
　（仮称）野洲市立病院の平成31年度の開院をめざ
し、市は今まで計画を進めてきました。しかし「基
本設計」を行うための予算案が今年３月の市議会で
異例にも継続審査になった後、先日閉会した５月議
会で否決されました。
　野洲市の地域医療の中核を担っている民間の野洲
病院に対しては、昭和60年の旧野洲町時代から継続
的に多大な財政支援を実施してきましたが、今後の
自力での経営継続は困難な状況となっています。
　平成23年４月の野洲病院からの提案を機に始まっ
た市による新病院の整備計画が、今回「暗礁」に乗
り上げたことで、市民の地域医療サービスの確保は
危機的な状況となっています。
===これまでの経過===
　平成23年４月に野洲病院が提案した「公設民営」の
構想について市は、野洲病院が経営継続の限界を表
明したものと整理しました。そして、公開の検討会で
市が代わりに責任を持って病院整備を図るべきことを
公的に確認したあと、専門家の意見を踏まえて市民の
皆さんと意見を交換し、議会の審議を経るという手続
きを繰り返しながら、今日まで計画を進めてきました。
　しかし去る３月24日、市議会は、次の段階である「基
本設計」へ進むための予算案を継続審査とされました。
===予算常任委員会では附帯決議付きで一旦可決===
　継続審査とされた予算案は、年度が変わった４月
28日の予算常任委員会で可決されました。しかし次
の「附帯決議」が付けられました。（以下要旨）
○必要に応じて基本計画の精査と見直しをすること。
○開設許可に向け、国・県の協力を得られるよう努力す
　ること。
===附帯決議を受けて===
　予算案が継続審査になり、その後の委員会で可決
されても「附帯決議」が付けられるという異例の事
態を受け、市は次の新たな対応が必要と考えました。
・基本計画策定以後における関係数値の変化や未算
　定の数値を反映させるなど、収支計画の精査の実施
・基本計画の策定過程における諸問題の整理と解明
・市全体の財政の安定性に対する不安感の解消
　そしてこれらに対処するために、次の２つの方策
を５月22日の市議会議員全員協議会で提案しました。
①基本計画の精査を行い、より適正な収支計画を市
　民・議会に示すための委託費用の予算化
②野洲市は周辺他市と異なり本来制度化すべき都市
　計画税を賦課していないため、福祉や教育に充て
　る一般財源（毎年約３億円）を下水道などの都市
　整備に割くなど、厳しい財政運営をしている。市
　全体の財政に対する不安感を解消する一方策とし
　て、都市計画税に相当する固定資産税率上乗せの
　制度化に向けた議論の開始

===５月の本会議で予算案が否決===
　しかしその後、５月28日に開会した５月の市議会
定例会では、４月28日に附帯決議付きで可決された
「基本設計」の予算案が一転して否決されました。次
の段階である「基本設計」に進めないことで、病院
整備事業は先が見通せない状況になりました。
===「基本計画」策定過程の課題が顕在化===
　市立病院整備の「基本計画」は昨年度末に策定を
完了しましたが、その策定経過に様々の不可解な点
があることが今年度に入ってから分ってきました。
　まず、公平な立場から公開で審議を行う「基本計
画評価委員会」（委員長：滋賀医大学長）における、
県健康医療部局選出委員の事業成立に否定的な発言
が、市の担当者等との事前調整を踏まえてなされて
いたことが、市のパソコンから出てきた電子文書に
より判明しました。さらにこの電子文書の送受信を
確認する目的で市の業務メール記録を調査したとこ
ろ、病院整備の起債許可等の権限を持つ県庁部局の
担当者と市の当時の病院事業の担当者が、病院整備
の実現に否定的な意向を持って、基本計画の調整や
国への報告を行っていた実態が確認されました。こ
れらの行為は市の施策や意思決定手続きに対する市
民の信頼に反する行為となる恐れがあり、重く受け
止め、現在も検証を進めています。
===今後の市の方針===
　基本設計に進めないため、今は先が見通せない状
況になっていますが、市民のための地域医療の中核
機関の確保が必要だという課題は存在します。年間、
通院約10万人、入院約５万人、約650件の救急搬送を
担う医療機能が市内から消える恐れがあります。今
議会での否決理由を検証するほか、改めて市民の皆
さんのご意見をお聞きする場を設けます。

