新型コロナウイルス感染症に関する支援策
国による支援に加え、市独自で予算化を行い支援に取り組んでいる主な取り組みをお知らせします。今後も、
状況の変化を踏まえ、市民の皆さんの健康と安全を第一としながら、さらに取り組みを進めていきます。
なお、各支援策の詳細や申請方法等については各所管へお問い合わせください。

◆◇◆ 市民への生活支援 ◆◇◆
【 国制度 】
★特別定額給付金 （総務課☎518－1650）
国の緊急経済対策として、家計への支援を行います。
支給額…１人につき10万円
対 象…令和２年４月27日現在、野洲市に住民登録がある人
申請期間…８月19日まで ※５月14日・15日に各世帯主に申請書を発送し５月29日から順次、給付決定・振り込
みを行っています。
（毎週金曜日振り込み予定）
★子育て世帯への臨時特別給付金 （子育て家庭支援課☎587－6884）
児童手当（本則給付）を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給額…子ども１人につき１万円
対 象…令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）の受
給者（０歳～中学生 ※新高校１年生を含む）

【 市独自制度 】
☆児童扶養手当または就学援助費受給者に対する生活支援緊急給付金 （市民生活相談課☎587－6063）
児童扶養手当または就学援助費受給者に対し、給付金を支給します。
支給額…１世帯３万円＋制度の対象となる子ども１人につき１万円
※４月17日現在、対象となる人には、５月14日に支給しています。【支給実績15,613千円（347世帯・508人）】
※新たに児童扶養手当５月～６月分受給対象となった人、１学期分の就学援助費の支給対象となった人
は７月に支給予定です。
☆生活福祉資金特例貸付に伴う生活支援緊急給付金 （市民生活相談課☎587－6063）
滋賀県社会福祉協議会が行う生活福祉資金特例貸付を申請した人に対し、生活支援として給付金を支給します。
支給額…１世帯につき３万円
申請期間…12月25日まで
☆住宅確保のための生活支援緊急給付金 （市民生活相談課☎587－6063）
減収したことにより経済的に困窮し、住宅を喪失する恐れのある人に対し、給付金を支給します。
支給額…住居確保給付金に準じ、３カ月間支給します。 ※１回に限る
対 象…離職等により収入が減少した者であって、一定の収入要件と資産要件に該当し、かつ申請時に住居確保
給付金の支給要件に該当しない人
申請期間…12月25日まで
☆大学生等を応援する生活支援緊急給付金 （市民生活相談課☎587－6063）
家計急変の影響を受けやすいと想定される奨学金を受ける大学生等を応援するため、生活支援緊急給付金を支給
します。 ※詳細は３ページに掲載

◆◇◆ 事業者への経済支援 ◆◇◆
【 国制度 】
★持続化給付金 （持続化給付金事業コールセンター☎0120－115－570、03－6831－0613）
特に大きな影響を受けている中小企業や個人事業者に対し、事業全般に広く使える給付金を支給します。
支給額…法人は200万円、個人事業者は100万円
申請期間…令和３年１月15日まで
★雇用調整助成金 （雇用調整助成金コールセンター☎0120－60－3999）
事業者が労働者に対して、一時的に休業等の雇用維持を図った場合に休業手当や賃金の一部を助成します。

【 市独自制度 】
☆小規模事業者賃借料臨時支援金 （商工観光課☎587－6008）
小規模事業者の厳しい経営状況の負担を軽減するため、事業の用に供されている建物に係る賃借料を支援します。
支給額…10万円 ※１店舗等につき１回に限る
申請期間…７月31日まで ※詳細は３ページに掲載
☆プレミアム付商品券発行事業 （商工観光課☎587－6008）
市民の生活を支援するとともに市内の消費を喚起し、商工業の安定・発展を図るため、市内で使えるプレミアム
付商品券を発行します。
内 容…5,000円分の商品券を4,000円で購入することができます。
（1,000円分がプレミアム）
１世帯につき25,000円分まで購入可能 ※詳細は「広報やす」８月号に掲載する予定です。
☆商工業振興事業 （商工観光課☎587－6008）
野洲市商工会飲食業部会テイクアウト広告事業の広告宣伝費用として、584千円補助（費用の2/3）しました。
※６月12日現在の情報であり、今後、変更となる場合があります。
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新型コロナウイルス感染症に関する市独自の支援策
◇◆◇ 大学生等を応援する生活支援緊急給付金のお知らせ ◇◆◇
市では、新型コロナウイルス感染症により家計急変の影響を受けやすいと想定される奨学金を受ける大学生等
を応援するため、生活支援緊急給付金を支給します。
対

