
　　

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◇◆ 新しい年度が始まりました ◆◇

　新年度も市民の皆さんの生活と活動を支える多
くの事業を進めます。今月には、三上こども園が
開園し、またコミュニティバスの路線を２路線拡
充し、時間短縮と運行本数の増便により便利にな
ります。７月には夏まつり花火大会、９月にはオ
クトーバーフェストも開催します。温水プールの
整備や中主小学校、野洲北中学校の大規模改修と
増築工事も本格化します。
　７月からは、現野洲病院の施設を利用して、「市
立病院」を開院します。職員の採用と内定を行い、
医師確保も整いつつあります。

◇◆ 老朽化した空家マンション対策 ◆◇

　去る１月30日に公開で開催しました野洲市空家
等対策協議会の内容が報道で大きく取り上げられ
ました。
　この建物は、これまで空家等対策の推進に関す
る特別措置法（空家対策法）などに基づき、所有
者に対して安全確保の指導を行ってきました。昨
年６月の地震後、建物の壁面が崩落したため、７
月初めに所有者へ危険除去の文書通知をするとと
もに、危険建築物は本来、建築基準法でも対応さ
れるべきであるため、所管の滋賀県の機関に適切
な対応を求めました。その後、中旬にアスベスト
が使用されている可能性が高いとの指摘を受け、
所有者に対応を求めました。近隣の民家、事業所、
守山市役所に戸別訪問し説明を行い、市議会議員
と報道関係者に公表しました。建物に近づかない

よう注意喚起の紙を建物に貼る対
応も行いました。また、改めて、
県にアスベストも含めた危険除去
の対応を求めましたが、動きはあ
りませんでした。
　速やかな対応が必要であるため、８月以降、市は、
法に基づき責任者である所有者を招集し、建物の
現状やアスベストの危険性を説明し、責任ある対
応を求めました。参加した所有者は自主解体の意
向を示されましたが、結果的に解体に必要な所有
者全員の同意には至りませんでした。
　市は、空家対策法に基づく指導等を行うため、
９月に立入調査を実施した上、特定空家に認定し、
指導を強化しました。しかし、対応が行われなかっ
たため、12月には法に基づき建物とアスベストの
「除去勧告」を所有者に行い、現在は、法に基づく
「命令」を行っています。
　なお、平成22年に滋賀県がこの建物にアスベス
トが使用されており対策が必要であると認め、所
有者に対して除去の勧告まで行っているにもかか
わらず手続きが放置されてきたことが判明したた
め、知事へ適切な措置（対応）をされるよう依頼
しました。
　今後、所有者が期限内に対応されない場合は、
市議会で予算の議決を得た上で、「行政代執行」に
より建物の解体・除去を行い、その経費を所有者
に請求することになります。

野洲市長　山仲 善彰

　市の最上位計画である「第２次野洲市総合計画」を
策定するにあたり、学識経験者や関係団体の代表者の
皆さんとともに、これからの野洲市のまちづくりに関
して審議していただく委員を公募します。

任　　期…委嘱の日～平成33（2021）年３月31日
募集人数…４人以内
応募資格…次の①②に該当する人
　　　　　① 平成31年４月１日現在、満18歳以上の市

内在住・在勤者
　　　　　② 任期内に10回程度開催（平日の日中、２

時間程度）する会議に継続して出席でき
る人

応募・問い 合わせ…４月16日㈫までに住所または勤務
先、氏名、年齢、電話番号を記入の上、「応
募動機および私の望む『10年後の野洲市の
姿』」（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。
※審議会への出席者には謝礼をお支払いします。

野洲市総合計画審議会委員を公募します！
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　市では、学童保育所での受益者負担と保育サービス
の拡充について広く意見をいただける委員を募集しま
す。

