
○第27回特 別給付金（い号）の請求期限は、６月13日までです。…請求期間を過ぎると、第27回特別給付金（い号）
を受けることができなくなりますので、十分ご注意ください。

○対象者… 「第22回特別給付金 い号」の国債を受給していた人で、平成25年４月１日において公務扶助料や遺族
年金等の受給権を有している戦没者等の妻

○請求・問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

野洲市国民健康保険「人間ドック・脳ドック健診助成金」制度のお知らせ

戦没者等の妻に対する特別給付金について

　生活習慣病予防のため、野洲市の国民健康保険に加
入している人が、医療機関等で人間ドック・脳ドック
を受けた場合、国保からその費用の一部を助成してい
ますので、ご利用ください。
【対象の医療機関】
市内・市外などの制限はありません。
【助成の内容】
　健診費用額に６割または、８割を乗じた額を助成。
ただし、その額が「限度額」以上のときは、「限度額」
を助成

住民税課税世帯 住民税非課税世帯
助成率 ６割 ８割

限
度
額

人間ドック 24,000円 31,000円
脳ドック 18,000円 24,000円

組み合わせドック 41,000円 55,000円
【助成の間隔】　３年度に１回
※ 平成26年度または平成27年度にこの助成制度を受け
た人は、平成28年度は助成を受けられません。助成

対象となるかどうかについてご不明な場合は、受診
前に保険年金課に確認してください（要件に該当し
なかった場合は申請いただいても助成金の支給はで
きません）。
※市税に滞納がある人は助成を受けられません。
※ 社会保険や後期高齢者医療制度の人など、検査受診
日において市の国民健康保険の加入者でない人は助
成を受けられません。
【助成の手続き】
１． 人間ドック等を実施している検査機関等で各自受
診してください。

２． 受診後２か月以内に、①領収書②検査結果③認印
④振込先口座番号の控えを持参の上、保険年金課
へお越しください。

３． 窓口で申請書と生活習慣の調査票（保健師が健康
づくり指導の資料にさせていただくため）をご記
入ください。後日、指定口座に振り込みます。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

後期高齢者医療の医療費の状況～安定した制度で高齢者医療を守るために～

問い合わせ…市保険年金課☎587－6081　または、滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013

　滋賀県の後期高齢者医療制度に加入している人の医療費は、下図のように推移しています。
　今後も医療費は増加することが予想されるため、医療費適正化対策の充実や保険料率の見直しが必要と
なります。
　広域連合では、医療機関請求内容の確認、保健指導など医療費の適正化に努めています。被保険者の皆
さんにも、健康的な生活習慣を心掛けることはもちろん、病気の早期発見・早期治療、ジェネリック医薬
品の活用、同じ病気で複数医療機関の受診を控えるなどのご協力をお願いします。

平成24年度から平成27年度までの医療費の状況（滋賀県）

総額 983億円平成 27年度
※H27は H27.10 診療分まで

総額 1,427 億円平成 26年度

総額 1,402 億円平成 25年度

伸び率 1.78％（＋25億円！）

総額 1,354 億円平成 24年度

伸び率 3.55％（＋48億円！）

934,682 円 / 一人平成 27年度
※H27は H27.10 診療分まで

918,620 円 / 一人平成 26年度

915,105 円 / 一人平成 25年度

伸び率 0.38％

900,890 円 / 一人平成 24年度

伸び率 1.58％

一人当たり
年間平均
医療費は…
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　高齢者の生きがいづくり・仲間づくりを応援する
「生きがいづくりの会」では、平成28年度の新しいサー
クル会員を募集します。
　何か趣味を持ちたい人、楽しみながら仲間づくりを
したい人など、多くの人の入会をお待ちしています。
初心者大歓迎！
募集サー クル…民踊、エルダー体操、編物…コミセン