●問い合わせ…地域戦略室
　　　　　　☎587－6141、FAX586－2200

「（仮称）野洲市立病院」整備事業の現状と今後について

～基本設計を行う予算案の否決（５月議会）を受けて～

≪緊急≫市立病院を考える
　　　　　市民集会のお知らせ！

　○日時：平成27年７月12日㈰
　　　　　午後２時～４時
　○場所：野洲文化小劇場
　 ○内容：市立病院整備計画の今後など

　事前の申し込み不要
　市長が皆さんのご意見に直接お答えします
　市議会議員にも出席をお願いしています
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8月1日から有効の
新しい被保険者証を７月にお送りします

後期高齢者医療制度のお知らせ

　後期高齢者医療制度の被保険者の人に、平成27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月に郵便でお送りします。

●保険料の計算について
　平成27年度の保険料は、平成26年中の所得にもとづいて
計算します。また、支払い方法は、通知書の「特別徴収」
の欄に金額が記載されていれば、その金額を年金から直接
お支払いいただきます。
　「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きます。

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
  　現在、加入している人全員の
　被保険者証が新しくなります。

●８月１日からは、今お持ちの
　被保険者証は使えません
　　（有効期限をお確かめください。）

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
　 　入院時に、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額
認定証」（以下、「限度額認定証」という。）を提示すると、
食事代が減額されたり、入院費にかかる窓口での支払い
の上限が限度額までとなります。
●対象となる人は
　 　被保険者で、平成27年度の住民税が世帯全員非課税の
人（課税世帯の人は交付対象外です。）

●手続き方法は
　 　既に「限度額認定証」をお持ちの人で、平成27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郵
送いたします（申請手続きは不要です。）。
●対象となる人で限度額認定証をお持ちでない人は
　 　被保険者証と印鑑（認印で可）をご持参のうえ、市町
の窓口で申請してください。

びわ色
（薄桃色）
になります

保険料の額を７月にお知らせします

「限度額適用・標準負担額減額認定証」

を更新します

野洲市保険年金課　
　☎587－6081　FAX586－2177
滋賀県後期高齢者医療広域連合
　☎522－3013

問い合わせ

☆市立病院計画の疑問にお答えします！

Ｑ１：病院整備は固定資産税率の上乗せとセットなの？
Ａ：ちがいます。病院運営に伴う市の財政負担増は毎
　年２億円弱で、市では捻出可能と考えてきました。
　しかし財政不安を理由に病院に反対する意見が議会
　等にあったことから、それであれば、本来あるべき
　都市計画税分の財源を確保するため、過去の議論を
　踏まえた固定資産税率の上乗せの実施について、市
　財政全体の安定化の一方策として議論しましょうと
　提案したものです。

Ｑ２：病院の収支計画が15年間も赤字で大丈夫なの？
Ａ：赤字というと借金や補填をしなくてはならないと
　いうイメージですが、そうではありません。帳簿上
　の支出には、実際にお金が出て行くわけではない　
　「減価償却費」があり、この額を加味しない資金余
　剰は２年目から９千万円の黒字です。毎年の資金繰
　りは十分可能と見込んでいます。

Ｑ３：今の野洲病院を耐震したらいいのでは？
Ａ：平成17年の病院側の調査で、耐震には約６億円の
　工事費と約３ヶ月の休診による約９億円の減収が伴
　うことが確認されています。仮にこの15億円を投入
　して耐震補強しても、狭い敷地や施設の耐用年数　
　（※耐震化が必要な棟はすでに築35年ですが耐用年
　数は耐震補強しても更新されません。）、医療機器の
　更新のための資金の問題は改善されません。耐震化
　等のために現施設に巨額を投入しても野洲病院の健
　全化や市の医療施策の向上は見込めないと判断して
　います。逆に市としては、前回平成11年の北館の整
　備の際に、実質的に21億円もの支援を市から得なが
　ら必要な耐震対策をしなかったのか、当時の町や病
　院経営側の判断の検証が必要と考えています。

