
　　

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　　☆★☆ 透明・公平・公正が重要 ☆★☆

　国では公文書の公開や書き換えなどが大きな問
題になっています。公文書は国民共有の情報であ
り、政府に都合が悪くなれば、隠したり、書き換
えたりすることは当然あってはなりません。市民・
国民の税を財源として公共サービスを担う公的機
関への信頼が揺らいでしまいます。
　公文書が重要なのは、記録としてはもちろん、
私たちの生活や活動にかかわる政策決定などの公
平・公正さを証明するものでもあるからです。そ
れを不誠実に取り扱うことは、主権者である国民
の権利を損なうことになります。
　野洲市では、これまでから個人にかかわる情報
を除き、市の施策や情報は積極的に公開と開示を
行っています。これらは市民共有のものであり、
市民の皆さんがより良い判断と取り組みを行って
いただくために欠かせないものです。また、良質
な市民サービスを公平・公正で建設的に提供する
ためにも重要です。

　　◇◆◇ 市民病院整備
　　　　　　　 ～ 設計が最終段階 ～ ◇◆◇

　駅前の市民病院の最終的な設計を行っています。
利用者と医療関係者双方にとって利用しやすく、

簡素、堅牢、快適で景観にも配慮
した施設をめざしています。設計
完了前には、市民の皆さんとの懇
談会を開催してご意見を伺いま
す。懇談会は、来月６月２日㈯に開催します。

　◇◆◇ さくら墓園に
　　　　　納骨堂を整備 ◇◆◇

　市民の皆さんのお墓に対するニーズの多様化に
応じるため、さくら墓園（南桜・北桜地先）に納
骨堂など合葬式施設の整備を進めます。専門家と
市民代表による公開の検討会議で計画を進めます。

　◇◆◇ 大規模小売店の
　　　　　　　　　駐車場が縮小 ◇◆◇　　

　市内の大規模小売店の駐車場を700台から485台
に変更することについて、滋賀県知事から市の意
見を求められていましたので、議会にも報告の上、
交通渋滞・交通安全対策などについての配慮を求
める回答を行いました。
　また、駐車場に隣接の公園についてもその位置
づけと存続について確認を求めました。

10月より

野洲市長　山仲 善彰

　平成30年10月１日より、市民活動に係る情報収集や発信、交流の支援に関する業務を市民サービスセンター（北
部合同庁舎内）に移転します｡ これまで行ってきた業務に加え、４月に新たに設置した市民生活相談の機能と連
携して、地域課題の解決に向けた市民活動の支援を行います。これにより各種相談機
能との連携による相乗効果を図ります。
　なお、10月１日から、ホール、会議室等については、野洲図書館施設としてご利用
いただけます。

問い合わせ… 市民活動支援センター☎518－0556、FAX518－0557  

　　　　 市民活動支援センター機能は
　　　　　　　　　　　　市民サービスセンターへ移転します

市民懇談会のお知らせ！
～ 野洲市民病院の実施設計 ～ 

　諸室の構成や設備など設計内容の具体化を進めています！

日　時…６月２日㈯　午後２時～４時
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容… 野洲市民病院の設計概要について
問い合わせ… 市民病院整備課☎587－6141、FAX586－2200 
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自治会名 氏名

