に住民登録（住民票）がある人
　② 平成28年度の市民税（均等割）が課税されず、かつ、市民税（均等割）が課税されている人に扶養さ

れていない人
【市民税（均等割）が課税されない人の計算例】
　　前年中（平成27年中）の合計所得金額が次の金額以下の人
　　　ａ　扶養親族のいない人……28万円
　　　ｂ　扶養親族のいる人………28万円×（扶養親族数＋1）＋16.8万円

　　※生活保護の被保護者、平成28年１月１日以降に死亡した人は支給の対象となりません。
●支給額…支給対象者１人につき3,000円（１回限り）
●申請の手続き…
　①申請書の送付
　　８月中旬に、支給対象となる可能性のある人に申請書、案内文および返信用封筒を送付します。
　②申請書の提出
　　・原則郵送での申請をお願いします。
　　・窓口受付は８月15日㈪から行います。
　③給付金の支給
　　申請受付後、審査により、支給決定通知および不支給決定通知を10月以降に送付します。
　　支給が決定した人は、支給決定通知送付後、指定の口座へ入金します。

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
　障害・遺族基礎年金受給者向け給付金は、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の人
を支援するために実施するものです。
●支給対象者…
　①平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者
　②平成28年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金を受給されている人
　※ 平成28年４月～７月に実施しました「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」を受

給された人は対象外となります。
●支給額…支給対象者１人につき30,000円（１回限り）
　　　　　※平成28年度臨時福祉給付金（１人3,000円）と合わせて受け取ることができます。
●申請の手続き…平成28年度臨時福祉給付金の申請の手続きを参照ください。
　日本年金機構から障害・遺族基礎年金の支払を受けている人については申請書を送付しますが、
届かない場合や、下記の機関から障害・遺族基礎年金の支払を受けている人はお手数ですが社会福
祉課臨時給付金担当までご連絡ください。申請書を送付します。市ホームページからもダウンロー
ド可。
　　●国家公務員共済連合会　　　●地方職員共済組合　　　　●地方職員共済組合団体共済部
　　●警察共済組合　　　　　　　●東京都職員共済組合　　　●全国市町村職員共済組合
　　●日本私立学校振興・共済事業団

問い合わせ…厚生労働省　給付金専用ダイヤル…☎0570－037－192
　　　　　　野洲市専用給付金コールセンター…☎0120－78－8638（８月12日㈮～31日㈬）
　　　　　　社会福祉課臨時給付金担当…☎587－2392、FAX586－2177

平成28年度臨時福祉給付金
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

～給付事業のお知らせと申請のご案内～
申請期間は平成28年８月15日㈪～平成29年２月15日㈬

暮らしの情報
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ひとり親家庭の皆さんへのお知らせ

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の
所得状況届の提出のお願い

　この届は、毎年８月１日における受給者の所得状況の調査を行い、８月分から翌年７月分までの手当を引き続
き受給できる要件にあるかどうかを確認するためのものです。対象者には８月初旬に通知しますので、通知書に
記載のものを持参の上、障がい者自立支援課で届出を行ってください。
※届の提出がない場合は、８月分以降の手当は支給できません。
※２年間提出がない場合は手当を受ける資格がなくなります。
届出期間…８月12日㈮～９月９日㈮いずれも午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日を除く）
問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

◇児童扶養手当の支払いについて
　平成28年８月期（４月～７月分）の支払いは、８月
10日㈬です。平成28年４月分から、手当月額が変更に
なっています。

◇児童扶養手当現況届の手続きについて
提出期間… ８月31日㈬までの月曜から金曜日
受付時間…午前８時30分～午後５時15分
※ ただし、以下の期間は、休日受付・夜間受付を行い
ます。

休日受付… ８月28日㈰　午前８時30分～午後５時15分
夜間受付… ８月25日㈭・26日㈮・29日㈪・30日㈫・31日

㈬　午後７時30分まで
　児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、
手当の支給・停止を問わず、毎年８月中に「児童扶養
手当現況届」の手続きが必要です。この届は、毎年８
月１日における受給者の状況を調査し、児童扶養手当
を引き続き受ける要件にあるかどうかを確認するため
のものです。
　対象の人には通知をしますので、８月末までに必要
な書類等を持参のうえ、必ず本人がご来庁ください。

重要
この届の提出がないと８月以降の手当が受
けられません。また２年間提出がないと手
当を受ける資格がなくなります。

★ご注意ください！
　平成28年度分「児童扶養手当一部支給停止適用
除外事由届出書」（緑色の用紙）の提出が必要な対
象者には通知しますので、現況届の手続きとともに
８月中に提出してください。原則８月中に提出がな
いと、手当額が２分の１になります。提出期限まで
に必要書類が提出されず、手当額が２分の１となっ
た場合は、提出期限後に提出されても、提出された
月からの適用となり、それ以前の手当額は２分の１
のままで、元の手当額には戻りませんので、ご注意
ください。

◇児童扶養手当の額の改定について
　平成28年８月分から、下表の手当額に改定されます
のでお知らせします。

対象児童が２人の場合の手当月額（加算分）

区　分 平成28年７月分まで
（定額）

平成28年８月分から
（所得に応じて決定）

全部支給
5,000円　➡ 10,000円

一部支給 9,990円～5,000円

対象児童が３人以降の場合の手当月額（加算分）

区　分 平成28年７月分まで
（定額）

平成28年８月分から
（所得に応じて決定）

全部支給
3,000円　➡ 6,000円

一部支給 5,990円～3,000円

※ 上記金額での振り込みは、12月９日㈮【８月～11月
分】になります。
※ 現在受給している人が婚姻(事実婚を含む)等をされ
た場合や、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した場合は届出が必要です。

◇「ひとり親家庭サポート定期便」をお届けします！
　ひとり親家庭のみなさんを対象に、年に３回、県や
市の各種情報をお届けする「ひとり親家庭サポート定
期便」事業を行っています。滋賀県ひとり親家庭福祉
推進員がご自宅までお届けします。
　滋賀県ひとり親家庭福祉推進員は、地域社会でひと
り親家庭の生活、子どもに関することなどさまざまな
悩みの相談に応じるとともに、ひとり親家庭に関する
情報提供を行っています。
　サポート定期便をご希望の人は、子育て家庭支援課
までお申し込みください。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

2016.8　広報やす　　10