象…令和２年６月15日現在、野洲市に住民登録がある人または野洲市内に居住賃借している人で、次の
①～③全てに該当する人
①平成５年４月２日～平成14年４月１日生まれの人
②申請時に日本国内にある大学、短期大学、大学院、高等専門学校（学科４年・５年または専門科に
限る）
、専修学校（専門課程に限る）に在学していること
※社会人による学び直しや生涯学習の目的の在学は除く

③(独)日本学生支援機構その他これに類する団体による奨学金を受けている人
支 給 額…30,000円／人 ※１回に限る
請 求 期 間…９月30日㈬まで 午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）
請求手続き…請求書を請求期間内に原則郵送にて提出してください。
※奨学金の申請をしている人で、請求期間内に奨学金の決定が間に合わない場合は、請求期間内に
請求の上、令和３年１月29日㈮までに奨学金の決定の届け出が必要となります。
※請求書は、市民生活相談課に設置しています。市ホームページからダウンロード可
請求・問い合わせ…市民生活相談課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6063、FAX 586－3677

◇◆◇ 小規模事業者賃借料臨時支援金のお知らせ ◇◆◇
市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる小規模事業者の厳しい経営状況の負担を軽減
するため、事業の用に供されている建物に係る賃借料を支援します。
対

象…次の①～③全てに該当する人

①中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規定する小規模企業者（注）
②市内に店舗、事務所または倉庫を構え、令和２年５月12日現在営業されている人（滋賀県の要請を
受けて一時的休業されている場合を含む）
③事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所または倉庫の建物に係る賃借料を支払っている人（機械
設備等に係る賃借料を除く）
支 給 額…100,000円／１店舗 ※１回に限る
申 請 期 間…７月31日㈮まで 午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）
申請手続き…次の①～④を申請期間内に提出してください。 ※郵送可
①交付申請書
②市内に店舗等があることの確認資料（確定申告書等の写し等）またはこれに代わるもの
③従業員数の確認資料（確定申告書等の写し等）またはこれに代わるもの
④店舗等の建物に係る賃借料の確認資料（店舗等の賃貸契約書の写し等）またはこれに代わるもの
※申請書は、商工観光課に設置しています。市ホームページからダウンロード可
（注）小規模企業者とは、次に該当する従業員数を使用する企業者をいう。
小規模企業者
業
種
（常時使用する従業員の数）
①製造業、建設業、運輸業
20人以下
その他の業種（②～④を除く）
②卸売業

５人以下

③サ－ビス業

５人以下

④小売業

５人以下

申請・問い合わせ…商工観光課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6008、FAX 587－3835
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新型コロナウイルス感染症に関連して
不当な差別や偏見をなくしましょう！
新型コロナウイルスに対する不安が広がる中、インターネットやSNS上において、心ない発言や差別的な書き
込みが広がっています。正しい知識がなければ差別や偏見につながりやすいということを自覚する必要がありま
す。感染者、濃厚接触者とその家族、対策や治療にあたる医療従事者とその家族、他府県からの来訪者や外国か
ら帰国された人などに対する偏見や差別につながるような行為は許されるもの
ではありません。
新型コロナウイルスは誰でも感染する可能性があり、感染した本人に罪があ
るわけではありません。いわれなき人権侵害の発生を防ぐために一人ひとりが
人権を大切にする社会づくりをお願いします。
また、法務省の人権擁護機関（大津地方法務局）でも、新型コロナウイルス
感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った人からの人権相
談を受け付けています。困った時は一人で悩まず相談してください。
問い合わせ…人権センター☎587－4533、FAX518－1860

会計年度任用職員（夏季保育補助員）募集
共

通

受 験 資 格…不問（学生可）
※保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれかがあることが望ましい
※学生は幼稚園教諭または保育士資格の課程を履修中の者に限る
通 勤 手 当…日額150円（片道２㎞以上～10㎞未満）
、日額250円（片道10㎞以上～20㎞未満）
、
日額350円（片道20㎞以上）
持 ち 物…写真付き履歴書、有資格者は、資格・免許の写し、学生は、学生証の写しまたは在学証明書
※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。
※資格・免許の氏名を変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。

★☆★ 保育園・幼稚園・こども園 ★☆★
選考方法等…面接（選考日時は後日連絡します。
）
申し込み・問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
職種・勤務場所

