
謝辞を述べる橋本彌壽雄さん

　11月３日、「市政功労者表彰式」を行い、各方面で市の発展・振興に貢献した人に表彰状を贈りました。
　受賞者は次の皆さんです。（敬称略・カッコ内は経歴等）

　　　井
いかり

狩　久
ひさかず

和（固定資産評価審査委員会委員）、
　　　井

いのうえ

上　俊
としくに

邦（消防団員）、
　　　岡

おかの

野　晃
こうき

樹（消防団員）

　　　田
たなか

中さと子
こ

（健康推進員）、
　　　末

すえ

葊
ひろ

　正
まさ こ

子（健康推進員）、
　　　南

みなみで

出れい子
こ

（ひとり親家庭福祉推進員）、
　　　吉

よしだ

田英
えいいちろう

一郎（高齢者の見守り、地域の美化活動等に尽力）、
　　　佐

さとう

藤　勇
いさお

夫（公共施設の緑地維持管理に尽力）、
　　　橋

はしもと

本彌
や す お

壽雄（歴史・文化の伝承に尽力）、
　　　宇

う だ

田　正
まさと

人（学校歯科医）、
　　　四

よ つ や

ツ家壮
そうゆうかい

友会（地域住民の健康増進や地域の美化活動等に尽力）

　　　今
いまほり

堀　正
ただし

　　（野洲市青少年育成市民会議委員）、
　　　田

たなか

中ひとみ（野洲市青少年育成市民会議委員）、
　　　前

まえだ

田　良
よしあき

明（スキーの指導等を通じて青少年の健全育成に尽力）

　　問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

ますますのご活躍を！
令和元年度 市政功労者に13人・１団体

　野洲市議会は、11月８日開会の臨時会において、議長、副議長の選出などを行い
ました。
■野洲市監査委員（議会選出）
　◦山﨑敦志議員が議会の同意を得て選任されました。
　　任期は、令和元年11月12日～令和３年10月31日です。
■野洲市教育委員会委員
　◦新委員として南出久仁子さんが議会の同意を得て任命されました。
　　任期は、令和元年11月18日～令和５年11月17日です。
■野洲市公平委員会委員
　◦岡野孝子さんが引き続き議会の同意を得て選任されました。
　　任期は、令和元年11月18日～令和５年11月17日です。
■野洲市固定資産評価審査委員会委員
　◦村井正純さんと三久保佳辰さんが引き続き、また新委員として西川登代子さん
　　がそれぞれ同意を得て選任されました。
　　任期は、令和元年11月18日～令和４年11月17日です。

問い合わせ…議会事務局　　☎587－6034、FAX586－4300
　　　　　　監査委員事務局☎587－6110、FAX587－4033
　　　　　　教育総務課　　☎587－6014、FAX587－3835
　　　　　　総務課　　　　☎587－6038、FAX587－4033

市議会臨時会で決定

岩井智惠子議員

副議長

議　長

野並享子議員

自治功労（３人）

社会功労（７人・１団体）

教育文化功労（３人）
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　　　◇◆ 野洲市まちづくり
　　　　　　　　　基本条例の見直し ◆◇　　

　この条例は、野洲市発足後検討が始められ、平
成19年10月に施行されました。まちづくりの基本
となる条例であり、「最高規範」と規定されていま
す。制定に至る審議の中で、住民投票の議論の決
着がつかず、住民投票については包括的な規定に
とどまっています。これについては、その後、こ
の条例を受ける形で、別の条例で制度化しました。
　しかし、その他にも、「最高規範」としながらも
人権、環境、安全安心、自治会等の位置づけ、さ
らには、自治体の最上位計画とされる総合計画が
体系に組み込まれていないこと。また、４年を超
えない期間ごとに見直しを行うことが規定され、
安定性がないものとなっています。これらの問題
および課題を解消するために、条例第29条の規定
により、市民代表により組織された野洲市まちづ
くり基本条例推進委員会に対して条例の改正案に
ついて諮問を行い、答申をいただきました。
　改正案では、市の人権、環境などの制度との体
系化が図られます。また、総合計画がまちづくり
基本条例に根拠づけられるとともに、この条例の
計画として位置づけられることとなります。今後
は、条例本体でなく、それに基づく総合計画につ
いて定期的な見直しと毎年の進行管理が行われる
こととなります。
　この見直しされた条例（案）は12月下旬から意
見募集（パブリックコメント）を行いますので、
ぜひご意見をお寄せください。