任　　期…委嘱の日～市へ提言する日
募集人員…２人以内
応募資格… 平成31年４月１日現在、満18歳以上の市内

在住者で、入所児童の保護者または同居の
親族でなく、かつ委員の任期中に入所予定
がない人

　　　　　※ 保護者については、保護者会を通じてご
意見をお聞きし、別途委員として参加予
定です。

応募・問い 合わせ…４月19日㈮までに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、子育て支援に関する
事業またはまちづくりに係る市民活動の経
験がある場合はその実績を記入の上、「野
洲市こどもの家の持続ある運営についての
提言・意見」（800字以内／様式自由）を添
えて郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参
のいずれかでこども課（〒520－2395野洲
市小篠原2100番地１）☎587－6052、FAX586
－2176、Ｅメールkodomo@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。
※委員会への出席者には謝礼をお支払いします。

売却方法… 工場用地・調整池を一連の用地として競争入札（予定価格以上で最高
価格による有効な入札書を投入した者を買主【落札者】として決定）

入札参加資格…個人および法人
入札日時・場所…６月14日㈮　午前10時～／市役所本館
申込書類…４月１日から総務課で配布します。
　　　　　※市ホームページからダウンロード可
申し込み・問い合わせ…４月１日㈪～５月15日㈬までに総務課☎587－6038、FAX587－4033
　　　　　　　　　　　（受付／午前８時30分～午後５時15分　土曜・日曜日、祝日は除く）

物　件 地　目 実測面積 予定価格

三上字西ノ川原2881番2 雑種地（工場用地） 14,922.81㎡
572,000,000円

三上字西ノ川原2881番5 雑種地（調整池） 3,170.36㎡

用途地域 容積率 建ぺい率 備　考

工業地域 200％ 60％ 三上小中小路工業団地地区計画区域内

野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会委員を公募します

　改元に伴うシステム改修のため、コンビニエンスストアおよび自動交付機における証明書交付を一時
停止します。ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

停止日時…▽コンビニ交付／４月11日㈭　終日　▽自動交付機／５月１日㈷　終日
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677　税務課☎587－6040、FAX587－2439

コンビニ交付および自動交付機における
証明書発行一時停止のお知らせ

三上小中小路工業団地工場用地を公募で売却します！

暮らしの情報
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　平成31（2019）年度の特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手
当の額をお知らせします。なお、平成30年度と比較すると1.0％の引き上げとなり、これは平成
30年全国消費者物価指数の実績値によるものです。

種　類
手当額（月額）

平成30年度 平成31年度
特別児童扶養手当１級 51,700円 52,200円
特別児童扶養手当２級 34,430円 34,770円

特別障害者手当 26,940円 27,200円
障害児福祉手当 14,650円 14,790円
経過的福祉手当 14,650円 14,790円

問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

「ヘルプマーク」をご存知ですか？

各種障がい者手当の額が改定されます

　「ヘルプマーク」は、義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病、妊娠初期な
ど外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない人が周囲に配慮を必要として
いることを知らせ、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
　ヘルプマークを持った人には、電車やバス内で席を譲ったり、困っているようであれば
声をかけるなど、思いやりのある行動をしていただくようご協力をお願いします。

◆ヘルプマークを身に着けた人を見かけたら
　◦電車・バスの中で、席をお譲りください
　　 　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなど同じ姿

勢を保つことが困難な人がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っ
ていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

　◦駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします
　　 　交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や

立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な人がいます。
　◦災害時は、安全に避難するための支援をお願いします
　　 　視覚や聴覚などに障がいがあり状況把握が難しい人、肢体に障がいがあり自力での

迅速な避難が困難な人がいます。

◆ヘルプマークの配布
　　申し出のあった人に無料でお渡ししています。

配布・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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　高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の対象と思われる
人には、５月上旬に個別通知（はがき）をします。接
種を希望する人は、実施医療機関に予約の上、接種を
受けてください。

対　象…次の①②に該当する人
　　　　① 平成31（2019）年度に満65・70・75・80・

85・90・95歳および100歳以上になる人
　　　　② 過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを受