【野洲学区自治連合会】

野洲 山中　清嗣

四ツ家 政本　幸三

大畑 松下　　宏

万葉台 橋　　正明

行畑 野口　憲三

小篠原東部 南　喜代志

小篠原西部第一 嵜井　清弘

小篠原西部第ニ 山中　重樹

桜生 櫻田　英治

駅前 吉田　常雄

駅前東 坂田二三男

和田 千本　敬子

青葉台 小寺　富行

レオ 香月　律生

レックス 本多　和子

グラン・ブルー 瀬川　　敦

エスリード野洲第二 長澤真一郎

【北野学区自治連合会】

市三宅 千代　文一

駅前北 田中　康嗣

五反田 藤枝　喜文

山田 山戸　利文

縄手 山田　重治

樋ノ尻 上　　和之

稲辻 貝取　良雄

冨波南 角　　　修

みすいでん 立野　　実

久野部 冨田　久和

久野部東 松井　孝樹

竹生 岡野　　巧

五之里 岩井　　敏

冨波湖州平 藤居　正勝

自治会名 氏名

第二湖洲平 角田　辰治

富士美台 横田　光正

野洲平 幸津川郁夫

アルティプラザ野洲 古川廣市知郎

ヴィルヌーブ野洲 弘田美代子

竹ヶ丘 佐々木崇祥

【三上学区自治連合会】

三上 藤村　洋二

七間場 中山　幸夫

妙光寺 土川　幸司

北桜 川口　達雄

南櫻 南井　武夫

近江富士第一区 岩本　治人

近江富士第二区 西川　武愈

近江富士第三区 古岡　貞雄

近江富士第四区 轟　　慎一

近江富士第五区 船田　順久

近江富士第六区 髙務喜美記

近江富士第七区 横井　　健

【祇王学区自治連合会】

上町 福谷　速夫

下町 加賀爪七夫

江部 田中　暁男

中北 清水　茂行

北 清水喜代志

上屋 堤　　吉彰

新上屋 木津日出男

辻町 石塚　健一

冨波甲 髙木　藤夫

冨波野 喜屋武圭介

冨波松陽台 河野　真隆

冨波乙 竹内　睦夫

野洲の里 加藤　一男

自治会名 氏名

見星寺オレンジタウン 山下　岳人

冨波東 牛島　隆明

【篠原学区自治連合会】

大篠原 橋本　雅昭

小堤 田中　正隆

入町 玉本　邦雄

長島 森　　耕二

高木 武浪　勘治

小南 奧山　孝人

篠原駅前 南　　邦吉

【中里学区自治連合会】

比江 岩井　　實

小比江 東郷　宗宏

北比江 古川　邦彦

乙窪 廣瀬　　勉

錦の里 三井　四郎

吉地 長谷川　均

西河原 西村　順三

比留田 小杉　明夫

木部 森井　　勇

虫生 箕田　　博

八夫 北脇　　薫

【兵主学区自治連合会】

野田 木村　金悟

五条 西村位左男

安治 野洲喜代治

須原 冨田　眞至

下堤 濱谷　久吉

堤 橋本　郁夫

井口 山口　　修

六条 中島　美弘

吉川 川尻　良治

菖蒲 瀬古　良勝

平成30年度 自治会長が決まりました

（敬称略）

　平成30年度市内92自治会の自治会長をご紹介します。
　地域の自治組織のリーダーとして、また市民と行政をつなぐ橋渡し役など市政の充実・発展にご尽力いただき
ます。
　また、平成29年度をもってご勇退されました前自治会長の皆さんにおかれましては、在任中は自治会活動にご
尽力されたこと、市政運営に多大なご理解とご協力を賜りましたことにお礼申し上げます。

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

暮らしの情報
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平成29年度 野洲市まちづくり寄附金
状況を報告します！

　まちづくり寄附金は、多様な人々の参加と協働による個性豊かな活力ある野洲のまちづくりの資金とするために、
広く皆さんから寄附を募っているものです。
　いただいた寄附金は、まちづくり基金により運用しています。

■寄附金の収支

事業の種類 件数 寄附金額 活用（運用）金額 まちづくり基金残高
（平成29年度末現在）

① まちづくりの原動力となる市民活動を支援
するための事業 ０円 0円 0円 135,921円

② 人権が尊重され、福祉の充実した地域社会を
実現するための事業 ４件 1,158,000円 70,000円 1,819,128円

③ 山、川、琵琶湖等の豊かで良好な自然環境を
創造し、次世代に引き継ぐための事業 ５件 450,104円 0円 1,634,928円

④たくましい地域経済を創造するための事業 １件 144,927円 0円 155,027円

⑤まちづくりを担う人を育てるための事業 １件 20,000円 900,000円 1,508,400円

⑥ その他まちづくり寄附条例第１条の目的達
成のために市長が必要と認める事業 ０件 0円 0円 395,000円

利　息 61円 0円 6,669円

合　計 11件 1,773,092円 970,000円 5,655,073円
　皆さんからいただいた寄附金は、下記のとおり大切に活用（運用）させていただきました。ありがとうござい
ました。

