い！

さ
ご利用くだ

休日に市民課業務を行います

４月
１日㈰・８日㈰
午前９時
～正午

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。
取扱業務…▽住民異動（転入、転出、転居等）の受け付け
※一部特例転入や海外からの転入手続き等は除く
▽個人番号カードの交付
▽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

市長メッセージ

～ まちの動き

☆★☆ 新しい門出
おめでとうございます ☆★☆
今月は、入園・入学、就職の季節です。希望と
不安を胸に、それぞれ人生の新しい展開が始まり
ます。待ち受ける人生の波を乗り越えての輝かし
い前途を祝福します。
◇◆◇ 北部合同庁舎でも市民生活相談 ◇◆◇
消費に関するものだけでなく、借金、相続、滞納、
就労、引きこもりなど、市民の皆さんの生活にか
かわるあらゆる問題の相談に応じ、市役所の機能
と専門家（機関）の協力により解決の支援を行っ
ています。
新年度からは、北部合同庁舎でも相談業務を始
めます。
◇◆◇ 夏まつり花火大会と
オクトーバーフェストを開催！ ◇◆◇
夏まつり花火大会は、７月21日㈯に昨年と同じ
会場（蓮池の里多目的公園）で開催される予定で
す。
オクトーバーフェストは、９月22日㈯・23日㈷
に開催される予定で、会場はＪＲ野洲駅南口周辺
です。
◇◆◇ 市内から栗東インターまで約５分 ◇◆◇
長年の慢性渋滞の解消と地域活性化、防災力の
向上等を目的に進められている国道８号野洲栗東
バイパスの事業が大きく進展しています。バイパ
ス沿線の地域、土地所有者および事業所のご協力
と国土交通省の積極的な取り組みによるもので
す。開通時期はまだ明確ではありませんが、遅く
とも６年以内の開通を期待しています。市内の国

市民の皆さんへ ～

道との分岐点から名神栗東イ
ンターまでの4.7km、設計速度
80kmの全線高架の道路で結ば
れます。
◇◆◇ 琵琶湖と河川の維持管理 ◇◆◇
野洲川、日野川をはじめ県内の主な河川は、ほ
ぼ琵琶湖に流れています。このため源流の山間部
を抜けると流れが緩やかとなるため、流れによっ
て運ばれた土砂が堆積しやすく、多くの河川が天
井川になります。天井川とは、川床が平地より高く、
場合によっては家の屋根より高い川のことです。
現在は改修され、廃川となりましたが、草津川は
その代表です。川の下に鉄道や国道が通っていま
した。市内では、野洲川や家棟川が同じでしたが、
現在、典型的な天井川は光善寺川です。豪雨によ
り増水すると堤防が切れやすく危険度が高いため、
河川管理者である滋賀県に対して早期の河川改修
を強く求めています。
河川の流入により琵琶湖にも土砂が堆積します。
また、琵琶湖は、下流府県市の水源として、ダム
湖となっているため、最大で2.9ｍの水位変動が起
こり、その影響で形状が変わり、浚渫や堤防の補
強が必要です。水位が上昇する場合は、陸地への
逆流を防ぐために、樋門を閉め、排水ポンプを稼
動させるなどの管理も必要です。昨年秋の台風21
号や平成25年の台風18号の時には、短時間に水位
が１ｍ近く上昇しました。
琵琶湖は、普段は穏やかな「母なる湖」ですが、
他面では、ダムとして、独立行政法人水資源機構
により日々維持管理されています。

野洲市長

山仲 善彰
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野洲市景観審議会委員を公募します
市では、野洲市景観条例に基づき、市の景観の形成
に関する事項について調査、審議していただくため、
学識経験者等から構成する「野洲市景観審議会」を設
置しています。
今回、この審議会で皆さんとともに調査、審議して
いただく委員を募集します。
任
期…平成30年５月21日から２年間
募集人数…２人以内
応募対象…次の①～③を全て満たす人
①平成30年４月１日現在、満18歳以上の市
内在住者で景観についての知識や経験、
関心がある人
②年３回程度開催する（平日の日中、２時
間程度）審議会に継続して出席できる人
③国・地方公共団体の議員または常勤の職
員でない人

介護相談員
募 集！

応募・問い合わせ…４月23日㈪までに住所、氏名、年
齢、生年月日、性別、電話番号を記入の
上、「野洲らしい景観の形成に向けて取り
組むべきこと」（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
参のいずれかで都市計画課（〒520－2395
野 洲 市 小 篠 原2100番 地 １） ☎587－6324、
FAX586－2176、Ｅメールtosi@city.yasu.lg.jp
※レポートには、景観について有する知識や経験等を
盛り込んでください。
※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。
※審議会への出席者には報酬を支払います。

市では、現在６人の介護相談員が介護施設や事業所を訪問し、利
用者の疑問や不満、希望などの相談をサービス提供事業者や市に橋
渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上に貢献して
います。