◇◆ （仮称）野洲市商工業振興基本条例の制定 ◆◇

　今月の広報紙（６ページ）でお知らせしていま

すとおり、市民、関係団体代表、
専門家等による条例（案）の内容
に対する意見募集（パブリックコ
メント）を行っていますので、ぜ
ひご意見をお寄せください。
　また、同ページでお知らせしていますとおり、
新しく制度化する国土強靭化の地域計画、公文書
管理の条例についても意見募集（パブリックコメ
ント）を行いますのでご意見をお寄せください。
公文書管理に関しては第三者機関の設置など積極
的な提案を盛り込んでいます。

◇◆ 野洲市民病院整備工事が落札されず ◆◇

　野洲市民病院整備工事の入札を先月14日に行い
ました。その日に結果を公表しましたので、報道
によりすでにご存知のとおり、応札額が予定価格
を超えたため、契約ができませんでした。
　設計者に加え、専門機関の協力を得て、慎重か
つ手堅い設計積算を行ったうえ、設計額をそのま
ま予定価格としたにもかかわらず、入札額が高額
であったことは想定外でした。市場では建設費が
異常な高騰を示しているため、その配慮も行いま
したが、残念な結果となりました。
　今後、応札者の積算を分析するなどして対応を
検討していきます。制度上同じ設計で発注ができ
ないことから設計変更が必要になり、相当の遅れ
が予想されます。これまでどおり、透明性を保っ
た適正な手続きで進めていきます。
　なお、奇しくも入札日と同日に、市民病院の建
設を差し止める趣旨の新たな訴訟が起こされまし
た。先の訴訟と合わせ対応していきます。

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

野洲市長　山仲 善彰

                      野洲文化ホールの愛称が 

「 シライシアター野洲 」 となります

12月１日から

　野洲文化ホールとシライ電子工業㈱がネーミングライツパートナーとなりま
した。
　今後は、野洲文化ホールの施設名称の記載には「シライシアター野洲」を使
用することになります。
※�ネーミングライツとは市の施設等に企業名・商品名などを愛称として付与することに
より、パートナーとなった企業は自社をPRでき、市はネーミングライツ料で施設運営
に係る資金を得ることができます。

問い 合わせ…野洲文化ホール☎587－1950、FAX586－1563

契約期間…令和元年12月１日～
　　　　　　　　令和６年３月31日
ネーミングライツ料…150万円／年度

（初年度は50万円〔４カ月分〕）

暮らしの情報
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野洲市まちづくり基本条例の見直し

　市では、公文書の適正な管理を図ることで市政の透
明化を推進し、もって市政が適正かつ効率的に運営さ
れるよう、（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例
の制定を検討しています。
　この条例（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…12月２日㈪～20日㈮
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所… 総務課、市役所本館情報公開コーナー、市

民サービスセンター、野洲図書館、各コミュ
ニティセンター、人権センター、市民交流
センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参の
いずれかで総務課（〒520－2395野洲市小
篠原2100番地１）☎587－6038、FAX587－
4033、Ｅメールsoumu@city.yasu.lg.jp

　市では、人命を守り、経済社会への被害が致命的な
ものにならず迅速に回復する「強さとしなやかさ」を
持った災害に強いまちづくりを推進するため、野洲市
国土強靭化地域計画の策定を進めています。
　計画の内容をより良いものにするため、この計画
（案）に関して、広く周知し皆さんの意見を募集します。

閲覧期間…12月２日㈪～20日㈮
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所… 企画調整課、市役所本館情報公開コーナー、

市民サービスセンター、野洲図書館、各コ
ミュニティセンター、人権センター、市民
交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
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

�上記意見募集において提出されたご意見は参考とさせていただきますが、個別の回答は行いません
のでご了承ください。後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。

(仮称）野洲市公文書の管理に関
する条例（案）に対する意見募集

野洲市国土強靭化地域計画（案）
に対する意見募集

（仮称）野洲市商工業振興基本条例（案）の内容に対する意見募集

閲覧期間…12月９日㈪まで
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所… 商工観光課、市役所本館情報公開コーナー、

市民サービスセンター、野洲図書館、各コ
ミュニティセンター、人権センター、市民
交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可

