
①市内の中核的医療の今後について
　「中核的医療機関のあり方検討委員会」で提言された、「市内に一定の役割を担う病院は必要」であるとの結論は、課題と
して今後も残ります。それを市立病院で担う手段は、今回断念する結果となりましたが、引き続きこの課題と向き合い、新
たな方策等必要な検討を継続していきます。
②野洲駅南口周辺の整備方針について
　野洲駅南口周辺の整備については、平成24年に「市民活動拠点施設用地」としてアサヒビール㈱から買取った駅前の土地
を含む周辺の市有地で「健康」と「にぎわい」をコンセプトとしたまちづくりを市民や市議会と共に検討してきました。市
立病院整備計画が止まっても、土地の基本的な利用目的やコンセプトが揺らぐことはありません。今後、機能配置等の修正
を加えながら、継続して整備に向けた検討を進めていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…地域戦略室☎587－6141、FAX586－2200

市立病院整備のための基本設計等予算案　市議会で否決
～市立病院整備は進められなくなりました～

　平成23年からの約４年半、市民の皆さんとの意見交換と市議会の審議を重ね積み上げてきた市立病院整備計画の、次のス
テップである「病院基本設計等の予算案」と「開院資金確保と病院の設置場所及び運営主体を規定するための基金条例案」
が共に11月の臨時議会で否決となりました。
　この基本設計予算は、本年５月に続き今回が二度目の否決となり、市立病院整備は断念せざるを得ない事態となりました
ので、市民の皆さんにお知らせします。

　平成23年４月、野洲病院からの「新病院構想2010」※を受け、市は「中核的医療機関のあり方検討委員会」での検討を経て、
同構想で示された病院の整備・運営形態については採用しがたいと判断しました。しかし、市民の中核的医療サービスを維
持することは大切であるという検討会の提言を基に、新たな市立病院を整備する方針を定め計画に着手しました。
　検討当初からすべての情報を市民に公開し、平成23年度の「中核的医療機関のあり方検討委員会」を始め、平成25年度
の「基本方針」「基本構想」、平成26年度に「基本計画」を策定し、市議会での審議の結果を踏まえ段階的に進めてきました。
一連の検討および構想、計画等の策定にあたっては、滋賀医科大学および京都大学の協力を得て進めてきました。
　平成27年３月、病院建設の基本設計等に係る予算案を市議会に提案しましたが、継続審査となり、翌平成27年度の5月、
市議会はこれを否決されました。市はこの否決を踏まえ、本年の８月から基本計画の精査に取り組み、病床数、病床構成、
病院機能、施設規模、収支見通しといった計画の基本的な部分の精度を向上させた後、改めて基本設計等の予算案と基金条
例案を11月５日の市議会臨時会に諮りましたが何れも否決となりました。
　なお、いずれの議案提案も市税の増税に関する内容は含んでおりません。
　市は、前回の平成27年５月の否決に続き今回の基本設計等予算案の否決、基金条例案を含めた計三度の否決を踏まえて、
今後この計画を推進していくことは困難と考え、一連の市立病院整備計画を断念せざるを得ないと判断しました。
　市立病院整備の経過、計画等の詳細内容は市ホームページをご覧ください。（「野洲市民病院整備事業」で検索）
　※「新病院構想2010」
　　民間病院である野洲病院の施設及び機器が老朽化し、基幹施設の耐震ができていないため、市が新しい土地を確保し病
　院を建て、機器更新して野洲病院に委ねれば、市からの過去の借入金の計画的な返済と財政支援の軽減ができるというもの。

２．今後の対応について

１．市立病院整備事業の今日までの経緯
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■通知カードが届いたら
　通知カード（12桁の個人番号を通知する紙製カー
ド）は、先月中旬以降住民票の住所地へ、世帯毎に簡
易書留により順次郵送されていますので、お受け取り
後、送付物をご確認のうえ、大切に保管してください。
　なお、紛失等による再発行には、500円の手数料が必
要です。
（送付物の内容）
　○通知カード（世帯人数分）
　○個人番号カード交付申請書（世帯人数分）
　○ 個人番号カード交付申請書の送付用封筒（１通に
つき１部）

　○ご案内（１通につき１部）
　また、引っ越しや結婚等で住所や名前が変わるとき
は、カードの裏面に市役所で変更事項を記載します。
手続きの際には「通知カード」を忘れずにお持ちくだ
さい。
■個人番号カードを申請する場合は
　個人番号カード（顔写真付きのプラスチック製ＩＣ
カード）の取得を希望する場合は、通知カードに同封
された「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記
入のうえ、ご本人の顔写真を貼り、同封の「送付用封
筒」に入れて郵便ポストに投函してください。
　「送付用封筒」への切手の貼付は不要で、差出有効
期間は平成29年10月４日までです。
　なお、世帯員が別々に申請される場合や、別の封筒
で送付される場合、封筒および送料は送付者のご負担
となります。
（送付先）
　 〒219－8650
　日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第２号
　 地方公共団体情報システム機構
　個人番号カード交付申請書受付センター　宛
（その他）
　郵便による申請のほか、スマートフォンや自宅のパ
ソコンからの申請も可能で、詳しくは、通知カードに
同封する「ご案内」によりご確認ください。
　個人番号カードの取得は任意ですが、市では個人番