Ｑ４：なぜ駅前に病院なの？
Ａ：駅前は、高齢者などの十分な交通手段を持たない
　人でも市内全域からアクセスできる場所であり、さ
　らに医師や優秀なスタッフの確保にも有利との判断
　を専門家から得ています。そういった土地の特性に
　照らし、駅前は公共施設の集積を図り、市民の財産
　として本来広く活用すべき場所であると考えていま
　す。市では南口駅前整備構想において、市立病院と
　ともに交流・商業施設、広場など市民が広く活用で
　きる施設の整備を図ります。

Ｑ５：市立病院が整備されないとどうなるの？
Ａ：野洲病院が今の場所で継続運営を行おうとする　
　と、Ｑ３の約15億円の工事費に加えて機器更新等巨
　額の資金を調達しなくてはなりません。
    しかし、市が特定の民間病院に対して巨額の財政 
　支援を行うことは違法です。結果として、現野洲病
　院の運営の限界時期を以って支援を終えることにな
　り、市内に中核医療機関がなくなります。その後は、
　年間延べ10万人の外来と５万人の入院、650件の救
　急搬入先をどうするか、他市の病院とどのように連
　携して、本市の健康づくりや地域医療の体制を構築
　するのかという大きな課題が残ることになります。

暮らしの情報
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やすっこフェスタ＆野洲川大花火大会2015

オクトーバーフェスト＆ジャズフェスin野洲2015
～秋の収穫祭～ 出展者を募集します

平成28年成人式・はたちのつどい

■日程：７月25日㈯（荒天・野洲川増水時等の場合は29日㈬）
■会場：野洲川河川公園一帯

　●やすっこフェスタ／午後４時～７時45分
　●悠紀長屋（模擬店）／午後４時～９時
　●花火大会／午後７時45分～８時25分

　　※ 荒天等により29日㈬に延期になった場合は、花火大会のみとなり、やすっこフェスタおよび悠紀長屋
（模擬店）は中止となります。

　　※また、当日急な荒天により実施できなくなった場合は中止となり、延期はありません。
　　※ 延期等最新の開催情報については、観光物産協会ホームページ（http://www.yasu-kankou.com/）で

ご確認ください。
　● 問い合わせ／野洲市夏まつり実行委員会事務局（市役所商工観光課内）
　　　　　　　　☎587－6008　※８：30～17：15（土曜・日曜日、祝日は休み）

●日時…９月26日㈯　11：00～20：00
　　　　　　27日㈰　11：00～19：00
●会場…JR野洲駅南口前　特設会場
※ 出展資格などの詳細は「出展のご案内」でご確認ください
●応募締切…７月10日㈮午後５時（Fax、郵送不可）
● 応募要項および申込書の設置場所…オクトーバー

フェスト&ジャズフェスin野洲2015実行委員会事務
局（野洲市商工会内）、野洲市観光物産協会、野洲
駅構内の観光パンフレットケース
● 申し込み・問い合わせ…同実行委員会事務局☎589
－4880※土曜・日曜日を除く午前８時30分～午後５
時15分

　開催日程

●日時… 平成28年１月11日㈷午前９時20分～午後
０時30分（式典：午前10時～）

●会場…野洲文化ホール
●対象… 平成７年４月２日～平成８年４月１日生

まれの市内に在住者
※以前市内に在住していた新成人も出席できます

● 問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、
FAX587－3835

　☆現在、実行委員募集中！

　平成28年「成人式式典」と「はたちのつどい（レクリ
エーション）」を自主的に企画・運営する実行委員を募集
します。

● 対象…市内在住で平成７年４月２日～平成９年４月１日
生まれの人、または、18歳以上のはたちのつどい実行委
員経験者などで、成人式前日および当日に必ず出席でき
る人