意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、
電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい
ずれかで商工観光課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）☎587－6008、FAX587
－3835、Ｅメールsyoukan＠city.yasu.lg.jp

　市では、商工業の振興に関する基本理念を定め、商工業に関わる者の役割および責務を明確にすることにより、
商工業の振興を推進し、地域経済の活性化および市民生活の向上を図ることを目的に、（仮称）野洲市商工業振興
基本条例の制定を検討しています。
　この条例（案）の内容に関して、広く周知し皆さんの意見を募集します。

　この条例は、まちづくりの基本となる条例であり、「最高規範」と規定されています。第30条には第１条に規定
されている目的を達成するに適当か否かの検討を４年を超えない期間ごとに行うことが規定されており、昨年度
から市では内部で検証し、改正案を作成しました。この改正案について条例第29条の規定により、市長が野洲市
まちづくり基本条例推進委員会への諮問を11月５日に行いました。
　同委員会からの答申を受けて見直しされた条例（案）は、12月下旬～令和２年１月中旬に広く周知し皆さんの
意見を募集する予定です。今後、詳細が確定次第、市ホームページ等にてお知らせします。

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033
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（仮称）野洲市健康スポーツセンターと総合体育館トレーニング室
の運営方針をお知らせします

　現在、ＰＦＩ事業（民活方式）で建設を進めている余熱利用施設は、完成後（仮称）野洲市健康スポーツセンター
としてＰＦＩ事業者（指定管理者）が運営します。オープン時の利用料金は、「広報やす」平成30年７月号でお知
らせしました利用区分・金額を予定しています。

（仮称）野洲市健康スポーツセンター

　（仮称）野洲市健康スポーツセンターの整備に伴い、総合体育館トレーニング室の利用終了を検討してきました
が、利用者からの意見や野洲市スポーツ推進審議会での議論を踏まえ、人生100年時代を見据えた心身を育む機会
（生涯スポーツ）提供の場に特化した形で存続することにします。今後､中高年の健康と体力保持を主にした、コ
ンセプトとプログラムの簡素化への見直しを行い､（仮称）野洲市健康スポーツセンターのオープン後、整備期間
に機器を厳選し更新後再開します。
　使用料は、次のとおり改定を予定しています。

総合体育館トレーニング室

区　分 現　行 改定案
一　般 200円 400円
高校生以下 100円 200円
高齢者 100円 100円
障がい者 無�料 無�料

※障がい者と障がい児は満18歳で区分
※スクール等の会員制度もＰＦＩ事業者により設けられる予定です。

　回数券は新しく６カ月有効のものを発行します。
現行の回数券は使えなくなる予定です。定期券は廃
止します。
　これらに必要な条例改正などは、令和２年２月の
市議会定例会に提案を予定しています。正式決定は、
市議会での議決後となります。

利用区分 プール
トレーニングルーム 温浴施設

プール
トレーニングルーム
温浴施設��対　象

一　般 700円 500円 900円

小・中学生
障がい者 350円 250円 450円

乳幼児
障がい児 無�料 無�料 無�料

（市内料金）

（市内料金）

　これまでご不便をおかけしておりましたが、コミュニティセンターしのはらの大規模改修工事が完了し、貸
館業務を再開します。皆さんのご利用をお待ちしております。

貸館再開日…12月14日㈯　※貸館状況等は施設にご確認ください。
問い合わせ… コミュニティセンターしのはら
　　　　　　　☎587－1444、FAX587－5002（月曜・火曜日、祝日は除く）
　　　　　　協働推進課
　　　　　　　☎587－6043、FAX587－4033

コミュニティセンターしのはら貸館再開のお知らせ

問い合わせ…スポーツ施設管理室☎587－3477、FAX587－3276

トレーニングルームイメージ

暮らしの情報
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申 

請

　消費税・地方消費税率の10％への引上げに伴い、低所得者・子育て世帯の
消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えす
ることを目的として、プレミアム付商品券を10月から販売しています。
　すでに、該当する人には、交付の案内文書（ピンク色の封書）を９月下旬
から順次発送しています。対象であるはずなのに案内文書が届いていない場
合は、問い合わせください。
　なお、申請から決定まで数週間かかりますので、お早めに申請をお願いし
ます。

