
市民皆さんの病院です
～新しい病院の計画概要をお知らせします～

入院病床は199床

周辺病院や市内診療所との連携による「地域包括ケア」の拠点

地域ニーズに対応し、患者サポートが充実した病院機能

新病院は平成32年10月開院予定

診療科目は９つ
　病気やけがの程度、治療の内容などに応じた大学病
院などとの役割分担、また今後推進される地域包括ケ
ア（下記）に対応した病床構成とします。全体の病床
数は現野洲病院と同じです。

一般 回復期リハ 地域包括ケア 全体

100床 50床 49床 199床

　市民に共通して必要度の高い診療科目を開設しま
す。産科など市内の医療機関によって既に医療が充た
されている科目は除くとともに、市内診療所の後方支
援機能を考慮し、９診療科目を設定します。病院の魅
力を高める専門科は今後検討します。
○内科　○外科　○整形外科　○眼科　○泌尿器科
○婦人科　○リハビリテーション科　○小児科
○人工透析

■患者サポートセンターを整備し
　入院や退院後の在宅療養の安心をサポート
◦�地域の診療所や訪問看護ステーション、介護事業

所・福祉機関との調整を行う専門の職員を配置
し、在宅療養や介護などの退院後の相談・支援を
充実

■健康管理センターを整備し健診・予防機能を強化
◦�人間ドッグ、がん検診、特定健診等の幅広い健診
メニューを提供

◦�市の健康福祉センターと連携し、検診後の指導や
予防に関する支援を積極的に実施

◦�認知症の早期発見など介護予防に向けた取組みを強化

■地域包括支援センターや市民生活相談機能を整備
◦�介護や高齢者の介護相談のほか生活相談の担当職

員を配置し、病院の患者に限定せず、すべての市
民を対象に相談を行う機能を設置

■ニーズに応じた専門医療機能を整備
◦�がんの外来化学療法機能や内視鏡による検査・治
療など、新しい医療ニーズへの対応を強化

◦�糖尿病の重症化予防と合併症予防を重点的に実施

　医療機能の分化・医療機関の連携体制の確立に
より、急性期から回復期、在宅療養・介護に至る
まで、必要な医療が地域全体で切れ目なく提供さ
れる「地域包括ケア」の拠点をめざします。

◆	大病院や市内の診療所との連携を強化する
ことにより、様々な症状・状態に対応しま
す。

◆	２次救急や診療所の後方支援、小児医療な
どの社会的ニーズに対応します。

◆	回復期型の病床を99床整備し、急性期病院
での治療が終わった後の自然回復やリハビ
リが必要な患者に対応します。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

①基本設計（実施中） ②実施設計 ③建設工事 開院

※①～③の各整備段階において市民説明会を開催する予定です
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《Topic！》 野洲病院と基本協定書を締結しました

募集要項

（仮称）野洲市民病院の開設に向けた基本協定書【概要】
⑴��野洲病院は、市民病院が開設されるまで、野洲病院の診療実績を向上させ、収支を改善等し、人事、
労務等の適正化、経営の健全化等に可能な限り取り組む。

⑵�市は、⑴の取組を促すため、現状を下回らない水準での財政支援等を継続するよう努める。
⑶��野洲病院は、市民病院が開設されるまで、自ら休止又は廃止しない。また、病床数等の変更や
重要な手続を市との合意なく行わない。

⑷�野洲病院は、市民病院が開設されるときと同時に自ら廃止し、清算に着手する。
⑸��双方は、市民病院における人材、医療器材の確保、及び野洲病院の資産、負債、権利義務の適
正な取扱いに向けて、協議を進める。

⑹�野洲病院は、職員等を市に派遣できる。
⑺�野洲病院は、財務、人事、施設その他経営等に関する情報を、市の求め等に応じて提供する。
⑻�市は、市民病院の開設準備に係る事務の一部を御上会に委託できる。

　新病院開院に向けて、市と野洲病院とが市民のための中核的医療に関する課題認識を共有化するとともに、協
同体制を確立し、質の高い医療提供と課題解決を円滑にできるよう、基本協定を締結しました。今後、野洲病院
の機能や医療資源の引継ぎ等の具体的な協議を進めていきます。協定の主な内容は以下のとおりです。

　市では、地域の中核的医療機能を担う病院として、（仮称）野洲市民病院を平成32年10月に野洲駅南口に開設し
ます。新しい病院の開設に向けては、これまでも市民懇談会や多様な場で市民の皆さんの意見を伺うなど、検討
に参画いただいてきました。
　今まで「（仮称）」で野洲市民病院としてきた新しい病院の正式名称を募集します。市民の皆さんに信頼される
新しい病院にふさわしい名称を、ぜひご提案ください。

１．募集期間…９月１日㈭～10月７日㈮（10月７日消印有効）
２．応募資格…問いません
３．応募方法…氏名、年齢、性別、新病院の名称、提案の理由をご記入の上、以下の方法でご応募ください。
　　　　　　　◦郵便応募：〒520－2395　野洲市小篠原2100番地１　野洲市役所　地域戦略課�宛
　　　　　　　◦ファックス応募：586－2200
　　　　　　　◦電子メール応募：senryaku@city.yasu.lg.jp
４．名称の決定方法…�市民代表や学識経験者で構成する「（仮称）野洲市民病院整備運営評価委員会（委員

