
対 象…市に住民登録がある人

　　　　　※今回のワクチン接種は、接種日において満16歳以上の人が対象となります。

　　　　　※原則、住民登録がある市区町村で接種することになります。

　　　　　※ 住まいが住民登録地と異なる場合は、実際に居住している市区町村の相談窓口にお問い合わせくだ

さい。

　　　　　※ 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を希望する人は、医療機関や施設にご相談くださ

い。

接 種 日 程… ５月10日㈪から開始します。（ワクチンの供給状況によっては接種が遅れる可能性があります。）

　　　　　 ▽接種時間／月曜～土曜日（祝日を含む）　午後１時30分～４時

　　　　　 　　　　　　日曜日　　　　　　　　　　午前９時30分～正午、午後１時30分～４時

　　　　　※ 詳細は、市ホームページまたは下記コールセンター等でご確認ください。

　　　　　※ 接種後は体調確認のため15分～30分程度、会場で待機していただきます。

　　　　　※接種にかかる時間は、受付・検温・予診・待ち時間等を含めて30分～１時間程度です。

接 種 場 所… 市立野洲病院（野洲市小篠原1094番地）

接 種 回 数…２回

　　　　　※ 今回のワクチンでは、通常１回目から３週間後の同じ曜日以降に２回目の接種を受けることになり

ます。

接 種 費 用… 無料

接種券送付…  令和３年度中に65歳以上になる人には３月31日に、それ以外の人については、６月以降に順次接種

券（クーポン券）、予診票を送付します。

接 種 方 法… 接種には予約が必要です。接種を受けたい日の５日前までに下記コールセンターへお問い合わせい

ただくか、予約サイトから予約してください。予約には、接種券（クーポン券）に記載している

ID・パスワードが必要です。予約がない場合は、接種を受けることができません。詳しい予約方法は、

接種券（クーポン券）に同封しているチラシをご確認ください。

　 　 　 　　※ 各日、定員（接種可能な人数）を設けていますので、ご希望に添えない可能性があります。

　　　　　　　▽コールセンター ： ☎0570－200－698

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付／午前９時～午後５時）

　　　　　　　▽予 約 サ イ ト  ： https://reserve-vac-c.jp/yasu/user/login

　　　　　　　　ワクチン接種推進室および市立野洲病院では予約はできません。　

持 ち 物… 接種券（クーポン券）、予診票、本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）

注 意 事 項…◦ 接種券（クーポン券）に同封している「新型コロナワクチン接種の予診票」

に必要事項を記入の上、接種日当日に持参してください。

　 　 　 　　◦ 基礎疾患等があり、病院や診療所に通院されている人は、かかりつけ医等

と相談の上、接種してください。

　 　 　 　　◦ 接種日当日、体温を測定し明らかな発熱や体調不良がなければ、マスク着

用の上、肩を出しやすい服装（半袖を着て脱ぎやすい上着の着用をお勧め

します。）で来場してください。

　令和３年２月14日にファイザー社の新型コロナウイルスワクチンが薬事承認されたことから、接種を希望され

る令和３年度中に65歳以上になる人（昭和32年４月１日以前に生まれた人）から順にワクチンが供給され次第接

種を進めます。

新型コロナウイルスワクチン接種が始まります

2021.4　広報やす　　2

予約サイト



◇◆◇ 接種に関する主なＱ＆Ａ ◇◆◇

Ｑ：新型コロナワクチンの接種を希望しません。接種しなくてもよいでしょうか？

Ａ： 新型コロナウイルスワクチン接種はコロナウイルスに感染した場合に発症や重症化を予防する効果が期待さ

れています。強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づいて受けていただくものですので、接種を希望さ

れない場合は、無理に接種する必要はありません。 

Ｑ：持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることはできますか？

Ａ： 基礎疾患のある人は、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますのでかかりつけ医とご相談ください。