けたことがない人
持ち物… はがき、本人確認ができるもの（健康保険証

など）、接種費用
※ 実施医療機関および個別通知が届くまでに接種を希
望される人はお問い合わせください。

※ 過去に自費等で高齢者肺炎球菌ワクチンを受けた人
は対象になりません。

※ 今までにこのワクチンを接種されたことのない人を
対象に、経過措置として、平成31年度から５年間、
１人１回定期接種の機会を設けています。対象とな
る年度においてのみ公費助成が
受けられます。

問い合わせ…健康推進課
　　　　　　☎588－1788、
　　　　　FAX586－3668

　介護保険料を年金からの天引き（特別徴収）により
納めていただいている人は、今年度の年間保険料決定
額を天引き額に反映できるまでの月（４月・６月）は、
仮徴収として２月と同じ金額を年金から天引きするこ
とになっています。

※ 仮徴収の額については、２月と同じ金額であること
を介護保険料決定通知書により、すでにお知らせし
ているため、今年度からは個別通知を廃止します。

※ ４月・６月から新たに特別徴収が開始となる人に
は、今月上旬に別途通知します。

※ 各年度の介護保険料は毎年６月に確定します。当月
以降の徴収額は、６月中旬に決定通知書でお知らせ
します。

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

高齢者の肺炎球菌感染症
予防接種のお知らせ

介護保険料の仮徴収の
お知らせ

児童扶養手当のお知らせ

　４月期の児童扶養手当（平成30年12月～平成31年３月分）の支払いは４月11日㈭の予定です。
※ 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された場合は届出が必要です。

◎支給額が改定されました
　４月分（８月期支払分）からの手当月額は次のとおりです。

区　分 手当月額（平成31年４月～）

全部支給
42,910円

（児童２人目は10,140円、３人目以降は6,080円加算）

一部支給
42,900円～10,120円（10円単位）

（児童２人目は10,130円～5,070円、３人目以降は6,070円～3,040円加算）

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

暮らしの情報
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■犬の登録
〇 未登録の場合は、飼い主の住所・氏名、犬の種
類・名前・生年月日等を登録して、鑑札の交付
を受けてください。

☆登録手数料…3,000円／１頭

■狂犬病予防注射 
〇 登録済の犬については、受付票（後日郵送のは
がき）と愛犬カードを持参してください。

〇 犬の体調を十分確認し、問診票（「犬の登録証」
封筒に同封）を事前に記入の上、予防注射の当
日に持参してください。健康に不安のある犬に
ついては、事前に動物病院にてご相談ください。

☆注射手数料…3,400円／１頭

■注意事項
〇雨天時でも実施します。
〇 事故防止のため、注射会場には小さな子どもの
同行は避け、犬を扱える飼い主が連れてきてく
ださい。

〇 駐車場に限りがありますので、車での来場はご
遠慮ください。

〇 交通事情により開始時間が前後することがあり
ます。

〇 必ず指定時間内にお越しください。定刻を過ぎ
ましたら次の注射会場へ移動しますので、ご注
意ください。

〇 近くの動物病院でも随時「登録受付」「予防注射」
を行っています。

■問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

犬の登録と狂犬病予防注射を行います
～４月11日㈭から巡回～

　生後91日以上の犬の飼い主には「生涯１回の登録」と「年１回の狂犬病の予防注射を受けさせること」が
法律で義務付けられています。あなたと愛犬の暮らしを守るため、必ず登録を行い、予防注射を受けましょう。

■注射日程等 ※★の医師は待機獣医師
日　時 注射場所 担当獣医師

４月11日㈭

９：30～10：00  吉川自治会館
　谷出　恭子（カナヤ犬猫病院☎564－2493）
　服部　静香（スマイル動物病院☎562－1814）
★山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）

10：25～10：45  菖蒲自治会館
13：20～13：50  野洲市役所
14：15～14：55  コミュニティセンターなかさと

４月16日㈫

９：30～10：10  コミュニティセンターしのはら
　小松　繁司（小松動物病院☎583－4050）
　吉川　昌宏（やぐらどうぶつクリニック☎532－9968）
★坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎587－6160）