●募集期間…10月1日㈭まで
　※ 10月から原則木曜日午後７時30分～午後９時に会議を

開催します。
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第12回野洲市美術展覧会作品募集

●会期… ９月13日㈰～19日㈯午前10時～午後４時
※９月14日㈪は休館

●会場…野洲文化小劇場
●応募資格… 市内および近隣市町＜近江八幡市・

守山市・栗東市・湖南市・竜王町＞
在住者または在勤・在学者。ただし
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。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、染色、陶芸などで高さ1.8
ｍ以内。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２ｍ×１ｍ以内、横書き２ｍ×0.7
ｍ以内で、わく張りか額装。軸装可。 

　◇写真： 四つ切り（A４）以上1.8ｍ×１ｍ以内で、
わく張りか額装。（組写真は３枚以内）

※ 各部ともガラス・アクリルなどのカバーやケー
スは禁止。ただし、水彩画・パステル画・版画
等はアクリルカバーのみ可。押し花に限り、ガ
ラスカバー可。
●出品料… １点につき600円※高校生は300円（要

身分証明）  
※ 作品の搬入（出品申し込み）は９月５日㈯午後
１時～午後６時・９月６日㈰は午前10時～午後
４時に野洲文化小劇場（野洲文化ホール横）へ
●募集要項等…７月中旬頃配布予定
●問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

野洲図書館

夏休みに図書館の仕事を体験してみませんか？
本が好きな人、図書館が好きな人、夏休みの思い出に、ぜひご参加ください。

対象…市内在住または在学の小学４年生～６年生・中学生・高校生
定員…各日程12人（応募多数時抽選）
日時…①７月29日㈬午前９時30分～午後３時15分
　　　②７月30日㈭午前９時30分～午後３時15分
内容…カウンター（貸出し・返却）、本の整備（カバーかけ）、図書館探検など
申し込み…７月３日㈮午前10時～12日㈰午後６時
図書館に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、図書館カウン
ターへ直接お持ちください。（電話申し込み不可）
※ 小学生・中学生の申し込みには、保護者の同意が必要となりますので、申
し込み用紙の所定欄に、必ず署名と押印をお願いします。

　抽選の結果は、ハガキでお知らせします。

　不用となった本や雑誌を、無
料でお譲りします。（１人５冊程
度まで）
日時… ８月１日㈯・２日㈰、いず

れも午前10時～午後６時
会場… 野洲図書館本館内　市民

活動支援センター活動室
※ 事前の取り置きや、用意でき
る本のタイトルの確認にはお
答えできませんので、ご了承
ください。

問い合わせ…野洲図書館
☎586－0218、FAX587－5976

「一日図書館員」募集！ 本のリサイクル市

障がい者の虐待防止に向けた講演会

「障害者虐待防止法における障がい者虐待とは何か？」
～やってはいけないことと、その具体的対応を考える～

講　師：安
やすだ

田　誠
よしと

人さん
　　　　（大谷大学文学部教育・心理学科教授）
日　時：８月８日㈯午後１時30分～３時30分 
場　所：市民活動支援センター ホール（野洲図書館内）
対　象：どなたでも、定員100人
　　　　※ 手話通訳および要約筆記（文字による通

訳）が必要な人は７月24日㈮までにお申し
込みください

参加費：無料
問い合わせ： 障がい者自立支援課　地域生活支援室

（障がい者虐待防止センター）
　　　　　　☎587－6169、FAX586－2177

暮らしの情報
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９月13日から開催する市美術展覧会に出品いただく作品を募集します。



※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
※いずれも個人情報が含まれる案件等については、非公開となる場合がありますのでご了承ください。
　▶問い合わせ…人権施策推進課　☎587－6041、FAX518－1860
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　障がいのある人の福祉の増進を図るため、市が相談
業務を委託している身体障がい者相談員および知的障
がい者相談員を紹介します。
　相談員には、障がいのある人の人格を尊重し、その
身上および家族に関する秘密を守ることが義務づけら
れています。
　障がいのある人やその家族が抱えている悩みや不
安、心配ごとなどお気軽にご相談ください。
相談員の種別 氏　名（敬称略） 連絡先