▼寄附金の活用（運用）金額の内容

事業の種類 活用（運用）
金額 事業説明

② 人権が尊重され、福祉の充実した地域社会
を実現するための事業 70,000円 【人権問題啓発推進事業】

　　人権問題啓発用ＤＶＤの購入に活用

⑤まちづくりを担う人を育てるための事業 900,000円

【市民活動促進補助金】
　　NPO活動を促進するための補助金等に活用
【小学校および中学校施設整備費事業】
　　児童や生徒たちのＩＣＴ環境整備費に活用
【成人式開催事業】
　　はたちのつどい開催業務委託費に活用

※平成28年度までの活用（運用）金額は、14,529,200円です。

■年度別寄附状況

年度 件数 寄附金額
平成20年度 15件 765,304円
平成21年度 32件 1,131,399円
平成22年度 14件 961,480円
平成23年度 18件 906,846円
平成24年度 11件 1,900,494円

年度 件数 寄附金額
平成25年度 12件 3,754,898円
平成26年度 16件 4,232,440円
平成27年度 15件 3,081,021円
平成28年度 15件 2,647,299円
平成29年度 11件 1,773,092円

合計 159件 21,154,273円

※ まちづくり寄附金の詳細は、市ホームページでも公開しています。
　（複数の事業を選択できるため寄附件数と事業別寄附件数は異なります。）

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033
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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》利用できる店舗が増えました
～ 「マイナンバーカード（個人番号カード）」を申請してください ～

◎利用できる店舗等
　平和堂（一部店舗に限る）、ミニストップ、セブンイレブン、ローソン、サークルＫサンクス、
　ファミリーマートなど

◎取得できる証明書
証明書 手数料 取得できる人

住民票の写し １通200円 カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
印鑑登録証明書 １通200円 カード所有者で、野洲市で印鑑登録をしている人
戸籍謄本・抄本（除籍・原戸籍は除く） １通350円 野洲市に住所および本籍がある人でカード所有者または

カード所有者と同一戸籍の人戸籍の附票の写し １通200円
所得証明書 １通200円 カード所有者で、確定申告などができている人

（現年度分のみ）市民税課税・非課税証明書 １通200円
※手数料は市役所の窓口より100円安くなります。

◎利用できる時間
　午前６時30分～午後11時（12月29日～１月３日および保守点検日は除く）
　※店舗等の営業時間内に限ります。営業時間は各店舗等にお問い合わせください。

◎マイナンバーカードの申請方法
　「マイナンバーカード」は、「通知カード」の下に
ある「個人番号カード交付申請書」の郵送またはス
マートフォンやパソコンで申請できます（通知カー
ド発行以降、住所・氏名を変更している人は、この
交付申請書は使えませんので、市民課で新しい申請
書を取得してください）。
　カードの受け取りは、交付通知書を送付しますの
で、必要書類を持参の上、市民課にお越しください。
申請からカードの受け取りまでには約３週間かかり
ますので、お早めの申請をお願いします。

◇◆◇ コンビニ交付停止のお知らせ ◇◆◇
　５月31日㈭は、保守点検のため、コンビニ交付が終日ご利用いただけません。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※ ６月１日㈮から所得証明書および課税・非課税証明書は、平成30年度（平成29年分）の証明書が交付されます。

《 市民カード（印鑑登録証） 》
　市民カード（印鑑登録証）はコンビニでは利用で
きませんが、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に
必要です。マイナンバーカードの交付を受けた後も、
決して廃棄しないでください。

　「マイナンバーカード（個人番号カード）」を使用したコンビニ交付が利用できる
店舗が増えました。
　「マイナンバーカード」があれば、市役所が開庁していない早朝や夜間、休日でも、

