新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために
国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、小規模な患者の集団（クラスター）※が次の集団を生み出すこ
との防止が必要です。
※「小規模患者クラスター」とは感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

◇◆◇ ３つの密（密閉・密集・密接）を避けましょう ◇◆◇
１.「密閉」空間にしないよう、こまめに換気を
「部屋が広ければ大丈夫」

、「狭い部屋は危険」というものではありません。カギは「換気の程度」です。
≪窓がある場合≫
◦風の流れができるよう、２方向の窓を、１回、数分間程度、全開にしましょう。換気の回数は毎時２回以
上確保しましょう。
◦窓が１つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を
併用するとより効果的です。
≪乗り物の場合≫
◦乗用車やトラックなどのエアコンでは「内気循環モード」ではなく、「外気モード」にしましょう。
２.「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう
◦他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離（２m以上）を取りましょう。
◦スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないよう注意しましょう。
◦飲食店の座席では、隣の人と一つ飛ばしに座ると距離を確保しやすいです。また、真向かいに座らず、互
い違いに座るのも有効です。
◦エレベーターでは多くの人が密集しがちです。混みあっているときは一本遅らせましょう。また、健康の
ためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。
３.「密接」した会話や発声は避けましょう
◦対面での会議や面談が避けられない場合には十分な距離を保ち、マスクを着用しましょう。
◦エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合
があります。会話や携帯電話による通話を慎みましょう。
◦飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間
に飛沫が飛びますので、注意しましょう。
※４月17日現在の情報を掲載しています。
問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX 586－3668

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難となった人へ
新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む）がり患された場合など、次のケースに該当し、収入が減
少するなどして一時に納税することが困難な場合は、地方税法に基づく猶予制度がありますので、納税推進課へ
ご相談ください。
▽ケース１
▽ケース２
▽ケース３
▽ケース４

災害により財産に相当な損失が生じた場合
本人または家族が病気にかかった場合
事業を廃止または休止した場合
事業に著しい損失を受けた場合

※上記に関連して個人の経常的な収入（給与収入等）が減少した場合も含まれます。
★市民生活相談課では、市税のほか市営住宅や水道料金等のお支払い等に関する相談や生活支援に関する情報提供
等に幅広く対応します。新型コロナウイルス感染症の影響により生活に不安を抱えている人はご相談ください。
相談・問い合わせ…▽市税に関すること 納税推進課☎587－6013、FAX 587－2439
▽市税以外に関すること 市民生活相談課☎587－6063、FAX 586－3677
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援策のお知らせ
３つの生活支援緊急給付金（市独自の上乗せ・横出し）
【制度のねらい】
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により生活状況が苦しくなっている人が増えていることから、市
独自の取り組みとして生活支援緊急給付金を支給することを決定しました。
支援の内容は、既存の制度を活用し、申請者および事務の負担軽減を図り迅速かつ効率性を確保するととも
に、特に困窮世帯の子育て家庭への支援を強化しています。

【概算総事業費】
■メニュー①

29,712,000 円

生活支援緊急給付金
（既存制度活用型）

【制度概要】就学援助受給世帯および児童扶養手当受給世帯に支給します。
【支 給 額】１世帯30,000円および対象である子１人につき10,000円を加算し、支給します。 ※１回に限る
想定対象世帯等：375世帯 549人
【そ の 他】該当者には、４月27日㈪に通知書を送付し、５月14日㈭に口座振込みを行いました。

■メニュー②

生活支援緊急給付金
（つなぎ資金型）

【制度概要】社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度の特例貸付を申請された人に支給します。
【支 給 額】１世帯30,000円を支給します。 ※１回に限る
【対
象】令和２年３月25日㈬〜同年７月31日㈮に特例貸付の申請をした人（既に申請済みの人は、後日郵
送で申請案内を行っています。）
【申請期間】５月７日㈭〜７月31日㈮ ※郵送の場合必着
※メニュー①と②の併用受給はできません。

