
　　

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　現在、休止しております温水プール（すいむ８）の回数券の払い戻し手続きを
行っています。
　手続きの期限は今月中となっています。今一度ご確認をお願いします。

受付日時…毎週火曜～日曜日　午前10時～午後５時（休館日は除く）
受付場所…総合体育館
持 ち 物…未使用の回数券と振込口座がわかるもの
※つづり番号のない券は、台紙です。回数券ではありません。
※還付金（返金）は、口座振込みとなります。
※詳細はお問い合わせください。
問い合わせ…総合体育館☎587－3477、FAX587－3276

平成30年３月31日㈯まで

お急ぎください！ 手続き期限は今月中です ！

総合体育館温水プール（すいむ８）回数券の払い戻し

つづり番号

☆★ コーラス・グループ ★☆
　　春は、卒業・入学の季節でもあり、歌声の季節
です。市内ではコーラス活動が盛んに行われてお
り、市教育委員会が把握しているだけでも９グルー
プあり、30年以上も活動しているグループもあり
ます。市民の皆さんのご参加や発表会の鑑賞など
応援をお願いします。

☆★ 自殺防止対策 ★☆

　過去、年間の自殺者数が３万人を超えており、
平成18年に自殺対策基本法が制定されました。そ
の後、自殺者数は減少していますが、現在も年間
２万人を超え、主要先進７カ国で最も高く、深刻
な状況です。国は、平成28年に法を改正し、全市
町村に平成30年度末をめどに「自殺対策計画」の
策定を義務づけました。
　市はこれまで、自殺対策強化事業として電話相
談、普及啓発、自殺未遂者支援、また市民生活相
談等を実施しています。市の自殺死亡率は国、県
よりはかなり低くなっていますが、主要先進国の
水準には至っていません。計画策定にとどまらず、
健全で住みよいまちづくりの視点から取り組みを
強化していきます。

☆★ 市営住宅の整備 ★☆

　「市営住宅長寿命化計画」を策定中です。高齢化
や単身化が進み、改めて公営住宅の役割が増して
います。施設の適正な維持管理を進めるとともに、
昭和40年代の老朽化した建物の統廃合と新築を行
い、生活困窮者支援も含め、計画的に戸数の増加

も行います。

☆★ 永原御殿の史跡指定 ★☆

　国の史跡指定をめざし、発掘調査等を進めてい
ますが、「本丸」跡で「御亭」と「古御殿」である
と考えられる建物跡等が明らかとなりました。徳
川家康も滞在した想像も働きます。

☆★ 土地開発基金の正常化 ★☆

　市では、道路や河川整備など公共事業に必要な
土地を事業費が予算化される前に、あらかじめ基
金を活用して買収する制度を設けています。議会
の議決により事業費が正式に予算化された段階で、
基金からその土地を「買戻し」、事業に利用するこ
ととなっています。
　しかし、基金からの支出段階では、議会の議決
（市民への公開）が必要でないため、過去には制度
が安易に運用され、事業のめどがない土地までが
買収され、その結果として、未利用の土地が多数
残り、そのため基金にお金が戻されていない不適
正な事例が相当数ありました。
　旧町時代から平成19年度までのこのような事案
について、平成22年度以降、取得経緯等を検証し、
順次整理をしてきました。現在開会中の市議会定
例会に「買戻し」予算として、１億数千万円を計
上しています。土地購入の根拠や合理性のないも
のがあり、基金の正常化を行うために平成22年度
以降、一般会計から基金に投入した財源は４億円
を超えており、大変厳しい状況です。

野洲市長　山仲 善彰
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　効率的、効果的な行政運営を進めることを目的に経
営改善および公共施設のあり方について検討を行いま
す。
　今回、学識者や関係団体の代表者の皆さんとともに
審議会委員として施策・事業の評価・検証をしていた
だく委員を募集します。