身体障がい者相談員
織田　 繁雄 587－0030
藤下 多加志 589－2761
井塚　 新三 586－2116

知的障がい者相談員
重田　 靖江 586－1580
西村　 由美 587－1082

連絡・問い合わせ…障がい者自立支援課地域生活支援室
　　　　　　　　  ☎587－6169、FAX586－2177

　近年、子どもが犯罪の被害者とな
る痛ましい事件が多発するなど、青
少年を取り巻く環境への懸念が高
まっています。「育てよう健やかに　
支えようみんなで」をスローガンに、
次代を担う子どもや若者がのびやか
に成長できるよう、市民の皆さんのご協力をお願いい
たします。

身体・知的障がい者相談員の紹介
７月は

「青少年非行･被害防止強調月間」
です

＝青少年健全育成に関する行事＝

多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
■はつらつ野洲っ子中学生広場
　日時…７月４日㈯午後１時30分～
　会場…コミセンきたの大ホール
　問い合わせ…生涯学習スポーツ課 ☎587－6053

審議会開催

■日時：７月29日㈬　午前９時30分～
■会場：市役所本館３階第１委員会室
■内容（予定）
　▶ 第２次野洲市男女共同参画行動計画
等に係る平成26年度事業実績および
平成27年度事業計画等について

　▶ 「男女共同参画に関する市民意識
（実態）調査」の結果について

　▶ 「第３次男女共同参画行動計画」策
定に係る諮問について

■日時：７月29日㈬　午後２時～
■会場：市役所本館３階第１委員会室
■内容（予定）
　▶ 第２次野洲市人権施策実施計画に係る平成26年度事
業実施等について

　▶ 第２次野洲市同和対策実施計画に係る平成26年度事
業実績および平成27年度事業計画等について

　▶ 「人権問題に関する野洲市民意識調査」の結果につ
いて

　▶ 「第３次人権施策基本計画」策定に係る諮問について

男女共同参画審議会 人権施策審議会

姉妹都市提携22年目！

クリントンタウンシップから交流使節団がやってきます！
　米国ミシガン州クリントンタウンシップとは1993年より姉妹都市提携を結び、友好を深めてきました。その交
流も今年で22年目を迎えます！
　現地から６名の交流使節団が７月12日から21日までの間、市内のホストファミリー宅にホームステイしなが
ら、小・中学校などを訪問し、子どもたちと交流したり、日本文化を体験したりします。
　７月20日のマリンスポーツフェスティバルでは、市民の皆さんと積極的に交流するため、使節団も参加する予
定です。身近なところで国際交流を体験してみませんか！ Let's join us ！
 
問い合わせ…野洲市国際協会 ☎586－3106、FAX586－3139　企画調整課 ☎587－6039、FAX586－2200



　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。

※ 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。
推薦対象者… 地域や団体等において概ね10年ボラン

ティア活動をされている人
推薦方法…自薦・他薦
※ 推薦書の提出が必要です。詳しくは下記までお問い
合わせください。
推薦締め切り…７月17日㈮
問い合わせ…広報秘書課 ☎587－6036、FAX586－2200

　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月中旬に郵送しますので、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。
　交付には一定の所得要件があり、毎年の所得により助成対象者は変わります。
　また、年度途中で65歳になられた助成対象者には、個人情報保護の観点から通知は行いません。すべ
ての制度において対象になると思われる人は、保険年金課へお問い合わせください。
　なお、窓口での交付は大変混雑しますので、申請書を郵便にて返送くださいますようお願いします。

【対象となる人】
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
③ 75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年以上一人暮らしで、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）

※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、交付（更新）申請書の案内通知または受給資格の喪失通
知が７月21日㈫までに送付されない場合は、お手数ですが保険年金課までご連絡ください。

問い合わせ…保険年金課 ☎587－6081、FAX586－2177

野洲市政功労者表彰の推薦を募っています

福祉医療費受給券交付（更新）のお知らせ

暮らしの情報
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