■メニュー③

生活支援緊急給付金
（住宅支援型）

【制度概要】生活困窮者自立支援法で規定される住居確保給付金では対象外になるが、住宅手当が必要な人に
支給します。
既存の住居確保給付金制度では対象とならない人に対して住宅支援が可能となります。
（例）大学生・専門学校生等の学生、求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受給してい
る人、児童扶養手当・児童手当等の収入認定により基準を超える人、過去に住居確保給付
金を受給した人、不安定雇用による減収等の証明ができない人など
【支 給 額】住居確保給付金制度の区分および額を準用し、支給します。
支給額：家賃額 －（月の世帯の収入合計額 － 基準額）
※支給額の上限：単身35,000円 ２人42,000円 ３人46,000円 など
【支給期間】３カ月間 ※１回に限る
【申請期間】５月１日㈮〜12月25日㈮
※制度への該当の有無や支給額等は、お問い合わせください。
※５月19日現在、その他にも市民および事業者を対象とした支援策
などを検討しています。
問い合わせ…市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677
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令和３年４月１日採用 市職員募集！
採用予定…①上級行政職	  10人程度
③建築職		  １人程度
②土木技術職	  １人程度
④文化財保護職	  １人程度
受験資格…①昭和60年４月２日～平成11年４月１日に生まれた人
②昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校、高等専門学校、大学等の土木
等の土木専門課程を卒業もしくは令和３年３月31日までに卒業見込みの人または同程度の学力を有
する人
③昭和60年４月２日以降に生まれた人で、１級建築士または２級建築士の資格を有する人もしくは令
和３年３月31日までに当該資格を取得する見込みの人
④昭和60年４月２日以降に生まれた人で、次の⑴⑵のいずれにも該当する人
⑴学校教育法による大学（短期大学を除く）または大学院において考古学、歴史学、その他これら
に類する学科等の専門課程を卒業または修了、もしくは令和３年３月31日までに卒業または修了
見込みの人
⑵学芸員資格を有する人または令和３年３月31日までに当該資格を取得する見込みの人
試験日時…７月12日㈰ 午前10時～
試験場所…さざなみホール（野洲市比留田3313番地３）※都合により変更する場合があります。
１次試験（択一式）…①④教養試験 ②③専門試験
申し込み・問い合わせ…６月19日㈮までに所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送（必着）のい
ずれかで人事課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6088、FAX 587－4033
※申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか、郵便で請求する場合は、封筒の表に「（希望する職種）試験申込用紙
請求」と朱書きし、返信用封筒（A４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。

◇◆◇ 採用試験予定 ◇◆◇
■募集職種
一般行政職（障がい者対象）、言語聴覚士職、調理師、保育士・幼稚園教諭職、保育士・幼稚園教諭職（経験者）
■スケジュール
８月１日㈯ 公告・広報紙・市ホームページ公表
９月20日㈰ 採用試験実施（第一次試験 一般行政職（障がい者対象は除く））
11月１日㈰ 採用試験実施（第一次試験 一般行政職（障がい者対象））
※新型コロナウイルス感染症対策のため、日程を変更する場合があります。

令和３年４月１日採用 市立野洲病院
看護師オープンキャンパス開催
来春看護師免許を取得見込みの人を対象に就職説明会を開催します。
興味のある人はぜひご参加ください。
日
時…▽第１回／６月13日㈯ 午前９時30分～正午
▽第２回／８月13日㈭ 午前９時30分～正午
場
所…市立野洲病院
対
象…昭和60年４月２日以降に生まれた人で、令和３年３月31日までに看護師免許を取得見込みの人
内
容…看護部紹介、教育制度について、先輩ナースと懇談、病院見学など
申し込み・問い合わせ…
第１回は６月５日㈮まで、第２回は８月６日㈭までに電話またはメールのいずれかで市立野洲病院総
務課☎587－5528、FAX 587－5004、Ｅメールinformationysneo@abox3.so-net.ne.jp
※Ｅメールで申し込みされる場合は、氏名、年齢、電話番号、学校名、学年、参加日を記載してください。
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令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 採 用