長：塩田滋賀医科大学学長）」にて公開で審査し、市の案として定めたあと、市議
会での条例審議の中で正式決定されます。

５．懸賞…懸賞は設定しません。
６．その他…◦最多数の案が正式名称に決定されるとは限りません。
　　　　　　◦提案名称に関する一切の権利は市に帰属します。
　　　　　　◦応募により発生した費用は応募者のご負担とします。

新病院の正式名称をご提案ください！ 募集

問い合わせ…地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200

暮らしの情報
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～秋の収穫祭～を開催します!!
日　時…９月24日㈯　午前11時～午後８時、25日㈰　午前11時～午後７時
場　所…JR野洲駅南口周辺および駅前通り　入場無料（飲食は有料です）
●新しい形のジャズフェスティバルです。当日は工場直送、出来立ての生ビールを販売。
●�飲食エリアではビールと相性ピッタリのわかさぎの天ぷら、鮎の塩焼き、からあげ等が販売されます。
かき氷やクレープ等スイーツのお店も出店します！

●キッズエリアでは小さなお子様から楽しめる店舗やイベントが盛り沢山。
●�ジャズは４つのステージで演奏が行われ、ゲストにJABBERLOOP、ガイアクアトロ、西村有香里、吉
野弘志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2016実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：野洲市商工会内）☎589－4880、FAX589－5380

　地方創生事業「フォーラム野洲2016」第３回は、「新
しい自治体病院をめざして」というテーマで開催しま
す。
　市民への医療サービスにおける自治体の役割と自治
体病院の可能性と課題、市民の医療資源の利活用の重
要性などについて、学識経験者、医療機関関係者から
の意見等をもとに、参加者・市民で考えます。
日　時…９月22日㈷　午後１時～４時
会　場…野洲文化ホール大ホール
対　象…�どなたでも※定員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
内　容…
○�基調講演「健康長寿を実現する
ための人づくり、まちづくり」
／井村裕夫さん（京都大学名誉
教授・元総長、（公財）先端医療
振興財団名誉理事長）

○�パネルディスカッション「地域包括ケアシステムの
実現に向けた市民病院の役割と健全経営の維持につ
いて」

パネリスト／塩田浩平さん（滋賀医科大学学長）、福
山秀直さん（京都大学学際融合教育研究推進センター

特任教授）、片岡慶正さん（大津市民病院院長、滋賀
県病院協会会長）、福田正悟さん（守山野洲医師会会
長）、井村裕夫さん、田中典子さん（野洲慈恵会ケア
マネジャー）、コーディネーター／市長

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

※�12月４日㈰�開催の第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。

＜井村裕夫さん＞
○経歴…1931年滋賀県生まれ。1954年京都大学医学部
　卒。主な受賞歴に、英国内分泌学会Dale�Medal（1985
　年）、武田医学賞（1986年）、第25回エルウィン・フォ
　ン・ベルツ賞1等賞（1988年）、Robert�H.�Williams�
　Distinguished�Leadership�Award（1997年）、名誉
　大英勲章CBE（2006年）。

○主な著書…「21世紀を支える科学と教育　－変革期
　の科学技術政策－」（日本経済新聞社2005）、「進化
　医学　人への進化が生んだ疾患」（羊土社2012）、「健
　康長寿のための医学」（岩波書店2016）

オクトーバーフェスト＆
ジャズフェスin野洲2016

第３回「新しい自治体病院をめざして」
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■募集戸数…11戸（入居予定日／11月初旬）
■申込資格（主なもの）…次の条件に、すべて該当する人
　①市内に３ヶ月以上住所があるか、市内に6ヶ月以上勤務している人
　②税金等を滞納していない人
　③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
　④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
　⑤住宅に困窮している人
　⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
　※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第6号に規定する暴力団員
■募集期間…９月１日㈭～14日㈬　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は受付できません。）※郵送不可
■募集箇所一覧

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料（平成28年度） 学区 備考

１ 吉地団地 １ ３ 一般 ３DK 24,000円～ 中主 EV無/駐車場有

２ 新上屋団地 ３ 1 老人・身体障がい者 ２DK 21,800円～ 祇王 EV有/駐車場有/
事故住宅

３ 新上屋団地 ２ ４ 一般 ３DK 24,600円～ 祇王 EV有/駐車場有

４ 木部団地 ２ 一般 ２DK 21,700円～ 中主 EV有/駐車場有

５～11 永原第２団地 ３ ３～４ 一般（条件付単身可） ２DK 8,500円～ 祇王 EV無/駐車場無/
風呂・風呂釜無

　○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
　○�使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等

の改正により、毎年変更される可能性があります。
　○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円/月の使用料が必要です。
　○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

　野洲市選挙管理委員会では、平成28年10月23日執行
予定の野洲市長選挙および野洲市議会議員補欠選挙の
立候補予定者説明会を次のとおり行います。
　これらの選挙の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10日㈯
　　　　野洲市長選挙　午前９時～
　　　　野洲市議会議員補欠選挙　午後１時30分～
会場…市役所本館３階第１委員会室
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