抗凝固剤を内服中の人は、ワクチンを受けた後、接種箇所を２分以上押さえてください。

Ｑ：新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時に受けることはできますか？

Ａ： 原則として同時に接種することはできません。前後に他の予防接種を行う場合は、２週間以上あけてください。

Ｑ：新型コロナワクチンを接種すると制限無く行動できますか？

Ａ： ワクチンを受けた人は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワクチンを

受けた人から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に

進んでいく段階では、すぐに多くの人が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた人も受けて

いない人も、ともに社会生活を営んでいくことになります。

　　このため、引き続き、感染予防対策を継続していただくようお願いします。

（出典：厚生労働省Q＆A）

★☆★ 市立野洲病院長からのメッセージ ★☆★

　～ 新型コロナワクチンを受けられる皆さんへ ～

市立野洲病院長　福山　秀直　　

　今回のワクチンは、これまでのインフルエンザや麻しん等のワクチンとは異なり、原因となるコロナウイルス

遺伝子の一部を取り出して、接種するものです。従って、ウイルスに感染する危険性はありません。ただ、どれ

ぐらい効果が長く続くかは、これまでにデータが集積されていないため、分かっていません。イギリスやアメリ

カからの報告では、発症を98％の有効性で抑えることが分かっています。副反応はインフルエンザとほぼ同等です。

　日常生活を取り戻すためにも、多くの皆さん（70％以上）の接種により、感染症の広がりを抑えることが可能

ですので、可能な限り皆さんのご協力をお願いします。

　なお、妊娠中や授乳中の人は、医師にご相談ください。また、16歳未満のお子さんは、現在接種できません。

※新たに直通電話番号を設置しました。

問い合わせ…ワクチン接種推進室☎588－5007、FAX586－3668、Ｅメールwakuchin@city.yasu.lg.jp

　市では、４月１日から出産後に出産医療機関等で実施す

る新生児聴覚検査（初回検査）の費用の一部を助成します。

　赤ちゃんの健やかな発達のために新生児聴覚検査をぜひ

受診しましょう。

対　象… 令和３年４月１日以降に出生した乳児で、市に住

民登録がある産婦と乳児

　　　　※ 検査時に転出されている場合や令和３年３月31

日以前に出生した乳児は対象となりません。

問い合わせ…健康推進課

　　　　　　☎588－1788、

 　　　　　FAX586－3668

４月１日から

新生児聴覚検査費用

の一部を助成します！

暮らしの情報
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　就職・転勤・入学等による転入・転出など、住所異動の届出が集中するこの

時期に合わせて、休日に住民異動等の手続きと、各種証明書の交付を行います。

　平日に来庁いただけない人は、この機会をぜひご利用ください。

　なお、来庁しなくても転出届出は郵送で行うことができます。詳細はお問い

合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

手続き・交付場所…市民課

取 扱 業 務…▽住民異動（転入、転出、転居等）の受け付け

　　　　　　※ マイナンバーカード（個人番号カード）または住基カードによる特例転入や海外からの転入手

続き等、受け付けできない場合があります。

　　　　　▽マイナンバーカード電子証明書の更新

　　　　　▽住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本等の各種証明書の発行

　　　　　　※税関係の証明書は発行できません。

　　　　　▽印鑑登録

持 ち 物… 来庁する人の本人確認書類（運転免許証など）

　　　　　※ マイナンバー（個人番号）の通知カードや個人番号通知書は本人確認書類として利用することはでき

ません。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

４月４日㈰　午前９時～正午

休日の市民課窓口をご利用ください ! !