市 立 野 洲 病 院 職 員 募 集

採用予定…①看護師（新卒）
10人程度
④薬剤師
１人程度
②看護師（経験者） ５人程度
⑤臨床検査技師 １人程度
③看護助手
５人程度
⑥社会福祉士
２人程度
受験資格…①昭和60年４月２日以降に生まれた人で、令和３年３月31日までに看護師免許を取得見込みの人
②昭和50年４月２日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人
③昭和45年４月２日以降に生まれた人
④昭和60年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人または令和３年３月31日までに当該
免許を取得見込みの人
⑤昭和60年４月２日以降に生まれた人で、臨床検査技師免許を有する人または令和３年３月31日まで
に当該免許を取得見込みの人
⑥昭和60年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士および介護福祉士法に規定する社会福祉士登録
簿に現に登録されている人または令和３年３月31日までに行われる社会福祉士国家試験により社会
福祉士となる資格を有し、登録を受ける見込みのある人
試 験 日…①②③７月12日㈰
④⑤⑥７月18日㈯
試験方法…教養試験（①のみ）、論文試験、口述試験
申し込み・問い合わせ…
①②③６月19日㈮まで、④⑤⑥７月３日㈮までに所定の申込用紙に必
要事項を記入の上、持参または郵送のいずれかで市立野洲病院総務課
（〒520－2331野洲市小篠原1094番地）☎587－5528、FAX 587－5004
※申込用紙は、市立野洲病院総務課へ直接取りにくるか、郵便で請求する場合は
封筒の表に「（希望する職種）試験申込用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（Ａ
４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。
※採用予定の②～⑥においては、内定後勤務できる人については、相談のうえ採用を早める場合があります。

市政功労被表彰者の推薦を
募っています
毎年11月に市政功労者の表彰を行っています。
これは、本市の自治、社会、経済、教育、文化その他全
般にわたり市政の振興発展に寄与いただいた人の功績を表
彰しようとするものです。
本表彰では、各種委員や自治会長、消防団員として永年
尽力いただいた人など、市の基準に定める表彰のほか、さ
まざまなボランティア活動を永年続けていただいている人
なども表彰することとしており、これらに該当する人の推
薦を募ります。
推薦対象…地 域や団体等において10年以上ボランティア活
動等をされている人
推薦方法…自 薦・他薦を問わず、７月３日㈮までに推薦書
を提出してください。詳細はお問い合わせくだ
さい。
※被 表彰者は、推薦いただいた人の中から、表彰選考委員
会で審査し決定します。
問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200
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令和２年度
会計年度任用職員募集
採用予定…一般事務（国勢調査事務補助）１人
受験資格…ワード・エクセルの操作ができる人
雇用期間…７月20日～12月28日
報
酬…942円／時
勤務時間…午前８時30分～午後５時15分
（週４日勤務）
通勤手当…日 額150円（２km以上～10km未満）
、
250円（10km以上～20km未満）
、350
円（20km以上）
選考日等…７月３日㈮／面接
※写真付き履歴書持参
申し込み・問い合わせ…
６月30日㈫までに企画調整課
☎587－6039、FAX586－2200
※国勢調査については、新型コロナウイルス感
染症対策を講じた上、実施予定です。
（５月11日現在）

令和２年度明るい選挙推進啓発用作品の募集
明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集します
規

格…Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は
問いません。
応募方法…作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりが
な）、年齢を明記してください。

■ポスターの部（１人１点）
応募資格…県内の小・中・高等学校、特別支援学校
の児童・生徒
規
格…38.2×27.1㎝～54.2×38.2㎝で描画材料は自由
応募方法…作 品の裏面右下に市名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を明記してください。

主

応募・問い合わせ…９月４日㈮までに市選挙管理委
員会（総務課内）☎587－6038、FAX 587
－4033

■標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法…はがきに標語、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を明記

■四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者

催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会

※県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には賞状およ
び副賞が贈られます。作品は自作で未発表のものに
限ります。また、入賞作品の版権は主催者側に属し、
選挙啓発に利用します。

市有地を売却します！
売 却 方 法…競争入札
（売買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…個人または法人
入札日時・場所…８月21日㈮ 午前10時～／市役所本館２階庁議室
申 込 書 類…総務課にて配布します。 ※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…６月１日㈪～７月22日㈬までに総務課☎587－6038、FAX 587－4033
（受付／午前８時30分～午後５時15分 土曜・日曜日、祝日は除く）
番
号