やすで活動
　　　　 エルダー体操、唱歌、園芸、健康太極拳、健

康料理、俳画、作陶、アートフラワー、囲碁、
ストレッチ・ヨーガ、笑いヨガ…野洲市健康
福祉センターで活動

対象者…市内在住で昭和27年４月１日以前に生まれた人、
　　　　 各サークル先着順※１人３サークルまで入会

可
会　費… 年間2,000円／1サークル※年度途中に入退会

しても月割計算は行いません
　　　　※サークルによって活動費、材料費等別途要
申し込み …３月11日㈮までに会費を添えて高齢福祉課

まで
※ 募集案内は、高齢福祉課、市民サービスセンター、
野洲市健康福祉センターにあります。
《生きがいづくりの会発表会のお知らせ》

　各サークルの１年間の活動の成果を発表・展示し
ます。是非、ご来場ください。（入場無料）
日時…３月15日㈫　午後１時30分～３時30分
場所…コミセンきたの
問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

　北村季吟顕彰会では、６月11日㈯に行う、第61回北
村季吟顕彰記念俳句会の俳句を募集します。
　応募作品の中から選者ごとに特選３句、準特選５句、
入選35句（句集掲載のみ）を選びます。
対　象…どなたでも
俳　題… 四季雑詠（季節・題は自由、自己の作品・未

発表作品に限る）
組　数…５句１組（一人何組でも可）
投句料…１組1,000円
選　者… 北田夏生、野瀬章子、藤野鶴山、古川浄雪

（五十音順、敬称略）
申し込み ・問い合わせ…所定の投句用紙に必要事項を

記入し、４月11日㈪までに、投句料を添えて
北村季吟顕彰会事務局（生涯学習スポーツ課
内、〒520－2395野洲市小篠原2100番地1、☎
587－6053）へ持参か、郵便小為替を添えて
同事務局へ郵送（当日消印有効）。

　投句用紙は生涯学習スポーツ課、各コミセン、野洲
図書館、北自治会館等にあります。なお、投句原稿・
投句料は返却しません。

　環境基本計画推進会議（えこっち・やす）・緑の推
進委員会では、河辺林や鎮守の森の再生、街路樹の育
成、工場や公共施設の緑化を推進する、市の環境基本
計画の推進に取り組んでいます。この活動にご参加い
ただく市民を対象に、樹木医による樹木の管理と剪定
技術の講習会を行います。
　なお、今までに講習会を受講した人は、午後の実習
のみの受講も可能です。
日　時…３月26日㈯　午前10時～午後３時
　　　　※雨天の場合は３月27日㈰
会　場… 午前／防災センター2階、午後／コミセンき

たの※27日㈰の場合は、午前・午後ともコミ
センきたの

対　象… どなたでも、先着50人※定員超過の場合、自
治会役員や樹木の管理に関わっている人、初
めての人を優先

内　容…▽ 午前10時～正午（受付／９時30分～）
　　　　　樹木の管理講習（防災センター2階）
　　　　▽ 午後１時～３時（受付／午後０時30分～）
　　　　　剪定実習（コミセンきたの）
主　催…えこっち・やす・緑の推進委員会
共　催…やす緑のひろば（市内緑化推進市民の会）
参加費…無料（講習用プリントを配布）
　　　　※参考のテキスト400円別途要（希望者のみ）
持ち物… 軍手、筆記用具、剪定バサミ、のこぎり、弁

当、作業のできる服装
その他…当日は傷害保険に加入します
申し込み・問い合わせ…３月22日㈫までに
　　　　都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

　ご好評をいただいている雑誌オーナー制度を
引き続き実施するため、図書館が所蔵している
雑誌のオーナーを募集します。図書館の雑誌の
充実と継続した活用のために、ご支援とご協力
をお願いします。
雑誌オーナーとは？
● 図書館で購読している雑誌の年間購入費用
（約5,000円～）を負担していただきます。
● オーナー雑誌は、通常の場合と同様に利用
者への提供を行います。

● 費用を負担いただいた雑誌の本体や書架、
雑誌カバーにオーナーの名前（個人名、団
体名）を入れることができます。

● 個人・企業・団体での申し込みが可能です。
申し込み・問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