※電話申し込み可

募集人数

勤務期間・時間

保育補助
保育園・こども園

５人程度

７月１日～９月30日 ㈪～㈮ 8：30～18：00
［内４～７時間］

無資格
有資格

時給
時給

報

酬
942円
1,008円～1,158円

預かり保育補助員
幼稚園

４人程度

７月21日～８月31日 ㈪～㈮ 8：30～18：00
［内４～７時間］

無資格
有資格

時給
時給

942円
1,008円～1,158円

※いずれも勤務期間、時間は相談に応じます。また、更新の可能性もあります。

★☆★ 子育て支援センター ★☆★
選考方法等…面接／７月８日㈬ 午後１時～
申し込み・問い合わせ…７月７日㈫までに子育て支援センター☎518－0830、FAX518－0831
職種・勤務場所
保育補助員
子育て支援センター

募集人数

勤務期間・時間

１人

７月21日・27日・29日・31日、
８月１日・３日・７日・17日18日・25日・28日・31日
９：15～17：00

※電話申し込み可
報

無資格
有資格

時給
時給

2020.7
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野 洲市 健康スポ ーツ センター がグ ラン ド オ ープ ン! !
野洲市健康スポーツセンターが７月15日㈬いよいよ
グランドオープンします。
同月９日㈭・10日㈮には学区ごとに温水プール、ト
レーニングルーム、温浴施設を無料で利用できるプレ
オープンも開催します。
また、ホームページにて会員先行入会申し込みも受
け付け中です。詳細は、ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。
◇ 今後 の予定 ◇
★７月６日㈪～13日㈪ （７日㈫は除く）
施設内覧会・会員入会手続き

★７月15日㈬
グランドオープン

★７月９日㈭・10日㈮
プレオープン施設無料招待（２部制）
１部／午前９時～正午
２部／午後６時～９時（温浴施設は午後８時まで）

※新型コロナウイルス感染症対策により中止や変更、
館内の人数制限をさせていただく場合があります。
また、館内の内履きスリッパの持参、マスクの着用
をお願いします。体調不良や発熱のある人は来館を
ご遠慮ください。

【対象】 ▽９日／野洲・篠原・兵主学区在住者
▽10日／北野・祇王・三上・中里学区在住者
◇ 施設案内 ◇

◆温水プール
25mプール８レーン（水深1.2m）
、こどもプール（水深0.55m）
◆トレーニングルーム
有酸素機器、ウエイトマシーン、ダンベル等
◆温浴施設
週替わり男女別浴場
◆特産物販売
地域で生産されたさまざまな生産物を販売
◇ 営業 時間（定休 日： 火 曜日） ◇
◆プール＆トレーニング
▽平日・土曜日／午前９時～午後９時 ▽日曜・祝日／午前９時～午後６時
（最終受付／閉館30分前 最終利用／閉館10分前）
◆温浴施設
▽平日・土曜日／午前10時～午後８時 ▽日曜・祝日／午前10時～午後５時
◆料金（野洲・守山・栗東・草津市在住者）
対象

プール
トレーニングルーム

温浴施設

700円

500円

350円

250円

無料

無料

大人
小・中学生
障がい者
乳幼児
障がい児

プール
トレーニングルーム ※障がい者と障がい児の年齢は満18歳で区分
温浴施設セット
※小学３年生以下のプール・温浴施設の利
900円
用には、保護者（16歳以上）の同伴が必要
です。
450円
※温浴施設利用にて８歳以上の児童は異性
の浴槽には入場できません。
無料
※中学生のトレーニングルーム利用には、保
護者（16歳以上）の同伴が必要です。

◇ 利 用事項 ◇
◦館内は全館禁煙です。
◦飲酒している人、感染病にかかっている人、体調のすぐれない人、医師から運動や入浴を禁止されている人、
刺青（タトゥー）がある人は入場をお断りします。
◦プールは水着、水泳帽を着用してご利用ください。※乳幼児や歩行のみの人も着用していた
だきます。
◦トレーニングルームはトレーニングウェア、室内用シューズを着用してください。
その他、詳細はお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ…野洲市健康スポーツセンター開設準備室（火曜日は除く）
☎596－5964、080－2546－4696、ホームページhttps://www.yasu-sports.com
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ホームページ

野 洲 市 民 病 院 整 備 の 進 捗 状 況
来年度の建物等の発注に向けて、実施設計の見直しを進めるとともに、現時点での収支計画の見直しを行いま
したのでお知らせします。
なお、駅前における新病院の開院は、現時点で令和５年度中を予定しています。