物

件

面

積

地

目

用

途

容積率

建ぺい率

売買予定価格

（最低売払価格）

１

吉地字大門前599番４

359.95㎡

宅地

市街化区域
（近隣商業地域）

200％

80％

20,100,000円

２

吉地字大門前599番５
吉地字小川原596番４

359.22㎡

宅地

市街化区域
（近隣商業地域）

200％

80％

23,500,000円

大 型 イベント 開 催の中 止のお知らせ
毎年、開催を楽しみにし、多数来場していただいておりました市の大型イベントについて、これまで準備を進
めていましたが今年度は新型コロナウイルス感染症対策により中止します。
中止に伴う今後の対応等は、お問い合わせください。
◆第12回やすまる広場2020（当初開催予定日：６月７日）
問い合わせ…市民サービスセンター☎589－6430、FAX 589－6438
◆やす花火大会（当初開催予定日：７月11日）
問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会（商工観光課内）☎587－6008、FAX 587－3835
◆オクトーバーフェストやす JAZZ UP ！（当初開催予定日：９月19日・20日）
問い合わせ…オクトーバーフェストやす JAZZ UP ！実行委員会（商工観光課内）☎587－6008、FAX587－3835
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家庭ごみ「古布類」の分別収集の一時中断のお知らせ
各家庭から出される衣類やタオルなどの古布類は、分別収集し再資源化業者に引き渡した後、大半は国外に輸
出されリサイクルされてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により輸出先の各国が輸入を制限し、多
くの古布類が国内に滞留、資源化できない状態となりました。このため、６月から現在の状態が解消されるまで
各集積所での古布類の分別収集は一時中断します。
なお、古布類の収集が再開するまで、各ご家庭での保管にご協力をお願いします。
また、寸法直しや布マスク等への仕立て直しなどの活用によるごみの減量化にもご協力をお願いします。やむを
得ずごみとして出される場合は、
「燃えるごみ」として出してください。
今後、収集を再開する場合は改めてお知らせします。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX 587－3834

７月６日からコミュニティバス
「おのりやす」
の
路線を拡充し、
便利になります！
コミュニティバスの拠点の移設および（仮称）野洲市健康スポーツセンターが７月にオー
プンすることから、同スポーツセンターの利用手段の確保のためコミュニティバス「おのり
やす」の路線を拡充し、各コースの運行ルートと運行ダイヤを変更します。
コミュニティバスは、各個人が自動車で移動するより環境に優しいエコな乗り物です。買
い物や通院など、お気軽にご利用ください。
※運行ルート等の詳細は、６月上旬にリーフレットを全戸配布しますのでご覧ください。
また、リーフレットは市内公共施設に設置するほか、市ホームページにも掲載します。

◇◆◇ 主な変更点 ◇◆◇
◦市役所内にあったコミュニティバスの拠点（運行管
理室、バス駐車場および発着所）を野洲市総合体育
館に移設します。
◦（仮称）野洲市健康スポーツセンターまで路線を延
伸します。
◦市民の皆さんからの要望等により、全体的なダイヤ
の再編成を行います。
運 行 日…月曜～土曜日（日曜日、祝日、年末年始（12
月29日～１月３日）は運休）
運
賃…◦大人（中学生以上）… ……………… 200円
◦小人（小学生）… …………………… 100円
◦幼児（１歳以上就学前まで）… …… 無料
◦乳児（１歳未満）… ………………… 無料
◦70歳以上……………………………… 100円
（桃色の「げんきカード」の提示が必要です。
）
◦身 体・知的・精神障がい者およびその介
護者
（身体障害者手帳等の提示が必要です。）
大人（中学生以上）… ……………… 100円
小人（小学生）
… …………………… 50円
回数券（100円券23枚綴り）………2,000円
※回数券は、バス内および協働推進課で
販売しています。
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乗継制度…１回の運賃にて別コースへ乗継が可能です。
乗継が可能なバス停は次の５カ所です。
◦野洲駅南口
◦市民サービスセンター
◦野洲市健康福祉センター
◦野洲市役所
◦総合体育館駐車場
※詳細はリーフレットをご覧ください。
問い合わせ…コミュニティバス運行管理室（総合体育
館内）☎587－5700
協働推進課☎587－6043、FAX 587－4033