10：35～11：05  コミュニティセンターひょうず
13：30～14：10  コミュニティセンターぎおう
14：30～15：05  冨波甲自治会館

４月17日㈬

９：30～10：10  コミュニティセンターきたの
　石田　龍一（いしだ動物病院☎552－6866）
　金子　宗平（守山しっぽ動物病院☎575－0286）
★由里　和世（NISHIDAペットクリニック☎585－6776）

10：30～11：00  野洲市役所
13：30～14：00  比江自治会館
14：25～14：55  野田自治会館

４月18日㈭

９：30～10：15  近江富士会館
　足立　恒充（あだち動物病院☎566－0415）
　谷出　恭子（カナヤ犬猫病院☎564－2493）
★八木　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）

10：45～11：25  コミュニティセンターみかみ
13：30～14：00  木部自治会館
14：20～14：45  比留田自治会館

４月22日㈪

９：15～９：35  大篠原自治会館
　小西　正浩（こにし動物クリニック☎554－6666）
　藤野　和彦（栗東動物病院☎552－8001）
★米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）

10：00～10：30  野洲市役所
10：55～11：25  野洲川河川公園（管理事務所）
13：25～13：55  野洲市総合体育館
14：20～14：50  コミュニティセンターひょうず

５月８日㈬

９：30～10：05  富士美台自治会館（十ノ坪公園）
　金子　宗平（守山しっぽ動物病院☎575－0286）
　今村　　香（いまむら動物病院☎565－5779）
★山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）

10：30～11：10  人権センター（グラウンド）
13：30～14：00  野洲自治会館
14：30～14：50  小南自治会館

５月９日㈭

９：30～９：55  近江富士会館
　谷出　恭子（カナヤ犬猫病院☎564－2493）
　服部　静香（スマイル動物病院☎562－1814）
★木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）

10：25～10：55  市三宅自治会館
13：20～13：50  野洲市役所
14：15～14：50  コミュニティセンターなかさと
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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で「見て」、「知って」、「体感して」これからの環境を考えるイベントを開催し
ます。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…５月19日㈰　午前10時～午後２時
場　所…野洲クリーンセンター
内　容… 施設見学ツアー、水銀使用製品および小型家電の無料回収、

各種体験講座、パネル展示、フリーマーケット等
　　　　※フリーマーケットは、雨天中止となります。

～ フリーマーケット出店者募集 ～
　
やす環境フェスタ2019で開催するフリーマーケットの出店者を募集します。

募集区画… 16区画（１区画3.6m×６m　車両の駐車スペース含む）
出 店 料…500円／１区画　※当日に現金徴収します。
出 店 品… 家庭で不用になった日用雑貨、衣類等および手作り作品
申し込み… ４月19日㈮（必着）までに往信はがきに住所、代表者氏名（ふりがな）、電話番号を、返信用

はがきに郵便番号、住所、氏名を記入の上、投函してください。
　　　　　　【宛先】 〒520－2313　野洲市大篠原3335番地
　　　　　　　　　　野洲クリーンセンター「フリーマーケット係」

※出店可否は、５月８日㈬までに返信はがきにて連絡します。

「やす環境フェスタ2019」 開催！

土地・家屋価格等縦覧帳簿の情報を公開します

　納税者がご自身の固定資産の評価額（価格）が適正であるかを判断するために、縦覧制度による情報開示を実
施します。

【固定資産税の縦覧制度】
　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、評価額（価格）、市街化区分を記載）、家屋価格等縦覧帳簿（所
在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額（価格）、建築年を記載）により、平成31（2019）年度固定資産税の
納税者が、市内の土地または家屋の評価額（価格）を縦覧することができます。

縦覧できる人…納税者または代理人
縦 覧 期 間…４月１日㈪～５月31日㈮
必要なもの…▽ 納税者／本人確認ができるもの（運転免許証など）
　　　　　　▽ 代理人／上記および納税者からの委任状
※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみ縦覧可
※借地人、借家人は固定資産税の納税者ではありませんので、縦覧できません。
縦覧場所・問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

暮らしの情報
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