　都市計画法第17条第１項の規定に基づき次のとおり
縦覧を行います。
縦覧期間…９月30日㈮～10月14日㈮
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※土曜・日曜日、祝日を除く
縦覧場所…都市計画課（市役所西別館２階）
内　　容…�三上地区（小中小路）の一部についての用

途地域および地区計画（案）
意見の提出�・問い合わせ…縦覧期間内に、住所、氏

名、電話番号、意見（自由様式）を記入の
上、郵送または持参のいずれかで都市計画
課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）
☎587－6324、FAX586－2176

市長選挙・市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会

大津湖南都市計画用途地域および
地区計画（案）の縦覧・意見募集

市営住宅入居者募集

暮らしの情報
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　今年の血液検査などはお済ですか？
　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
受けられます。）

受診料…無料
　　　　※受診券を紛失した人は再発行します。
問い合わせ…保険年金課
　　　　　　☎587－6081、FAX586－2177

　新クリーンセンターの供用開始に伴い、プラごみを
燃えるごみとして、分別変更します。そのため、プラ
ごみの収集は９月をもって終了します。
　なお、現行のプラごみ袋は、10月以降使えません。
未使用のものに限り燃えるごみ袋と交換しますので、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※詳しくは「広報やす８月号」をご覧ください。
プラごみ収集終了日一覧

地区※ 収集終了日
Ａ地区 ９月20日㈫
Ｂ地区 ９月23日㈮
Ｃ地区 ９月22日㈷
Ｄ地区 ９月22日㈷

　※地区は、ごみカレンダーをご確認ください。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

プラスチック容器類（プラごみ）
分別収集終了のお知らせ

特定健診を受けましょう！
10月末まで！！

 
～国民健康保険に

加入している皆さんへ～

　10月１日に供用開始となる新しい野洲クリーンセンターでは、ごみ受付時の混雑を緩和し、スムーズにご利用
いただけるよう、ごみの受付日時を次のとおり変更します。
■ごみ受付日時

項　目 現　行 10月１日から

受付日 平日および第一土曜日
（日曜日、祝日、年末年始を除く）

平日および毎週土曜日
（日曜日、祝日、年末年始を除く）

受付時間 午後１時～４時 午前９時～正午、午後１時～４時

　同センター内の研修室と会議室は、市民活動等にご利用いただくことができます。各部屋の間仕切りを開放す
れば、一つの大きな部屋として使用することも可能です。（最大100人収容可能）
■研修室・会議室の使用料

室名 広さ 収容人数 使用料
午前９時～正午 正午～午後５時 午後6時～９時

研修室１ 約61㎡ 約40人 1,000円 2,000円 3,000円
研修室２ 約36㎡ 約20人 300円 600円 900円
会議室 約32㎡ 約20人 300円 600円 900円

※自治会、市内団体等の使用には使用料の減免があります。　※見学での使用は無料です。

　施設見学も随時受け付けています。施設の説明DVDをご覧いただく他、施設内の見学通路から、ごみピットや
中央制御室等をご覧いただくことができます。
　申し込みは、所定の申込書を同センターへ提出してください。※平日に限る。
■会議室等使用・施設見学の概要

項目 使用・見学できる時間 申込受付期間
会議室等使用 午前９時～午後９時 使用希望日の１ヶ月前～４日前
施設見学 午前９時～午後５時 使用希望日の6ヶ月前～７日前

問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

野洲クリーンセンターがより便利に身近なものになります！！

会議室等の利用や施設見学が出来ます

ごみの搬入受付日時が拡充されます
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○保育園（所）� 期間：10月３日㈪～８日㈯
� 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３日㈪～７日㈮
� 時間：午後２時30分～５時
� 場所：●通園区域内の園を希望の人は、各希望の幼稚園で受け付けます。
� 　　　●通園区域外の園を希望の人は、市役所本館１階会議室で受け付けます。
� ※通園区域外の幼稚園を希望する場合はこ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。
◎詳細は、決定次第、市ホームページに掲載します。（９月下旬を予定）
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15日㈯　午前10時～11時30分
� 場所：コミュニティセンターきたの
◎詳細は、「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

平成29年度　保育園（所）･幼稚園園児募集！！

平成29年度　こどもの家（学童保育所）入所案内

　マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、市が発行する証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、
戸籍謄本・抄本、所得証明書等）を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービスを10月１日から開始します。

☆利用にはマイナンバーカード（個人番号カード）が必要です。市民カード（印鑑登録証）では利用できません。
☆既にマイナンバーカードの交付通知書が届いている人は、お早めに市民課でお受け取りください。
※詳しくは「広報やす８月号」をご覧ください。
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

平成28年10月１日から
コンビニ交付がはじまります！！

○全国のコンビニエンスストアで取得可能…

　　午前６時30分～午後11時まで、土曜・日曜日、祝日も利用可

○証明書の種類…

　　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、所得証明書など

○手数料…１通につき200円～350円

　　＊窓口より100円安くなります。

暮らしの情報
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