号カードを利用したコンビニ交付サー
ビス（コンビニで住民票、印鑑証明書
などの公的証明書を取得いただける
サービス）の開始を予定しています。
　なお、住民基本台帳カードをお持ち人は有効期限ま
で利用できますが、個人番号カードを交付する際に回
収します。
■個人番号カードの受け取り方法
　個人番号カード交付申請をした人には、平成28年１
月以降、個人番号カードの交付準備が整い次第、交付
通知書により詳しくお知らせします。
　交付場所は、市役所本館１階第１会議室の予定です。
■問い合わせ
＜野洲市マイナンバーコールセンター＞
　　　　　　☎0570－03－3348（ナビダイヤル有料）
　受付時間…午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　（土曜・日曜日、祝日、年末年始除く）
＜全国／マイナンバー総合フリーダイヤル＞
　　　　　　☎0120－95－0178（無料）
　受付時間…平　日　午前９時30分～午後10時
　　　　　　土日祝　午前９時30分～午後５時30分
　　　　　　　　　　（年末年始を除く）
　 一部IP電話等でつながらない場合（有料）
　・マイナンバー制度に関すること
　　　　　　　　　　　　☎050－3816－9405
　・通知カード、個人番号カードに関すること
　　　　　　　　　　　　☎050－3818－1250
　・外国語対応（英語、中国語、韓国語、スペイン語
　　　　　　　　ポルトガル語　フリーダイヤル）
　・マイナンバー制度に関すること
　　　　　　　　　　　　☎0120－0178－26
　・通知カード、個人番号カードに関すること
　　　　　　　　　　　　☎0120－0178－27
＜市民課＞通知カード、個人番号カードに関すること
　　　　　　　　　　　　☎587－6086
＜企画調整課＞マイナンバー制度に関すること
　　　　　　　　　　　　☎587－6039

　　　マイナンバー（個人番号）制度のお知らせ

マイナンバー制度に便乗した不正な個人情報の取得や勧誘にご注意ください！

＜このような電話などに注意してください！＞
○マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、
　・国の関係省庁や市などの地方自治体が、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・
　　保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
　・ＡＴＭの操作をお願いすることも一切ありません。
　　こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
○電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や
　不正な勧誘などには十分注意してください。
○マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らか
　なものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
○「なりすまし」の郵送物にご注意ください！
　・通知カードや個人番号カードに関して配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりする
　　ことはありません。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

暮らしの情報
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バス乗降場

JR琵琶湖線守山駅→

JR琵琶湖線←篠原駅

タクシー乗降場

一般車乗降場

一般車乗降場

身体障がい者用乗降場

バスプール

JR野洲駅
改札口

タクシープール

バス乗降場

一般車待機所

横断歩道橋

エレベーター

エスカレーター・階段

（今回の整備工事箇所）

野洲駅北口駅前広場計画イメージ

野洲駅北口駅前広場整備事業について

　現在の野洲駅北口駅前広場には、広場の中央に横断
歩道が２か所あり、歩行者の安全性確保に課題がある
と同時に、車両交通の混雑を招いています。また、路
線バスや送迎車の乗降や停車が安全に行えないなどの
問題が生じています。こうした問題を解消するため、
野洲駅北口駅前広場整備事業を進めています。
　今回、事業の中心となる歩道橋整備工事に着手しま
す。工事期間中、ご不便ご迷惑をおかけしますが、当
事業の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

今回の工事概要
工事期間…平成27年12月～平成29年３月
工事内容… 横断歩道橋（エスカレーター・階段・エレ

ベーター）の設置工事
　　　　　 シェルターと歩道の整備工事（西側・北側

部分）
工事受注者…㈱昭建　湖南支店
● 工事に伴って仮設通路を設けるため、迂回等が生じ

る場合があります。誘導員の指示に従って通行をお
願いします。

● 工事期間中は混雑が予想されます。一般車両は、で
きるだけ南口駅前広場のご利用をお願いします。

● 工事箇所では、車両片側交互通行および通行止めを
伴う夜間工事を予定していますので、ご協力をお願
いします。

● 広場整備全体の完成は、平成30年度を予定していま
す。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

シェルター ( 西側 )

シェルター ( 北側 )
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　11月３日、「市政功労者表彰式」を行いました。
　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）