雇用期間…10月１日から２年間 ※更新の可能性あり
募集人員…１人
対
象…次の①～④を全て満たす人
①市内在住者で10月から月４回程度活動で
きる人
②介護相談員養成研修を受講できる人
（７月10日～13日の４日間（前期）と９

月７日（後期）、その他施設研修２日間）
③連絡会議に出席できる人（偶数月第２火
曜日開催）
④介護サービス事業を行う団体の職員・役
員でない人
報
酬…116,000円／年
※今年度は、年度途中採用となるため月割
り（10月～平成31年３月分）

活動内容…介護サービス事業所（特別養護老人ホーム
やデイサービス事業所等）を訪問し、利用
者の疑問や不安の解消に向けた相談活動等
を実施
選考方法等…面接／４月25日㈬ 午前10時～
場所／野洲市健康福祉センター
申し込み・問い合わせ…４月23日㈪午後５時までに写
真付き履歴書、作文「介護保険について
私の思うこと」（800字程度／様式自由）
を添えて地域包括支援センター☎588－
2337、FAX586－3668
※受付／月曜～金曜日 午前９時～午後５時
※提出書類等は持参に限る

介護老人福祉施設100床の整備事業者を公募します
第７期（平成30～32年度）介護保険事業計画に基づき、介護老人福祉施設の整備事業者を公募します。
募集施設…介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
整備施設…100床（30床以上） ※施設数指定なし
整備年度…平成31年度
選定方法…ヒアリング、プレゼンテーション
※募集要項等の詳細は市ホームページをご確認ください。
申し込み…５月15日㈫～６月25日㈪午後５時15分までに提出書類を持参してください。
問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
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募集!! 文学の散歩道 あなたの一句をお待ちしています
日常の出来事や感想を短歌、俳句、川柳、冠句、情歌に詠んで、あなたの一句を「文学の散歩道」に応募して
みませんか。
募集部門…短歌、俳句、川柳（配題あり）、冠句（配題あり）、情歌（配題あり）
応募資格…市内在住・在勤・在学者
応募条件…各部門１人３作品以内（複数部門応募可）
そ の 他…◇所定の用紙で応募してください。
※生涯学習スポーツ課、各学区コミセン等に設置しています。
◇複数部門を出品される場合は、部門ごとに応募用紙を分けてください。
◇出品料は無料です。経験・未経験は問いません。
◇入選された人は次回の投稿者交流会（審査会）の際、選者となる権利を有します。毎月中頃、前月
入選者・投稿者を中心とした投稿者交流会を実施し、入選作品を決定します。
◇野洲文化ホール前などに各部門上位３作品を月末頃から約１カ月間掲示します。応募用紙にペンネー
ムや雅号を書かれている人は、本名を公表しません。
応募方法…毎月10日午後４時までに応募用紙に作品、氏名、住所、電話番号と市内在勤・在学者は学校名、勤務
先を楷書で記入の上、野洲文化ホール玄関付近に設置の応募箱へ投函いただくか、郵送または持参の
いずれかで生涯学習スポーツ課へ応募してください。
※土曜・日曜日、祝日の場合は、次の最初の開庁日
<配 題>
川

柳

冠

句

情

４月
本
心意気
５月
駄菓子
笑みこぼれ
６月
晴れ間
繰り返し
７月
流行
忘れもの
８月
自動
夏祭り
９月
贔屓
いとおしい
10月
福の神
晴れやかに
11月
海
浮世風
12月
生涯
さようなら
１月
涙
お洒落して
２月
土地
寒々と
３月
花
シャボン玉
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

歌

咲く
町
挨拶
衣装
水
丘
夢
駅
暮れ
笑顔
宝
日記

「野洲市空家等対策計画」
を策定しました

「野洲市営住宅長寿命化計画」
を策定しました

近年、人口の減少や高齢化の進展、居住形態の多様
化などにより、適正な管理が行われていない空家等が
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、大きな問
題となっています。
国では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」
が施行され、空家等という個人の財産の管理に対する
市の権限が強化されました。
これを受けて、本市における空家等に関する対策を
総合的かつ効果的に実施するため、野洲市空家等対策
計画を策定しました。
本計画は、市民の安全を守り、安心した生活環境を
確保するために空家施策の実施方針を示すもので、こ
れに基づき問題のある空き家に対しての措置を重点的
に取り組むとともに、相談体制を充実し対応していき
ます。

市には、現在、７団地（17棟・309戸）の市営住
宅があり、これらのうち、昭和40年代に建設の住宅
は更新時期を迎えています。
このことから、市営住宅の長寿命化を図る住宅を
判別し、定期的な点検および早期の修繕等により更
新コストの縮減をめざすために中長期的な計画の具
現化が課題となっています。
本計画では、ライフサイクルコスト（LCC）（注）
の縮減を図りながら、老朽化した団地の統廃合と新
築整備について検討しています。
（注）ライフサイクルコスト（LCC）とは、建物が
建設された時点から除却されるまでに要する
建設、改善、修繕、除却に要するコストの総
和のこと。