★☆ 位置情報アプリをご活用ください！ ☆★
専用アプリ「知らせてビューア」により、バスの現
在位置を確認することができます。他にも設定により、
バスが近づくとお知らせを受け取ることができる便利
なアプリです。ぜひご活用ください。
使用方法や詳細については市ホームページにて確認
できます。
市トップページ＞お役立ち情報＞
コミュニティバス＞コミュニティバ
ス運行の順にアクセスしていただく
か、または右の画像を読み込んでく
ださい。

野洲市空家解体促進事業補助金のお知らせ
申し込みは９月までの先着順となります。

■目

的

 市民の安全・安心の確保、住環境の改善および
良好な景観の促進を図ることを目的に、市では空
家の解体を推進するため、市内における危険な空
家の解体工事を実施する所有者等に対し費用の一
部を補助します。

■対象空家
次の全てを満たす空家
◦危険空家であること。
◦１ 年以上空家になっている市内の住宅（長屋、
共同住宅を含む）または店舗であること。
◦個人が所有するものであること。
◦故意に破損させたものでないこと。
◦所 有権以外の権利が設定されていないこと。た
だし当該権利者の同意があれば可能。

■対

象

次の全てを満たす人
◦空家の所有者または相続人
※共 有物があるときは他の共有者全員の同意が
必要です。
◦市税の滞納がない人
◦暴力団員または暴力団関係者でない人
◦こ の要綱による補助金の交付を受けたことがな
い人

◦補 助金の交付を決定する前に着手した工事でな
いこと。
◦空 家等対策の推進に関する特別措置法による勧
告を受けたものでないこと。
◦補 助対象事業は当該年度２月末日までに完了す
る工事であること。
◦暴 力団員または暴力団関係者が関与する工事で
ないこと。

■補助額
◦補助限度額50万円（解体工事費の１/２）
※解体工事費が100万円以上の場合、補助額は50
万円。解体工事費が100万円未満の場合の補助
額は解体工事費の１/２（千円未満切り捨て）
となります。
◦予算額の範囲内での交付となります。

■その他

■対象事業
次の全てを満たす事業
◦空家を解体し、敷地を更地にする工事であること。
◦建築リサイクル法に基づく工事であること。
◦他 の制度に基づく助成等の対象になっていない
こと。

◦補 助申請には、対象空家の調査、認定が必要と
なります。

問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX 586－2176

市立野洲病院が健康情報の発信はじめます！
市立野洲病院では市民の皆さんの健康維持・向上のために市内の自治会サロンへ出向き、健康講座や体操教室
を開催していますが、新型コロナウイルス感染症対策により当分の間、地域へ伺うのは難しい状況です。
このような状況の中、少しでも皆さんの健康管理のお手伝いができるよう、広報紙やホーム
ページを活用して定期的な情報を発信していこうと考えています。
詳細は市立野洲病院ホームページをご覧ください。
問い合わせ…市立野洲病院企画管理課☎587－5559、FAX 587－5004
ホームページ
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これからのまちづくりにご意見を ！

野洲市都市計画マスタープラン
改訂に係る市民アンケート調査を実施します
都市の将来像を明確にし、土地利用・都市開発・道路・公園づくりなど、都市計画（都市づくり）を定める際
の基本的な方針を定めた「野洲市都市計画マスタープラン」が令和２年度で終期を迎えます。この計画の見直し
にあたり、市民の皆さんが持つまちへの思いや、自分たちが住んでいる地域をより良く安全・快適にするために
必要な取り組みについて広くお聴きし、計画に反映させるため市民アンケート調査を実施します。
日頃、市民の皆さんが思うお住いの地域の将来のことについて、ご意見をお聴かせください。
実施期間…６月１日㈪～19日㈮
調査方法…①郵送によるアンケート
ご自宅に調査票を送付しますので、同封の返信用封筒にて回答をお願いします。
対 象…18歳以上の市内在住者、2,000人
（野洲、北野、三上、祇王、篠原、中里、兵主の各地域より200～400人程度を無作為抽出）
②Web（ウェブ）アンケート
市ホームページに掲載のアンケートフォームにて回答をお願いします。
対 象…18歳以上の市内在住・在勤者
問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176、Eメールtosi@city.yasu.lg.jp