　日常の出来事や心に残る思い出などを、短歌・俳句・川柳・冠句・情歌に詠んで、「文学の散

歩道」に応募してみませんか。

募集部門…短歌、俳句、川柳、冠句、情歌

応募資格… 市内および隣接市町（近江八幡市・守山

市・栗東市・湖南市・竜王町）在住・在

勤・在学者

応募条件…１人各部門３作品以内（複数部門応募可）

配　　題…該当月の配題を用いて創作してください。

冠　句 情　歌

４月 始発駅 活躍

５月 暮らしの灯 席

６月 自己主張 自宅

７月 クラス会 忘れ

８月 遠花火 近く

９月 雨模様 予約

10月 驚いて カップ

11月 帰り道 暖簾

12月 大掃除 覚え

１月 予定表 屠蘇

２月 雪景色 期待

３月 いつまでも ポーズ

そ の 他…◇所定の用紙で応募してください。

　　　　　※ 市役所本館ロビー、生涯学習スポーツ課、

各コミュニティセンター、シライシア

ター野洲、市民サービスセンターなどに

設置しています。

　　　　　◇ 複数部門に出品される場合は、応募用紙

を分けてください。

　　　　　◇ 出品料は無料です。経験・未経験は問い

ません。

　　　　　◇ 毎月中旬に、前月の入選者・投稿者を中

心とした投稿者交流会を開催し、互選に

より入選作品を決定します。

　　　　　◇ 各コミュニティセンターなどに各部門入

選３作品を月末頃から約１カ月間掲示し

ます。応募用紙にペンネームや雅号を書

かれている人は、本名を公表しません。

応募・問い 合わせ…毎月10日午後４時まで（閉庁日の

場合は次の最初の開庁日）に応募用紙に必

要事項を記入の上、シライシアター野洲玄

関付近に設置の応募箱へ投函いただくか、

郵送または持参のいずれかで生涯学習ス

ポーツ課（〒520－2395野洲市小篠原2100

番地１）☎587－6053、FAX587－3835

　　　　　

文学の散歩道投句募集!! あなたの一句をお待ちしています
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市街化区域が拡大します！

～ 大津湖南都市計画区域区分（滋賀県決定）が変更 ～

　市では、大津湖南都市計画区域区分（滋賀県決定）の変更に向け、県や関係機関との協議を行っていましたが、

３月30日付けで滋賀県により変更決定の告示があり、６地区21.6haが市街化区域に編入されました。

各地区の位置図

　野洲市学習・生活支援事業で頑張っている生徒に勉

強を教える学習ボランティアを募集しています。

対　象…社会人、大学生等　　

謝　金…2,000円／回

日　時…毎週水曜日　午後６時～８時30分

場　所…コミュニティセンターやす３階

内　容… 市内在住の中学１年生～３年生への個別指導

（基礎的な勉強を教えていただくことが中心

となります。）

※当日は軽食を提供します。

申し込み・問い合わせ…市民生活相談課

　　　　　　　　　　　☎587－6063、FAX586－3677、

　　　　　　　　　　　Ｅメールsoudan@city.yasu.lg.jp

Y
や す ク ー ル

aSchool
学習ボランティア募集 !!

●市街化区域に次の６地区21.6haを追加

地区名 面 積 用途地域

①三上妙光寺地区 4.8ha  近隣商業地域

②西河原天皇前地区 3.9ha 第２種中高層住居専用地域

③西河原上ダイ地区 1.4ha 第２種中高層住居専用地域

④冨波地区 2.2ha 第２種中高層住居専用地域

⑤小篠原台地区
8.3ha

（A：5.7ha）
（B：2.6ha）

第１種中高層住居専用地域

準工業地域

⑥小南地区 1.0ha 第１種中高層住居専用地域

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

大型イベント

延期・中止のお知らせ

　毎年、開催を楽しみにされ多くの人に来場いただい

ておりました市の大型イベントについて、新型コロナ

ウイルス感染症の終息が見込めないため、次のとおり

延期・中止となりましたのでお知らせします。

【延 期】

　◆第13回「やすまる広場」2021

　 　 　６月６日に開催予定でしたが秋以降に延期しま

す。今後、感染状況を見極めて改めて判断します。

　　 問い合わせ…やすまる広場実行委員会

　　　　　　　　（市民サービスセンター内）

　　　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438

【中 止】

　◆やす花火大会

　　 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、FAX587－3835

　◆オクトーバーフェストやすＪＡＺＺ ＵＰ！

　　 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

暮らしの情報
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　市では、新型コロナウイルス感染症による国際的な古布類のリサイクル網の停滞を受け、令和２年６月から古