販 売 期 間…10月１日㈫～令和２年２月28日㈮
　　　　　▽月曜～金曜日　午前９時～午後５時（祝日、年末年始は除く）
　　　　　▽土曜日販売日　12月７日㈯　午前10時～午後４時
販 売 場 所…市役所本館１階第１会議室
使用可能店舗…市内のプレミアム付商品券取扱店舗にて広くご利用いただけます。
　　　　　詳しくは野洲市商工会ホームページをご確認ください。
　　　　　　http://yasu-cci.or.jp/
　　　　　※各店舗では、のぼり（右参照）、ポスターを掲示していますのでご確認ください。

※商品券の使用期限は令和２年２月29日㈯です。
　期限を過ぎた商品券の使用はできませんので、期日までにお使いください。
　なお、購入された商品券の返金は一切できませんので、必要分をご購入ください。
※対象者や商品券の購入限度額等の詳細は「広報やす」６月号および10月号をご確認くだ　
　さい。

問い合わせ…社会福祉課☎587－6198・6024、FAX586－2177

プレミアム付商品券の申請はお済みですか？

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達試験

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のと
おり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた試験で、野
洲市以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達
試験が行われます。

情報伝達
手　段 内　　容

防災
行政無線

　市内85カ所に設置してある防災行政無
線から、毎月17日に実施している定時試
験放送と同程度の音量で次の放送内容が
一斉に放送されます。
【放送内容】
①上りチャイム音
②�「これは、Jアラートのテストです。」×３回
③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」
④下りチャイム音

注）◦�野洲市メール配信サービスでもテスト配信を行
います。（データ放送、緊急速報メール等の配
信は行いません。）

　　◦�災害の発生状況、気象状況などによっては、試
験を中止する場合があります。

（※）�Ｊアラートとは、地震・津波・気象や武力攻撃
などの緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛
星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。

　上記日時のほか、今年度は次の
日程で同様の試験を実施します。

　◦�令和２年２月19日㈬
　　　　　　　　午前11時ごろ

問い合わせ…危機管理課
　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033

12月４日㈬　午前11時ごろ

申請は12月27日㈮まで！
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　厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講
し、修了した場合に、自己負担した費用の60％相
当額（12,000円を超える額で上限800,000円）を支
給します。
※�雇用保険の教育訓練給付金制度の受給資格があ
る人は差額支給となります。

　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士など
の資格取得のために養成機関において１年以上の
カリキュラムを受講される場合に、受講期間の生
活資金を支給します。

　支給期間…受講期間の全期間（上限４年）
　支給金額…市民税非課税世帯：100,000円／月
　　　　　　市民税課税世帯　：��70,500円／月
　　　　　　（最終１年間はそれぞれ40,000円増額）
　○資金の貸し付け
　　�　高等職業訓練促進給付金の受給者を対象と
して資金の貸し付けを行います。

　　　　入学準備金：50万円以内
　　　　就職準備金：20万円以内

　高等学校卒業程度認定試験合格のために、対象
講座を受講し修了した時、および受講修了日から
起算して２年以内に高卒認定試験に全科目合格し
た時に、受講費用の一部を支給します。対象講座
について一定の制限があります。
　○�受講修了時給付金…受講費用の２割
　　　　　　　　　　　　　　　　（上限10万円）
　○�合格時給付金…受講費用の４割
　　　（受講修了時給付金と合わせて上限15万円）

　就労を希望されている人、自分に向いている仕
事が分からず悩んでいる人、なかなか就職が決ま
らない人等、就労に対して意欲がある人に、それ
ぞれの状況やニーズに応じて就業までのサポート
を行います。お気軽にご相談ください。

　経済的にお困りの母子家庭・父子家庭・寡婦等
に子どもの修学資金、就学支度資金の貸付制度が
あります。この他にも就職支度資金や技能習得資
金などもあります。貸し付けには諸条件がありま
す。

　市では、母子家庭・父子家庭などひとり親家庭の父母を支援する制度を実施しています。いずれも所得
制限等の諸条件があり、事前に申請が必要ですので、制度の利用にあたっては必ず事前に窓口までご相談
ください。
　また、制度内容が変更されることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

～ ひとり親家庭の自立を支援します ～

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

ひとり親家庭の皆さんへお知らせ

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度
認定試験合格支援事業

母子・父子自立支援プログラム策定等事業

母子・父子・寡婦等に資金の貸付制度

　11月５日㈫から申請により住民票とマイナンバーカード（個人番号カード）へ旧氏が併記できるようになりま
した。
　それに伴い、旧氏の申請をした人は11月８日㈮から印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏での印鑑登録が
可能となりました。
　詳細はお問い合わせください。