「住民票の写し」や「印鑑登録証
明書」などの証明書が取得でき
ます。
　利用には、「マイナンバーカー
ド」が必要です。

【おもて面】 【うら面】

【おもて面】 【うら面】

通
知
カ
ー
ド

申
請
書
控
え

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

暮らしの情報
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　介護保険料は介護保険事業計画の期間にあわせて３年ごとに見直すことになっています。
　今回、介護保険料の算出基礎となる平成30～32年度の第７期介護保険事業計画期間内に必要となる介
護サービス等の費用を算定したところ、高齢者人口の増加などにより介護サービスの利用増加が見込ま
れたことから、今回保険料を改定することになりました。（基準額（第５段階）で年間5,520円の増額と
なります。）
　なお、平成27～29年度の第６期介護保険事業計画期間内に積み立てた介護保険給付費準備基金を取り
崩し、今回の介護保険料の上昇をできる限り抑えています。

※ 平成30年度の介護保険料は、平成29年１～12月の合計所得金額や住民税の課税状況等に応じて個別に
計算し、６月中旬に皆さんに通知します。

平成30～32年度 介護保険料
所得段階 保険料率 保険料年額

第１段階

生活保護を受けている人
住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 基準額×

0.50 35,880円
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の「合計所得金額＋課
税年金収入額」が80万円以下の人

第２段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の「合計所得金額＋課
税年金収入額」が80万円超、120万円以下の人

基準額×
0.75 53,820円

第３段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、第１段階、第２段階以外の人 基準額×
0.75 53,820円

第４段階 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、本人
の「合計所得金額＋課税年金収入額」が80万円以下の人

基準額×
0.90 64,584円

第５段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合）で、第４
段階以外の人 基準額 71,760円

第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×
1.20 86,112円

第７段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 基準額×
1.30 93,288円

第８段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 基準額×
1.50 107,640円

第９段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 基準額×
1.70 121,992円

第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×
1.80 129,168円

第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の人 基準額×
1.90 136,344円

第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×
2.00 143,520円

※ 国の制度により、昨年度同様、第１段階の人の保険料は軽減されます。
　（軽減後の保険料：基準額×0.45＝32,292円）
※ 合計所得金額とは、収入額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）を控

除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

平成30年度からの介護保険料が決まりました

65歳以上の皆さんへ

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

2018.5　広報やす　　8



　国民健康保険に加入している人に平成30年度から「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付することとなりま
した。
　これは、被保険者の皆さんが医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることにより、健康に対する認識
を深めていただき、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくための参考としてお届けする
ものです。
　また、本通知は確定申告の医療費控除の手続きで医療費の明細書として使用することができますので、医療費
控除を受けようとする人は、確定申告時まで保管してください。

送付月等…

送付月 受診対象月
１回目 ５月 １・２・３月受診分

２回目 ８月 ４・５・６月受診分

３回目 11月 ７・８・９月受診分

４回目 翌年２月 10・11・12月受診分

■確定申告による本通知使用の注意点
① ２月送付分（10・11・12月受診分）の本通知が送付される前に医療費控除の申告をされる場合や、本通知に

記載のないものについては、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に記入して申告してください。
② 福祉医療や高額療養費などの医療費に対する給付や負担金の減額がある場合は、ご自身で修正し、申告を行

う必要があります。
③ 税務署から該当の領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は確定申告期限から５

年間保存する必要があります。
※福祉医療費や高額療養費の支給申請には、従来どおり領収書の原本が必要です。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の額が平成30年度から約0.5％の引き上
げとなります。毎年手当の額については、物価変動に応じて見直しをしています。

手当額（月額）
平成29年度 平成30年度

特別児童扶養手当１級 51,450円 51,700円

特別児童扶養手当２級 34,270円 34,430円

特別障害者手当 26,810円 26,940円

障害児福祉手当 14,580円 14,650円

経過的福祉手当 14,580円 14,650円

問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けします

各種障がい者手当の額が改定されます

暮らしの情報
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