★実施設計の主な見直し
診察室、手術室、病床等を見直して設計図面を作成
しています。また同時に建物の構造計算の手続きにつ
いても協議を進めています。
◦建物は５階建てにしました。
◦病床数は４病棟179床にしました。
◦手術室は今後の整形外科や眼科の手術の増加を想定
して３室にしました。
◦１・２階への連絡は、機動性を考慮し、エレベーター
からエスカレーターに変更しました。

★今後のスケジュール

★収支計画は黒字

～ 新病院の配置計画 ～
５階
４階
３階
２階

１階

地域包括ケア病棟（48床）
回復期病棟（41床）
急性期病棟（外科系、内科系）（90床）
手術室（３室）
、リハビリ室
総合受付、外来診察室（15室）
生理検査、検体検査、放射線部門
（Ｘ線・骨密度・一般撮影）
【立体駐車場と接続】
救急・中央処置、透析、薬剤、栄養
放射線部門（CT・MRI・一般撮影）

★駅前ロータリーから見た新病院イメージ

病院事業の収支計画については、昨年７月からの市立
病院の経営実績等に基づき試算・検証することでこれま
でより精度の高い計画となっています。新病院開院前ま
での病院事業収支については黒字で推移する見込みです。
整備直後は、新規開院費用がかさむため、一時的に赤
字となるものの、開院７年後の令和12年度には黒字とな
る見通しです。その後も資金ショートすることなく堅調
な経営が実施可能と見込んでいます。
収支計画に係る資料については、滋賀県を通じ総務省
に提出しました。
また、別途過去にも公表しているとおり現病院の建て
替えよりも新病院建設の優位性があることを確認しまし
た。
（収支計画の詳細は市ホームページに掲載しています。
）

※現時点での計画です。
今後変更になる場合があります。

問い合わせ…市民病院整備課☎587－6141、FAX 584－4186
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野洲市役所オリジナル記念写真が撮影できます！
市役所本館正面入り口に設置しています証明
書写真機で、オリジナル記念写真が１カット
100円で撮影できます。
記念日などの際に、ぜひご利用ください。

各

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
総務課☎587－6038、FAX587－4033

市営住宅入居者募集
■募集戸数…10戸（入居予定日／９月上旬）
■申込資格（主なもの）…
次の①～⑥を全て満たす人
①市内に３カ月以上住所があるか、市内に６カ月以上勤務している人
②税金等を滞納していない人
③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
⑤住宅に困窮している人
⑥申込者および同居人が暴力団員（※）でないこと
※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間…７月１日㈬～14日㈫ 午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は除く） ※持参に限る
■募集団地一覧…
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

団地名
新上屋団地
新上屋団地
新上屋団地
新上屋団地
和田団地
和田団地
吉地団地
木部団地
木部団地
木部団地

号棟
１
２
２
４
－
－
３
－
－
－

階
１
１
２
３
２
３
２
１
１
３

目的
老人・身体障がい者
老人・身体障がい者
一般
一般
一般
一般
一般
老人・身体障がい者
老人・身体障がい者
一般

構造
２DK
３DK
２DK
２DK
３DK
３DK
２DK
２DK
２DK
２DK

使用料（令和２年度）
20,300円～
23,900円～
21,000円～
21,400円～
26,000円～
26,000円～
21,400円～
21,300円～
21,300円～
21,300円～

学校区
祇王
祇王
祇王
祇王
野洲
野洲
中主
中主
中主
中主

備考
EV無／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有
EV有／駐車場有

○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考します。
○使用料は、全ての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等の改
正により、毎年変更される可能性があります。
○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。
○別途共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX 586－2176
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第17回 野洲市美術展覧会作品募集！
市美術展覧会に出品いただく作品を募集します
日

時…９月５日㈯～13日㈰
午前10時～午後４時 （７日㈪は除く）
場
所…野洲文化小劇場
応募資格…県内在住または在勤・在学者
※中学生以下は除く
応募作品…各部とも１人２点以内
（自己の創造で制作した未発表のもの）
作品規格…
◇絵画…日本画・洋画・水彩画・パステル画・版画
など10号以上50号以内でわく張りか額装、
日本画は軸装可
◇彫刻…高さ1.8ｍ以内で自立して陳列可能かつ、展
示に著しく支障をきたさないもの
◇工芸…木工・金工・陶芸・染色など。高さ1.8ｍ以
内で自立して陳列可能かつ、展示に著しく
支障をきたさないもの
◇書 …縦書き２×１ｍ以内、横書き２×0.85ｍ以
内で、わく張りか額装、軸装可
◇写真…四つ切りまたはA４以上1.8×１ｍ以内で、
わく張りか額装（組写真は３枚以内で構成
するもの）