地域の暮らしの将来を自由に考えてみませんか
兵主地域

篠原地域

琵琶湖岸へのアクセスが不便
家を建てる場所がない

地域内の道路が狭い
緑あふれる景色を残していきたい

など

など

中里地域
野洲駅へのアクセスをもっと便利に
大津湖南幹線沿いにお店がほしい

祇王地域
近くにスーパーがあったらいいな

など

線路の横断が不便
など

北野地域
野洲駅前をもっと便利に
広い公園で子どもを遊ばせたい

▲地域（学区）別高齢化率

など

三上地域

野洲地域

高齢になって買い物に行きづらい

野洲駅前を水害により強くしてほしい
朝夕は道路が混雑している
など

国道８号バイパス沿いにお店がほしい
など

▲地域（学区）別高齢化率
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▲今後の人口および年齢構成の推移

皆さんの貴重なご意見をお待ちしています！
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マイナンバーカードを使って住民票等が
取得できるコンビニ交付をご利用ください！
マイナンバーカード（個人番号カード）を使って、全国の主要なコンビニエンスストア等で住民票の写しなどの
証明書が取得できます。
コンビニ交付を利用することにより混雑する窓口にお越しいただかなくても済み、交付手数料もお安くなります。
■利用できる時間
午前６時30分～午後11時（保守点検日は除く）
※各店舗の営業時間内での利用に限ります。営業時間は各店舗にお問い合わせください。
■利用できる主な店舗
㈱平和堂（一部店舗に限る）、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール など
■必要なもの
マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書の搭載および４桁の暗証番号の入力が必要です。）
■取得できる証明書と手数料
証明書

市役所の窓口より100円安いです！
手数料

住民票の写し

１通 200円

印鑑登録証明書

１通 200円

戸籍謄本・抄本

１通 350円

戸籍の附票の写し
所得証明書

１通 200円
１通 200円

課税・非課税証明書

１通 200円

取得できる人
カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
※住民票コードは記載されません。
※マイナンバーの記載は選択することができます。
野洲市で印鑑登録をしている人
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
申告などができている人（現年度分のみ）
※被 扶養者等で申告などができていない人は市役
所窓口のみでの対応となります。

マイナンバーカードの申請は、
郵便だけでなくスマートフォンや
パソコン、まちなかの証明写真機
でも可能です。
詳細は、公式サイトをご覧くだ
さい。
マイナンバーカード申請
問い合わせ…市民課
  ☎587－6086、FAX 586－3677
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ヘ ルプマーク＆ヘルプ カ ー ド を 知 っ て い ま す か ？
★ヘルプマークは援助が必要な人のためのマークです！
 義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病、妊娠初期の人など、援助や配
慮を必要としていることが外見からは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ける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、こんな手助けをお願いします！
◦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。
◆ヘルプカードは必要な支援や配慮をお願いするカードです！
 ヘルプカードは、援助を必要としている障がいがある人などが携帯し、いざというと
きに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。
カードは、財布や定期入れに、またはケースに入れてカバンの外に取り付けるなどして持ち歩きましょう。
◆ヘルプカードの活用例

カードの裏面には、配慮や手助けして欲しいことを記入できます。
例えば…
不自由なこと・苦手なこと
大きな音が苦手です／〇〇が不自由です／体に触れられることが苦手です など
手助けして欲しいこと
連絡先に電話してください／簡単な言葉で説明してください／手話か筆談でお
願いします など
病気や症状のこと
 パニックになることがあります／〇〇アレルギーがあります／発作があります／ペースメーカーを使用しています など
その他
 カバンの中にコミュニケーションボードがあります／災害時には誘導してください／カバンの中に詳しい情報が書
いてあるノートが入っています など
配布・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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