任　　期…委嘱の日～平成32年３月31日
募集人員…１人程度
応募資格…�平成30年４月１日現在、満18歳以上の市内

在住・在勤者
応募・問い 合わせ…３月16日㈮までに住所、氏名、年

齢、性別、電話番号を記入の上、「私が提
案する住み続けたいと実感できるまちづく
り」（800字程度／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

で企画調整課（〒520－2395野洲市小篠原
2100番地１）☎587－6039、FAX586－2200、
Ｅメールkikaku@city.yasu.lg.jp

※�選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※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。
※�平成30年度は審議会を５回程度開催予定で、出席者
には謝礼をお支払いします。

締…申込締切日、選…選考日、資…資格等、普自…普通自動
車免許保有者、賃…賃金、勤時…勤務日時、勤場…勤務場所

■こども課☎587－6052　締３/15・選３/19
▽【一般事務】臨５人　資ワード・エクセルの操作ができ
る人　賃880円/時　勤時８：30～17：15　１日４時間程
度勤務　勤場市内保育園・こども園
▽【給食配膳】臨５人　資不問　賃880円/時　勤時11：00
～13：00　勤場市内保育園・こども園

■商工観光課☎587－6008　締３/14・選３/15
▽【一般事務（観光業務等）】臨１人　資市の観光振興に意
欲がある人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自　
賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　月20日以内勤務

平成30年度
臨時職員募集！

★	雇用期間…	４月１日～９月30日（更新の可能性あり　
最長平成31年３月31日まで）

★	通勤手当…		日額150円（２km～10km）、日額250円（10km以上）
★選考日は、写真付き履歴書を提出。
★選考方法は面接。

★詳しくは、各課申し込み先へお問い合わせください。
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

野洲市都市経営審議会委員を公募します

　市では、「野洲市ほほえみやす21健康プラン」をもとに、市民の皆さんと協働で健康づくりに取り組んでいます。
健康づくりの具体的な取り組みについて意見を活発に出し合ってもらえる委員を募集します。

任　　期…委嘱の日～平成32年３月31日
募集人員…２人程度
応募資格…満18歳以上の市内在住者
応募・問い 合わせ…３月23日㈮までに住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記

入の上、「健康づくりについての意見」（400字程度／様式自由）を
添えて郵送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

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※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。

～ 健康づくりについて考えてみませんか ～

野洲市ほほえみやす21健康プラン推進委員を公募します

暮らしの情報
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　就職・転勤・入学等による転入・転出など、住所異
動の届け出が集中するこの時期に合わせて、休日に住
民異動等の手続きと、個人番号カードの交付を行いま
す。
　平日に来庁いただけない人は、この機会をぜひご利
用ください。

手続き・交付場所…市民課
取扱業務…
　　▽住民異動（転入、転出、転居等）の受け付け
　　　※�個人番号カードまたは住基カードによる特例

転入や海外からの転入手続き等は、受付でき
ない場合があります。

　　▽個人番号カードの交付
　　　※「交付のご案内」が届いた人が対象です。
　　▽�住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本等の

各種証明書の発行
　　▽印鑑登録　など
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

休日に転入、転出、転居などの
手続きと個人番号カードの
受け取りができます

４月１日㈰・８日㈰
午前９時～正午

　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、会議開催場所に傍聴席を設け
ていますのでお気軽に傍聴にお越しください。

日　時…３月27日㈫　午前10時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容…◦会長、副会長の選出について
　　　　◦�平成29年度子育て支援事業計画の実

績報告について
問い合わせ…こども課
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

野洲市子育て支援会議を

開催します

4月から市民サービスセンターで
市民生活相談を始めます

　市民サービスセンターでは、平成30年４月から地域
における身近な相談窓口として取り組みを推進するた
め、市民ニーズの高い法律相談や生活相談など市民生
活相談を新たに始めます。
　なお、市民サービスセンターで取り扱う業務を一部
変更し、次のとおりとなります。