問い 合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

印鑑登録証明書にも旧氏（旧姓）が併記されます！

暮らしの情報
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　平成31年１月１日～令和元年12月31日に支払った国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民
年金保険料は、確定申告等で社会保険料控除として申告できます。

◇◆◇ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 ◇◆◇

社会保険料控除のお知らせ

●納付書払いまたは口座振替（普通徴収）の人
　�　令和２年１月下旬に、平成31年１月１日～令和元年12月31日に納付された各保険税・料の金額を記載し
た「社会保険料控除対象額のお知らせ」を送付します。年末調整等でそれまでに証明書が必要な人は、納
税推進課までお問い合わせください。
　　なお、内容や金額に関することは、各担当課までお問い合わせください。

●年金から天引き（特別徴収）されている人
　�　年金から各保険税・料を天引き（特別徴収）されている人は、各年金保険者（日本年金機構など）から
送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納付額が記載されているため、市からお知らせしません。「公
的年金等の源泉徴収票」については、各年金保険者へお問い合わせください。

　※�障害年金・遺族年金等非課税年金から各保険税・
料を天引きされている人で、証明書が必要な場合
は、納税推進課までお問い合わせください。

問い合わせ…
　▽国民健康保険税に関すること
　　　納税推進課☎587－6013、FAX587－2439
　▽介護保険料に関すること
　　�　高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
　▽後期高齢者医療保険料に関すること
　　　�保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です！

　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成31年１月１日～令和元年12月31日に納付された保険料の全額です。過去の保険料
や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子さん等）の負担すべき国民年金保険料を支払って
いる場合は、その保険料も控除が受けられます。
　なお、年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、領収証書など支払った
ことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成31年１月１日～令和元年９月30日に納付された人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されていますので申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収
証書を添付してください。
　また、令和元年10月１日～12月31日に今年はじめて納付された人へは、令和２年２月上旬に送付される予定です。

　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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所得申告の「障害者控除対象者認定」のための申請を受け付けています

　所得税や住民税の申告で、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている場合は、申告時に障害者手帳等
を提示することにより障害者控除を受けることができます。
　また、これらの手帳の交付を受けていない人でも、下記の要件に該当すると認められた場合は、障害者控除を
受けることができます。この認定には、市への申請が必要です。認定書の交付には、申請日から１週間以上の期
間が必要ですので早めに申請してください。

要　件… 市内在住の要介護認定を受けた65歳以上の人で次の①～③いずれかに該当する人
　　　　①知的障害者に準ずる障がいがある人
　　　　②身体障害者に準ずる障がいがある人
　　　　③６カ月以上寝たきりの人

※�介護保険の要介護認定を受けていない人は、事前に要介護認定に準ずる調査等が必要となります。詳しくはお
問い合わせください。

申　請… 介護保険被保険者証および印鑑を持参し申請してください。

※申請後、該当者には認定書を郵送します。
※�昨年以前に認定書の交付を受けた人で、障がい事由に変更がない人は、すでに交付されている認定書で所得税
等の申告ができます。

申請・問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

要介護認定等を受けている65歳以上の皆さんへ

就学指定校変更および区域外就学のお知らせ

　市教育委員会では、市立小・中学校への児童・生徒の就学について通学区域を定め、就学校を指定しています。
　しかし、特別な事情により指定された就学校への就学が困難な場合、就学する指定校を変更できる制度を設け
ています。変更が望ましいと判断した場合、一定の期間就学する指定校を変更することが可能です。

※必ずしも申請をすれば認められるわけではありません。

　◆指定校変更とは？
　　�　市に住民登録している児童・生徒が、指定校以外の市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。

　◆区域外就学とは？
　　�　市に住民登録している児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学する、または市外に住民登録されている児
童・生徒が、市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。

　　�　変更の主な許可事由、手続き、留意事項等、詳細はお問い合わせください。市ホームページにも掲載して
います。

　　　なお、新入学時（４月）から就学指定校の変更を希望される場合は、できる限り早くご連絡ください。

※申請には印鑑が必要です。また、事由により添付書類が必要となります。

申請・問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

暮らしの情報
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