
◇◆◇  野洲市プレミアム付商品券販売のご案内  ◇◆◇

　プレミアム付商品券を使うと、4,000円で5,000円分の買い物ができます。家計にやさしい商品券で、地元のお店

を応援しよう！

　８月中旬に市から世帯主へ「通知はがき（購入券）」を送付します。ぜひともこの機会にお買い求めください。

販売日程等…

　　　　　※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、倦怠感や発熱、風邪等の症状などがある人は、来場を控え

ていただきますようお願いします。

対　　象…野洲市に住民登録がある世帯主　　

販売内容…①販 売 額…4,000円／組（500円券×10枚）

　　　　　②商品券内訳▽全店共通券（大規模・小規模店舗両方で使用可）…500円券×６枚

　　　　　　　　　　　▽小規模店専用券（小規模店舗のみ使用可）　　　 …500円券×４枚

　　　　　③購入上限額… １世帯当たり５組（25,000円分）まで購入できます。

使用期間…９月１日㈫～令和３年１月31日㈰

野洲の事業者応援 !! 市民の生活応援 !!

　　　　　　問い合わせ…市商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

　　　　　　　　　　　　野洲市商工会☎589－4880、ホームページhttp://yasu-cci.or.jp

 ～ 特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください ～  

◦ 「プレミアム付商品券」を販売するために、市役所や商工会などが手数料などの振り込みを求めるこ

とは絶対にありません。

◦ 市役所や商工会などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対

にありません。

◦ 現時点で、市役所や商工会などが世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にありません。

1人10万円

特別定額給付金の申請期限は

８月19日（水）まで！

［当日消印有効］

　国の緊急経済対策として、家計への支援を

行っています。

　まだ申請書を提出していない人は、期限内

に申請してください。

問い合わせ…総務課☎518－1650、

　　　　　　　　FAX587－2310

日　時 場　所

８月20日㈭～22日㈯ 　午前９時～午後４時 　野洲文化小劇場

８月20日㈭～31日㈪
（29日㈯・30日㈰は除く）

　午前９時～午後４時 　野洲市商工会

８月24日㈪ 　午後１時30分～４時30分 　コミュニティセンターみかみ

８月27日㈭ 　午後１時30分～４時30分 　コミュニティセンターしのはら

８月28日㈮ 　午後１時30分～４時30分 　コミュニティセンターぎおう

９月20日㈰～22日㈷ 　午前９時～午後４時
　野洲市商工会
　市役所別館１階会議室
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野洲市上水道のしくみ
～  新型コロナウイルス感染症に関連して  ～

◇◆◇ 新型コロナウイルス感染症による水道料金等の減免・支払猶予について ◇◆◇

　私たちの暮らしにかかすことができない水道。野洲市の水道の水は、南桜水源地、三上水源地、

比江水源地の井戸からくみ上げられ、水源地で処理をして飲める水にします。また、それだけでは足りないこと

から南部水道用水供給事業（滋賀県企業庁）からも水を買っています。このようにしてつくられた水道の水は、いっ

たん配水池にためてから配水管を通って皆さんの家庭に届けています。

　いつでも、どこでも、いくらでも、蛇口をひねれば、水が出る…こんなあたりまえの光景ですが、みず事業所

は国（厚生労働省）の事業認可を受けて、皆さんへ、きれいで、おいしい、安全な水を送り届けることに日夜努

力しています。

【 みず事業所は一つの企業（水道事業会計の経理） 】　皆さんの家庭に安全でおいしい水を絶え間無く送り続けるた

めには、水道施設の改良や整備、さらに日常の運転や維持管理

が必要です。そのためには多額の費用がかかります。

　市では、合併後、県内で最低の料金であった水道料金を平成

29年度に見直しを行ったものの、南桜水源地に総額15億円の膜
まく

ろ過装置（水の濁りや細菌などを取り除く機器）の設置や昭和

40年代に整備した老朽管が頻繁に漏水をおこしていることから

積極的な水道管の更新を行っており、毎年４億円の費用を要し、

健全な経営を維持するのは容易でない状況です。

　水道事業の経営は、原則として税金などは使わずに使用者の

皆さんにお支払いしていただく「水道料金」でまかなうことが法律（地

方公営企業法）で定められています。これを「独立採算制」といいます。

　みず事業所では、「公共の福祉の増進」という事業の目標に向け、企

業としての経済性を発揮し、常に業務の見直しや経費の削減を図り、

効率的な業務が行なえるように日々努めています。

【 水道料金の決定 】　市の水道料金は、「公正妥当であり、能率的な経営・適正な原価を基

礎に健全な運営を確保できるものでなくてはならない」という法の定

めに基づいて、野洲市上下水道事業運営委員会（受益者を代表する者、

知識経験者などで構成）で慎重審議をいただき、その後、議会の議決を経て条例で定めています。

　また、水道料金は料金算定期間内の事業運営に必要な資金を確保するため、経営収支と建設事業収支を含めた

資金計算により算定しています。

　水道料金は、上記でお知らせしました仕組みとなっており、新型コロナウイルス感染症による水道料金の減免は、

将来、水道施設の整備や更新がおろそかになり、料金の値上げなどにつながるため、見送ることとしました。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少等により生活が困窮する人や事業者に対し、