取り扱う業務
＜市民生活相談＞（新規）
　◦法律相談（月１回）…�相続・登記・不動産・家庭

問題などの法律相談
　◦生活相談…生活にかかわるお困りごとの相談

＜各種証明書等の発行＞
　◦戸籍、住民票、印鑑証明書の発行
　◦印鑑の登録・廃止
　◦�所得、課税、非課税、固定資産評価、公課、市税
納税証明書の発行

　◦市税納付書の再発行
　◦耕作証明書の発行
　◦�国民健康保険および後期高齢者医療被保険者証の
再発行

　◦げんきカードの再発行

終了する業務
　　　　　　※３月30日㈮をもって終了します。
　◦住所、戸籍、保険の異動届の受付
　◦軽自動車の登録・廃車受付
　◦ごみ袋の販売

☆★☆★☆ 各種ごみ袋等は次の場所にて ☆★☆★☆
販売します

ごみ袋等の種類 販売場所
�一般家庭用
�指定ごみ袋・粗大ごみ��
�シール

�指定ごみ袋等取扱店
（スーパーやコンビニ）
�環境課　

�事業用ごみ袋 �野洲クリーンセンター
�環境課

※取扱店への販売は環境課となります。

問い合わせ…市民サービスセンター
　　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438
　　　　　　市民生活相談課
　　　　　　　☎587－6063、FAX586－3677
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　平成30年３月までの国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年４月からは滋賀県と市町が協力
して国保を運営します。
　これは①年齢構成が高く医療費水準が高い�②所得水準が低く保険税負担が重い�③財政運営が不安定になるリ
スクの高い小規模な保険者が存在するといった市町国保の課題を解決し、国保を将来にわたって守り続けるため
です。

被保険者への影響
（１）変わらないこと
　　　◦医療の受け方は変わりません。
　　　◦保険税の納付先や被保険者の各種届出の窓口は変わりません。
（２）変わること
　　　◦国民健康保険被保険者証等の様式が変わります。
　　　◦高額療養費の多数回該当（注1）が都道府県単位で通算されます。
　　　　…�滋賀県内の他の市町へ転出した場合も、平成30年４月以降の療養に

おいて発生した高額療養費の多数回該当の該当回数は引き継ぎ、通
算になります。（世帯の構成に変更があった時には通算されない場
合があります。）

　　　（注１）　�高額療養費とは、１カ月の医療費の自己負担額が一定の額（自
己負担限度額）を超えて高額になった時、その超えた分が給付
される制度です。過去12カ月で高額療養費の対象になった月数
が４月以上となったとき、４月目から自己負担限度額が下がる
場合があり、これを多数回該当といいます。

詳しくは国民健康保険被保険者証と同封で送付予定の「滋賀県の国保」をご確認ください。

　現在お持ちの「国民健康保険被保険者証」（保険証（桃色））は３月31日で有
効期間が満了します。新しい保険証（紫色）を３月下旬に簡易書留郵便（★）で
世帯主様あてに郵送します。
　配達時に不在等で受け取れなかった場合には、不在連絡票が配られますので、郵便局に再配達を依頼するか、
または郵便局の窓口で受け取ってください。郵便局での受け取りの場合、不在連絡票、印鑑、本人確認の証明資
料（運転免許証など）が必要です。
　郵便局での保管期間が過ぎた保険証は普通郵便で再度郵送しますのでご了承ください。
　また、平成31年８月1日から保険証と高齢受給者証の一体化を予定しているため、今回の保険証の有効期限は
平成31年７月31日（短期証の人や途中で75歳の誕生日を迎える人等は違う場合があります。）となっています。
誤って有効期限内に処分されることのないようご注意願います。
※有効期限が切れた保険証は、４月１日以降にご自身で廃棄処分してください。

★簡易書留郵便は、郵便局の配達員が自宅に伺い、直接手渡しする配達方法です。

簡易書留郵便での配達期間は、
おおよそ３月16日㈮～30日㈮です

国保制度が変わります ！平成30年４月から

国民健康保険の被保険者証（保険証）を更新します

郵便でお届け

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

暮らしの情報
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