「生きがいづくりの会」新規の
サークル会員を募集

＝平成28年度新規会員のみ＝

第61回 北村季吟顕彰記念事業
俳句募集！

第5回 樹木の管理と
剪定技術に関する講習会

野洲図書館　雑誌オーナーを募集

暮らしの情報
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日　時… ４月16日㈯以降の毎月第３土曜日（８月は第１
土曜日）午後１時30分～３時30分※10月のエク
スカーション（郊外学習）は午前９時～

会　場… （一財）守山野州市民交流プラザ「ライズヴィ
ル都賀山」（JR守山駅東口）

対　象…どなたでも
内　容…
◆４月　衣食住の考古学－下之郷遺跡の調査と活用－
◆５月　近江の朝鮮通信使とユネスコ記憶遺産
◆６月　 へっつい再生物語－旧中島住宅のへっついと

滋賀のかまど－
◆７月　苗村神社三十三年式年大祭について　
◆８月　 日本の歴史を変革した信長・秀吉（第１週）

近江・戦国時代の特質について
◆９月　野洲川流域の古墳群の様相について
◆10月　〈エクスカーション〉
◆11月　近江の仏像
◆12月　三上山－様々な歴史の姿－
◆１月　 刻まれた記憶の遺産－近江の記念碑文化をひもとく－
◆２月　 滋賀県博物館史－産業文化館から琵琶湖文化館へ－
◆３月　日本遺産認定１号「琵琶湖とその水辺景観」
受講料… 年間6,000円（テキスト代含む）※第１回講

座時に全納
申し込み ・問い合わせ…３月31日㈭までに往復はがき

の裏面に住所、氏名、年齢、電話番号を、返
信には受講者の住所、氏名を記入の上、つが
やま市民教養文化講座事務局（〒524－0033
守山市浮気町300－24）☎583－7181、FAX583
－8221

※申し込みは、はがき１枚につき１人

平成28年度つがやま市民
教養文化講座受講生募集

「ふるさとの歴史と風土に学ぶ」

　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。届出は加
入する時だけでなく、被保険者種別が変わったと
きにも必要です。もし、届出されなかった場合、
年金額が少なくなったり受け取れない場合もあり
ますので、必ず届出をしましょう。
◆ 20歳になったとき（※厚生年金や共済組合の加
入者を除く）
◆ 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、配偶者の届出も必要）
◆ 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

こんなときには国民年金の
届出が必要です

　まもなく新入学（園）の季節です。子どもを守るた
めに、みんなが交通事故防止について考えましょう。
◇家庭では
　家族で車に乗るときや、近所を散歩するときなど、
日常生活の中で、子どもに正しい交通ルールを教えま
しょう。
　新入学（園）児がいる家庭では、子どもと一緒に通
学（園）路を歩きながら、交通ルールを繰り返し教え
ましょう。
　特に、「飛び出さない」「信号を守る」「横断歩道を
渡る」ということは、子どもの交通安全の基本です。
具体的に「ここで止まって右左右の安全を確認してか
ら、車がこなかったら渡るの」というように実際の道
路で教えることが大切です。
◇ドライバーの方は
　学校、幼稚園、保育所や公園など、子どもの行き来
が予想される場所を通行するときや、子どもを見かけ
たときは、徐行するとともに、子どもの動きに注意し
て、不意の行動に対応できるような運転をしましょう。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

新入学（園）児の交通事故防止

春の火災予防運動実施中

３月１日（火）～７日（月）
　地域・一般家庭での火災予防
の重要性について改めて考え、
自主的な防火活動により火災の
発生を防止し、安全・安心で火
災の無い野洲を一緒に目指しま
しょう！

■最近の主な火災原因
　★たばこ　★焚き火　★天ぷら鍋の放置
～気の緩みが火災を引き起こします！
 今からできる火災予防３つの習慣～
３つの習慣
　☆寝たばこは、絶対にしない！
　☆ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置
で使用する！

　☆ 調理器具などのそばを離れるときは、必ず火
を消す！

■予防運動期間中の東消防署の
　主な取り組み
①幼稚園等への防火訪問の実施
②消防車両等による防火広報と市内街頭広報の実施
③事業所への立入検査の実施

命を守る！住宅用火災警
報器を設置しましょう！
問い合わせ…
　東消防署本署☎587－1119、FAX586－2266
　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421
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