水道料金と下水道使用料の支払猶予を行っています。手続きなどの詳細はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人には、臨時

特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国

民年金保険料の免除申請が可能です。

　手続きの方法などは日本年金機構のホームページに掲載されています

ので、ご確認ください。https://www.nenkin.go.jp

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220

　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、FAX586－2177

国民年金からの
お知らせ

問い合わせ…上下水道課☎589－6432、FAX589－5041

膜ろ過装置

RCM膜ろ過システム概略フロー

暮らしの情報
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採用予定…①行政職（障がい者対象） 　１人程度　　　④保育士・幼稚園教諭職　　　　　 ５人程度

　　　　　②言語聴覚士（経験者） 　　１人程度　　　⑤保育士・幼稚園教諭職（経験者）　５人程度

　　　　　③調理師　　　　　　　　　１人程度

受験資格…① 昭和60年４月２日～平成15年４月１日に生まれた人で、採用試験申込日現在、身体障害者手帳、都

道府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交

付を受けている人

　　　　　② 昭和55年４月２日以降に生まれた人で、言語聴覚士免許を有し、かつ言語聴覚士としての社会人経

験が令和２年４月１日で２年以上ある人

　　　　　③ 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、調理師免許を有する人または令和３年３月31日までに当該

免許を取得する見込みの人

　　　　　④ 平成３年４月２日～平成13年４月１日に生まれた人で、保育士資格および幼稚園教諭免許の双方を

有する人または令和３年３月31日までに当該資格および免許を取得する見込みの人

　　　　　⑤ 昭和55年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格および幼稚園教諭免許の双方を有し、かつ平成

22年４月１日以降の保育士または幼稚園教諭としての職務経験が令和２年４月１日で５年以上ある

人（免許の更新が必要な人は、令和３年３月31日までに更新完了見込みであること。）

試験日時…①11月１日㈰　午前９時30分～

　　　　　②～⑤９月20日㈰　午前10時～　

試験場所…①野洲市役所本館（野洲市小篠原2100番地１）

　　　　　②～⑤野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）

１次試験（択一式）…①③④教養試験　②⑤社会人基礎試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 ８月21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、FAX587－4033

※ 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。

令和３年４月１日採用　市職員募集！

令和3年4月1日採用　市立野洲病院職員募集!

採用予定…看護師（新卒）　３人程度

受験資格…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する見込みの人

試験日時…８月29日㈯　午前９時～

試験場所…市立野洲病院（野洲市小篠原1094番地）

試験方法…教養試験、論文試験、口述試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 ８月17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）のいずれかで市立野洲病院総務課（〒520－

2331野洲市小篠原1094番地）☎587－5528、FAX587－5004

 ※ 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「看護師（新卒）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。
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　令和２年８月１日付けで市立野洲病院に新しく福
ふく

山
やま

秀
ひで

直
なお

病院長が就任しました。

　福山病院長のもと、職員一丸となってより一層信頼ある医療を提供し、引き続き市民の健康と地域医療に

貢献してまいります。

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【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㈮　午後１時30分～／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…８月３日㈪～14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）

番
号

物 件
  面 積
（公簿）

地 目 用 途 容積率 建ぺい率
予定価格

（最低売払価格）

３ 六条字堂ノ前366番1 336.62㎡ 宅地
市街化調整区域

（都市計画法第34 
 条第11号区域）

200％ 70％ 5,720,000円

４ 吉川字里ノ内1085番 212㎡ 雑種地 市街化調整区域 200％ 70％ 1,900,000円

病院長　福山　秀直

　【略　歴】

　　京都大学医学部卒業

　　京都大学大学院医学研究科修了

　　京都大学医学研究科教授

　　京都大学学際融合教育研究推進センター特任教授

　　野洲市民病院整備運営評価委員会委員

　【専門領域】

　　脳神経内科全般、認知症、神経画像

市立野洲病院  病院長就任のお知らせ

問い合わせ… 市立野洲病院総務課☎587－5528、FAX587－5004

【近江富士第二区自治会】

　同センターの社会貢献広報事業である宝くじの受託事業収入

を財源として実施しているコミュニティ助成を受け、近江富士

会館内に会議用テーブルや折りたたみイス等、コミュニティ活

動に必要な備品を整備されました。これにより更なるコミュニ

ティ活動の活性化が期待されます。

問い合わせ…協働推進課

　　　　　　☎587－6043、

　　　　　　　　　 FAX587－4033

（一財）自治総合センターの

助成を受け

備品を整備されました

暮らしの情報
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マイナポイントが始まります !