画、押し花等はアクリルカバーのみ使用できます。
出

品

料…600円／１点
※高校生無料（身分証明要）
★作品の搬入（出品申し込み）は、次の
日時に野洲文化小劇場へ
▽８月29日㈯ 午後１時～５時
30日㈰ 午前10時～午後４時
募集要項等…７月中旬に生涯学習スポーツ課、シライ
シアター野洲（野洲文化ホール）、さざ
なみホール、野洲図書館、歴史民俗博物
館、市民サービスセンター、各コミュニ
ティセンターに設置予定です。
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
☎587－6053、FAX 587－3835

※各部ともガラス・アクリルなどのカバーやケースは
使用できません。ただし、水彩画・パステル画・版

福祉医療費受給券交付
（更新）
のお知らせ
現在ご使用の福祉医療費受給券等の有効期限は、７
月31日（乳幼児は除く）となっています。
８月１日から有効の新しい受給券の交付（更新）手
続きが必要な人には、交付（更新）申請書等の案内通
知を７月中旬に送付しますので、必要事項を記入し、
早めに返送してください。交付（更新）申請書を受理
し、書類の確認ができた人から福祉医療費受給券を送
付します。
窓口での交付は大変混雑します。新型コロナウイル
ス感染症対策のため、申請書を郵便にて返送していた
だきますようお願いします。
対

象…次の①～④いずれかに該当する人
①障がいのある人
◦身体障害者手帳が１級、２級、３級の人
◦知的障がいの程度が重度
（療育手帳Ａ）
の人
◦特別児童扶養手当支給対象児童で１級の人
◦精神障害者保健福祉手帳が１級、２級の人
（自立支援医療受給者証
（精神通院医療）
の
交付を受けている人）

②母子・父子家庭で、18歳未満の子どもを扶
養している人およびその子ども
③75歳未満の寡婦で、18歳未満の子どもを扶
養していたことがあり、１年以上ひとり暮
らしで、今後も継続する人
④65歳～74歳の人
◦住民税の所得割が課せられていない世帯
に属する人（別世帯でも同居の実態があ
れば、所得確認の対象となります。）
◦１年以上ひとり暮らしで、今後も継続す
る人
※所得制限（配偶者・扶養義務者を含む）などにより、
対象とならない場合があります。
※現在福祉医療費受給券等を持っている人で、案内通
知または受給資格の喪失通知が７月20日㈪までに送
付されない場合はご連絡ください。
※助成を受けていない人で対象と思われる人は、お問
い合わせください。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX 586－2177
2020.7
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後期高齢者医療制度のお知らせ
令和２年度の保険料の額を７月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の人に、令和２年度の１年間の保険料の額やお支払いの
方法についての通知書を、７月中に郵便で送付します。
●保険料の計算のもとになるのは
令和２年度の保険料は、令和元年中の所得に基づいて計算されます。
●保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。
※今年度から各期別ごとの納付書を一括で送付します。各期別ごとに納付期限までにお納めください。

８月１日から有効の
新しい被保険者証を７月に送付します

見本

新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で発送します。
●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入している人全員
の被保険者証が新しくなります。

薄緑色になります。

●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
８月１日以降は、新しい被保険者証をお使いください。
（有効期限をご確認ください。
）

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」を更新します
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」
とは
入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の
窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」
（現役並み所得者
の人は「限度額適用認定証」）」
（以下、
「限度額証」という。）
を提示すると、医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額ま
でとなり、非課税世帯の人は入院時食事代が減額されます。
●対象となる被保険者の人は
◦住民税非課税世帯の人
◦住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
●手続き方法は
７月31日まで有効の限度額証をお持ちの人で、令和２年８月
以降も該当する人には、
新しい被保険者証に同封して送付します。
※申請手続きは不要です。
●対象となる人で限度額証をお持ちでない人は
被保険者証と印鑑を持参の上、市保険年金課で申請してくだ
さい。

医療制度が改正されました
全ての人が安心して医療を受けら
れる社会を維持するために、高齢者
と若者の間での世代間の公平が図ら
れるよう、負担能力に応じたご負担
を求める形で、令和２年４月から後
期高齢者医療保険料の制度が次のと
おり改正されました。
●保険料の所得が低い人への均等割軽
減の軽減率が一部変わりました。
●均等割の軽減範囲が一部拡充となり
ました。
詳細は、７月に医療保険料額決定
通知に同封して送付するチラシをご
覧ください。

問い合わせ…市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013、ホームページ http://www.shigakouiki.jp
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