■自治功労

　岩井　　實（自治会長）
■社会功労

　野口　義昭（民生委員児童委員）
　神嵜　悦子（健康推進員）
　辻川　和子（健康推進員）
　南　　 雄（通学路の見守り活動に尽力し地域福祉

に寄与）
　大谷　卓三（地域の美化活動に尽力）
　一井　彰人（学校歯科医）
■産業功労

　荒川　博行（中小企業金融審査委員会委員）
　岡田　博文（元小堤生産森林組合組合長）

問い合わせ…広報秘書課
　　　　　　☎587－6036、FAX586－2200

ますますのご活躍を！
平成27年度市政功労者に９人

　野洲市議会は、11月５日の平成27年第４回臨時会に
おいて議長・副議長を選出しました。また、議会選出
の監査委員の選任に同意しました。

　野洲市議会は、同日、教育委員会委員の任命、公平
委員会委員の選任に同意しました。
■野洲市教育委員会委員に小澤郁乃さん

　橘円さんの任期満了に伴い新委員に小澤さんが議会
の同意を得て任命されました。
　任期は、平成27年11月18日～平成31年11月17日です。
■野洲市公平委員会委員に小森久美子さん

　森野百代さんの任期満了に伴い新委員に小森さんが
議会の同意を得て選任されました。
　任期は、平成27年11月18日～平成31年11月17日です。
問い合わせ…議会事務局　☎587－6034、FAX 586－4300

市議会臨時会で決定！

議長

市木一郎さん

副議長

髙橋繁夫さん

監査委員

栢木進さん

農業委員会から農業施策に関する建議書が提出されました

　市農業委員会は10月16日、農業振興に向けて優良な
農用地の確保・維持を図り、さらに意欲ある担い手や
新規就農者を育成して、地域で特色のある農業が可能
となるような施策を積極的に展開されるよう、山仲市
長に次の内容で建議書を提出しました。

１．野洲市農業振興計画の推進と進行管理について
　　　野洲市農業振興計画の実施状況の検証と新規計
画の策定の要望

２．農業者への支援について
　　　水稲農家への補助、担い手・新規就農者の育成
支援、遊休農地の有効活用

３．農産物の市場開拓（６次化）について
　　　農作物のブランド化の推進、加工所・販売所の
設置支援

４．地産地消の推進について
　　　地元産食材を使った食文化の伝承、地元産食材
の優先利用の推進

５．優良農地の保全
　　　農業用施設の計画的な更新整備、耕作放棄地へ
の対策

６．農業施設について
　　　農業施設の補修整備費の軽減対策

７．女性の農業における地位向上について
　　　男女共同参画の推進
８．有害鳥獣被害防止対策について
　　 　有害鳥獣への駆除体制の整備、計画的固体駆除

の実施
９．農業委員会組織の充実について
　　 　農業委員会法改正に向けた支援の実施、農業委

員会事務局の体制の強化
※ 建議書は、市ホームページ→行政情報→農業委員会
のページにも掲載しています。

問い合わせ…農業委員会事務局
　　　　　　☎587－6007、FAX587－3834

暮らしの情報
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　第６期（平成27～29年度）介護保険事業計
画に基づき、地域密着型サービス開設事業者
の公募を行った結果、次のとおり事業者が決
定しましたのでお知らせします。

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　　　　株式会社　あいむ
②認知症対応型通所介護
　　　　応募なし
　今回応募がなかった認知症対応型通所介護
については、来年度以降に再度公募を実施す
る予定です。公募要項等の詳細は今後、市ホー
ムページ等でお知らせします。
問い合わせ…高齢福祉課 
　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

　平成28年４月からのこどもの家入所希望者は、次の要領に
より申し込みが必要です。なお、継続入所の人も申し込みが
必要です。詳しくは、ホームページ、市役所こども課・市民サー
ビスセンターに設置している入所案内をご覧ください。
１）入所申込書・入所案内

　各こどもの家・野洲市社会福祉協議会窓口・市役所西別館
こども課・市民サービスセンターに設置しています。
２）申し込みの受付日時と場所

場所 市役所本館１階第１会議室

日時
12月17日㈭～19日㈯　午前９時～午後６時30分
ただし12/19㈯は午後５時まで

※各こどもの家で受付はできません。平成28年度の入所受付
は、原則この期間が最終となります。　
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　　社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

地域密着型サービス
事業者公募結果

平成28年度野洲市こどもの家
(学童保育所)入所申し込み

住居確保給付金のお知らせ
仕事探しをしている皆さんへ、賃貸住宅の家賃額を給付する制度があります！

■住居確保給付金とは？

　離職者で就労能力および就労意欲のある人の内、住
宅を喪失または喪失するおそれのある人を対象として
住宅費を支給するとともに、市市民生活相談課による
就労支援等を実施し、住宅および就労機会の確保に向
けた支援を行います。