　令和２年９月から対象のキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、マイナポイント

25％（上限5,000円分）が付与されます。

　マイナポイントをもらうには？

★STEP１　マイナンバーカードを取得

 スマートフォンやパソコンから、また交付申請書の郵送により申請するこ

とができます。

取得方法の詳細は、マイナンバーカード総合サイトまたは「広報やす」７

月号10ページをご覧ください。　https://www.kojinbango-card.go.jp

※ マイナンバーカードの発行には１カ月半程度かかります。

※マイナンバーカードの初回発行・更新手数料は無料です。

★STEP２　マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）

 　　　　スマートフォン…「マイナポイント」アプリをダウンロードし予約する。（マイナンバーカー

　　　　　　　　　　　　ド対応機種のみ可）

　　　　パソコン　　　…マイキープラットフォームへアクセスし予約する。

　　　　　　　　　　　　　https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010

　　　　　　　　　　　　※別途ICカードリーダーライタが必要

いずれの場合もマイナンバーカードの取得時等に設定した「利用者用電子証明書の暗証番号（数字４

桁）」の入力が必要です。

※市役所本館２階情報公開コーナーおよび１階ロビーに設置しているパソコン、マイナポイント事業

　公式ホームページ記載のマイナポイント手続きスポットでマイナポイントの予約申し込みが可能で

　す。

　　※ マイナポイントの予約者数が国の予算の上限に達した場合には、マイナポイントの予約が締め切ら

れる可能性があります。

★STEP３　マイナポイントの申し込み

 利用するキャッシュレス決済サービスにより申し込み方法が異な

りますので、マイナポイント事業サイトでご確認の上、申し込み

ください。

　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp

　　◆ 滋賀県では、マイナポイントのさらなる上乗せが検討されています。（県が指定

するキャッシュレス決済サービスにおいて県内で支払いを行う場合）

　　　 詳細は滋賀県ホームページをご覧ください。

　　　　https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/mynumber

　　※ 一度選択したキャッシュレス決済サービスは変更できませんので、申し込みの際

　　　はご注意ください。

　　マイナポイント事業を語った不審な電話やメール、手紙、訪問等には十分ご注意ください。

問い合わせ…▽マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120－95－0178

　　　　　　▽マイナポイント制度に関すること　総務課☎587－6038、FAX587－4033

　　　　　　▽マイナンバーカードの申請方法に関すること　市民課☎587－6086、FAX586－3677

方法①

方法②

滋賀県ホームページ

マイナポイントとは、
マイナンバーカードを利用した
ポイント制度のことです！
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　『現況届』を提出された人の所得等の審査を行って

います。

　審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合は、

対象者のみ通知書を送付します。変更のない人へは送

付しませんので、10月の定期支払い前に送付する支払

通知書で振込金額を確認してください。

※ 「現況届」が未提出の場合は手当が受けられません

ので至急提出してください。

★手当月額が変更となる人

　受給者の前年中の所得が所得制限限度額以上の場合

は、特例給付として、中学校修了前の児童１人につき

月額5,000円の給付となります。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 622万円

１人 660万円

２人 698万円

３人 736万円

※ 扶養親族が４人を超える場合は１人につき38万円を

所得制限限度額に加算します。

※ 令和元年（平成31年）中の所得を審査します。所得

には一定の控除があります。

★受給者が変更となる人

　現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計

を維持する程度の高い人が配偶者であると判断できる場

合などは受給者の変更をお願いすることがあります。

問い合わせ…子育て家庭支援課

☎587－6884、FAX586－2176

児 童 手 当 の お 知 ら せ

　所得状況届は、毎年８月１日における受給者の所得状況の調査を行い、８月分から翌年７月分までの手当を引

き続き受給できる要件を満たしているかを確認するためのものです。

　対象者には、８月上旬に通知しますので、通知書に記載のものを持参の上、届出を行ってください。

※提出がない場合は、８月分以降の手当は支給できません。

※２年間提出がない場合は手当を受ける資格がなくなります。

提出期間…８月12日㈬～９月11日㈮　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日は除く）

問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当

所得状況届提出のお知らせ

身体障害者相談員・知的障害者相談員を紹介します

　市では、障がいのある人の暮らしや生活の困りごとな

ど、身近に相談ができるよう「身体障害者相談員」およ

び「知的障害者相談員」を設置しています。

　相談員には、相談者の人格を尊重し、その身上および

家族に関する秘密を守ることが義務付けられていますの

で、安心して悩みや不安、心配ごとなどお気軽にご相談

ください。

問い合わせ…地域生活支援室☎587－6169、FAX586－2177

相談員の種別 氏　名 連絡先

身体障害者相談員
織田　繁雄 587－0030

道田　弘子 587－2297

知的障害者相談員
重田　靖江 586－1580

西村　由美 587－1082

暮らしの情報
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