問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176
2018.4
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後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ
平成30・31年度の

後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします
●平成30・31年度の保険料率（年額）
区

分

被保険者均等割額
所得割率※
年間保険料上限額

現

保険料率
行（平成28・29年度）
改定後（平成30・31年度）
45,242円
43,727円
8.94％
8.26％
57万円
62万円

※「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合

保険料が軽減される場合と変更点

<所得の低い人の軽減>
■世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「９割・
8.5割・５割・２割」のいずれかの割合で軽減されます。
■基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人への軽減については、次のとおり変更となります。
≪改正前≫所得割が２割軽減
≪改正後≫所得割 軽減なし
<職場の健康保険などの被扶養者であった人の軽減>
■資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者であった人への軽減は、次のとおり変更とな
ります。
≪改正前≫均等割額は７割軽減、所得割額は課されません。
≪改正後≫均等割額は５割軽減、所得割額は課されません。

保険料均等割額の軽減範囲が拡大されます

■均等割額が２割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
≪改正前≫「基礎控除額（33万円）」＋「49万円×世帯の被保険者数」
≪改正後≫「基礎控除額（33万円）」＋「50万円×世帯の被保険者数」
■均等割額が５割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
≪改正前≫「基礎控除額（33万円）」＋「27万円×世帯の被保険者数」
≪改正後≫「基礎控除額（33万円）」＋「27.5万円×世帯の被保険者数」

新しい保険料の額は、7月に郵便でお知らせします
広域連合のホームページで保険料額の試算ができます。

http://www.shigakouiki.jp/index.html

★平成30年８月１日から使用する被保険者証は、７月中に簡易書留でお届けします。
８月１日からは新しい被保険者証をお使いください。
入院時食事代の標準負担額が変わります

所得区分 現役並み所得者、一般の人 現行360円/１食 ⇒ 460円/１食（平成30年４月１日から）
※所得区分が区分Ⅰ、区分Ⅱ（住民税非課税世帯）の人、指定難病患者の人については、変更ありま
せん。
※療養病床に入院した場合の食事代は変更ありません。
 養病床に入院した場合の居住費の標準負担額については、平成29年10月から370円／日に変更と
療
なっています。（入院医療の必要性の高い状態が継続する患者については、平成29年10月から200円
／日であったものが平成30年４月から370円／日となります。）
問い合わせ…滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013、市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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「ものをいかす交換銀行」の制度が変わりました！
ものをいかす交換銀行では、市民間のリユースを促進し、ごみの減量化を図ることを目的とし、毎月「広報やす」
に市民が譲渡または譲受を希望する物品の情報を掲載しています。
平成30年３月号から受付開始時の混雑を解消するため、開始から一定期間の受け付けを抽選方式に変更しまし
たのでお知らせします。
受付日時…月曜～金曜日（祝日は除く）
午前８時30分～午後５時15分
電話、FAXまたは環境課窓口で受け付け
【抽選受付期間】

第２開庁日午前８時30分～
第４開庁日午後３時
【先着受付期間】

第４開庁日午後３時～
最終開庁日午後５時15分
斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
抽選方法…複数の申し込みがあった物品の抽選を行い
ます。
市職員がくじを引き、交渉順位を決定しま
す。
【抽選日時】 第４開庁日午後４時～
周知方法…「広報やす」に３カ月間掲載します。
※希望があれば延長して掲載します。
◦掲載できる物品数は、譲ります、譲って
ください欄各１人３点までです。

速報!!

◦毎月20日までに申し込みの場合は２カ月
後、20日以降は３カ月後に掲載します。
◦紙 面の都合上（スペース確保が困難等）
掲載できない場合があります。
対象外物品…欠陥品、故障品、バイク、食品（ペット
フード含む）、生き物、お金、支払いが
完了していないものなど
※開庁日とは、平日の市役所を開庁している日で、第
２開庁日とは、その月の２番目の開庁日となります。
※掲載物品を譲渡される際は、ご連絡をお願いします。
※今月号の記事は、25ページに掲載しています。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

オクトーバーフェスト野洲
ＪＡＺＺ ＵＰ！

開催のお知らせ !!
オクトーバーフェストとはドイツ各地で行われているビール醸造の幕開けを
祝うお祭りです。
ビールを味わい、ジャズを聴きながら楽しく過ごせるイベントです。
詳細は随時お知らせします。

日 時…９月22日㈯・23日㈷
場 所…JR野洲駅南口周辺
問い合わせ…オクトーバーフェスト＆ジャズフェスin野洲
実行委員会事務局（商工観光課内）
☎587－6008、FAX587－3835
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