■受給要件は？

　ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心
に常用就職を目指した求職活動を行う人で、申請時に
以下のいずれにも該当する人。（その他条件がありま
す。詳細はお問い合わせください。）
① 離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居
喪失のおそれがある

② 申請日において65歳未満、かつ、離職等の日から２
年以内である

③ 離職前に主たる生計維持者であった（離職前には主
たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等によ
り、申請時には主たる生計維持者となっている場合
も含む）

④ 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の
世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準
額以下である（収入には、公的給付を含む）

⑤ 申請日において、申請者および申請者と生活を一つ
にしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の
金融資産額以下である

　支給額＝家賃額－（月の世帯の収入合計額－基準額）

※ 支給額の上限額は、家賃額の上限額となります。
　支給期間： ３か月間（一定の条件により最長９か月

まで延長可能）
　支給方法：大家等へ代理納付
世帯
人数 基準額 家賃額

（上限額）
収入
基準額

金融
資産額

１人 7.8万円 3.5万円 11.3万円 46.8万円
２人 11.5万円 4.2万円 15.7万円 69万円
３人 14.1万円 4.6万円 18.7万円 84.6万円
４人 17.5万円 4.9万円 22.4万円 100万円
■受給期間中の就職活動をすすめるにあたって

　（やすワーク）

● 受給期間中は、常用就職に向けて就職活動を行って
いただきます。

● 市役所では、ハローワークの就労支援と市役所の生
活支援を一体的に提供するやすワークを設置してい
ます。やすワークを活用し、就職を目指しましょう！
（要予約）
【住宅の初期費用および生活費が必要な人には

 貸付制度があります（社会福祉協議会）】

　賃貸住宅への入居には敷金・礼金等のいわゆる「初
期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が
困難な人や、住居確保給付金受給中の生活費が必要な
人は、社会福祉協議会の「生活福祉資金（総合支援資
金）」を活用することができます。

まずは、お気軽にご相談ください！

市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677
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■ひとり親家庭の自立を支援します

　児童扶養手当を受給している、または同等の所得水
準にある母子家庭・父子家庭の父母を支援します。
  いずれも所得制限等の諸条件がありますので事前相
談が必要です。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。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

　厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講
し、終了した場合に、自己負担した費用の20％相当額
（4,000円を超える額で上限100,000円）を支給します。
※事前申請が必要です。
※雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある人は対象
外です。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

　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２年以上のカリキュ
ラムを修業される母子家庭・父子家庭の父母に、受講
期間の生活資金を支給します。
支給期間…修業期間の全期間（ただし上限２年）
支給金額…市民税非課税世帯　月100,000円
　　　　　市民税課税世帯　月70,500円
母子・父子自立支援プログラム策定等事業

　就労を希望している人、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。
■母子・父子・寡婦の人に資金の貸付制度があります

　経済的にお困りの母子家庭・父子家庭・寡婦の人
に、子どもの高校、専修学校、短大や大学等への進学
のために、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。貸付けには諸条件がありますので、詳しく
はお問い合わせください。
■児童扶養手当制度について

　離婚等により、ひとり親になった家庭の父母、また
は親に代わってその児童を扶養している人等は、その
児童が18歳到達の年度末まで手当が受給できます。所
得制限等の条件がありますので、詳しくはお問い合わ
せください。
※ 今まで公的年金（遺族年金や障害年金等）を受給し
ている人は児童扶養手当の受給資格はありませんで
したが、併給制限の見直しが行われ、昨年12月以降
は公的年金との併給が可能となりました。ただし、
受給できるのは年金等の月額が児童扶養手当の月額
より低い場合で、その差額分を児童扶養手当から支
給するものです。
　 差額の計算方法など、詳しくはお問い合わせくださ
い。
※ 現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等をさ
れた場合は、届出が必要です。また、受給者本人や
扶養義務者が年度の途中で所得の修正申告をした場
合もお知らせください。どちらも発覚した場合は、
その事実が生じたときに遡っての処理となり、既に
支払っている手当額を返還していただく場合があり
ますのでご注意ください。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586―2176

　１日約４人。昨年日本でHIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染がわかった人数です。感染
原因の８割以上は性行為によるもので、その予防にはコンドームが有効です。草津保健所
では、無料のHIV検査（原則、第１・３水曜日午後）や健康相談ができます。
　なお、多くのHIV陽性者は、治療法の進歩で発症までの時間を遅らせて生活しています。
　感染者に対する差別・偏見の解消を図りましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…草津保健所☎562－3614
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課☎588－1788、FAX586―3668

12月１日は「世界エイズデー」

ひとり親家庭の皆さんへお知らせ

暮らしの情報
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