布類の分別収集を中断していましたが、古布類のリサイクル網に一定の改善が見られたことから、４月より各集

積所での古布類の分別収集を再開します。

　なお、古布類のリサイクルを取り巻く状況は未だ厳しく、古布類を出す場合は、次の点にご協力ください。

１．多量に処分する場合は、複数回に分けてください
　　　排出が集中するとリサイクル事業者の受入可能量を超過するため、リサイクル処理ができません。

２．雨の日は排出を極力お控えください
　　　雨に濡れるとリサイクル対象品としての価値が消滅します。

３． 綿を含む製品、ビニール製品、革製品、金具を含む製品、汚れがある製品等は、燃えるごみで出
してください

　　　例：ぬいぐるみ、布団、枕、クッション、防水着、ベルト、下着、トイレカバー、トイレマット、マスク 等

４．着物類は、燃えるごみで出してください
　　　 従前の分別収集では古布類の対象としていましたが、現在のリサイクル市場では、収集対象には適さない

ため。

　リサイクルの非対象品が多く排出されると、リサイクル事業者による受け入れが

困難となり、古布類の収集を再度中断しなければならなくなりますので、適正な分

別にご協力をお願いします。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種の対象と思われる人には、５月中旬に個別通知（はがき）します。

　接種を希望する人は実施医療機関に予約の上、接種を受けてください。

対　象…次の①②いずれにも該当する人

　　　　① 令和３年度に満65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

　　　　② 過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことがない人

持ち物… はがき、本人確認ができるもの（健康保険証など）、接種費用

※ 実施医療機関および個別通知が届くまでに接種を希望される人はお問い合わせ

ください。

※ 過去に自費等で高齢者肺炎球菌ワクチンを受けた人は対象になりません。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ

４月から古布類の収集を再開します
～ 家庭内保管のご協力ありがとうございました ～
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 ≪ 国民健康保険 ≫
高額療養費の申請手続きが

変わりました！　令和３年度の特別児童扶養手当、特別障害者手当、

障害児福祉手当の額をお知らせします。

　なお、各種手当額は、令和２年度と同額となります。

これは「2020年全国消費者物価指数」の実績値に基づ

くものです。

令和３年度
手当額（月額）

特別児童扶養手当１級 52,500円

特別児童扶養手当２級 34,970円

特別障害者手当 27,350円

障害児福祉手当 14,880円

問い合わせ…障がい者自立支援課
　　　　　　☎587－6087、FAX586－2177

各種障がい者手当額を
お知らせします

　国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる

「国民年金保険料納付案内書」により、金融機関・郵

便局・コンビニエンスストアの窓口で納付することに

なります。この他、インターネットによる電子納付や

口座振替、クレジットカードによる納付をご利用くだ

さい。

★こんなときには届け出が必要です

　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての

人が加入しなければなりません。届け出は下記のような

加入する時だけでなく、被保険者の種別が変わったとき

にも必要です。もし、届けがなかった場合、年金額が少

なくなったり受け取れない場合もあります。

　□  会社などを退職したとき（扶養している配偶者

がいる場合は、配偶者も必要）

　□  会社員や公務員の配偶者が、収入の増加や離婚

で扶養から外れたとき

　□  会社員や公務員の人が65歳に達したとき、扶養し

ている配偶者（60歳未満）がいる場合（配偶者

の届け出が必要）

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220

　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

　令和３年度の
　 　国民年金保険料は、
　　　 月額16,610円です

　これまでご不便をおかけしていましたが、コミュニ

ティセンターみかみのエアコン改修工事が完了し、貸

館を再開します。皆さんのご利用をお待ちしています。

貸館再開日…４月２日㈮　

　　　　　　※貸館状況等は施設にご確認ください。

問い合わせ…コミュニティセンターみかみ

　　　　　　☎586－5234、FAX586－5236

　　　　　　　（水曜・木曜日、祝日は除く）

　　　　　　協働推進課

　　　　　　☎587－6043、FAX587－4033

コミュニティセンターみかみ

貸館再開のお知らせ

●令和２年12月診療分まで

　　⇒ 該当する領収書の添付が必要です。

●令和３年１月診療分から

　　⇒ 領収書の添付が省略できます。

※ 補装具等の療養費支給申請や福祉医療費助成制度

（ 福：マルフク）の県外受診の還付手続き等につい

ては、これまでどおり領収書（原本）の添付が必要

です。

※ 国民健康保険税に滞納がある人や医療機関への支払

いが確認できない人については、領収書の提出をお

願いする場合があります。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

暮らしの情報
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