
要介護認定等を受けている65歳以上の皆さんへ

「障害者控除対象者認定」のための申請を受け付けています
～確定申告に適用できます～

申請期限：平成29年２月15日㈬当日消印有効

申請はお済ですか？
平成28年度臨時福祉給付金、
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

　支給対象者となる可能性のある人に、申請書・詳し
い案内文・返信用封筒を同封して８月中旬にお送りし
ています。
　未申請の人は期限までに申請をお願いします。
○支給対象者（次の要件を全て満たす人）

平成28年度臨時福祉給付金
①�平成28年１月１日に野洲市に住民登録（住民票）が

ある人
②�平成28年度の市民税（均等割）が課税されず、かつ、

市民税（均等割）が課税されている人に扶養されて
いない人

※�生活保護の被保護者、死亡された人は支給の対象と
なりません。

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
①上記の平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者
②�平成28年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金を受

給されている人
※�障害厚生年金や遺族厚生年金のみを受給されている

人は対象外となります。
※�平成28年4月～7月に実施しました「高齢者向け給

付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」を受給
された人は対象外となります。

○�期限までに申請書の提出がない場合は、給付金の支
給ができませんので、ご注意ください。

○�支給対象と思われる人で、申請書が届いていない場
合や申請書を紛失された場合は、下記の給付金担当
窓口までお問い合わせください。

※�市ホームページに給付金制度の詳細を掲載していま
すのでご覧ください。

※�平成28年１月１日時点で野洲市に住民登録（住民
票）がない場合は、住民登録（住民票）のある市区
町村に、詳細をお尋ねください。

○�申請書の提出は、郵送もしくは社会福祉課窓口（市
役所本館1階）となります。

問い合わせ…厚生労働省　給付金専用ダイヤル
　　　　　　　☎0570－037－192
　　　　　　市社会福祉課臨時福祉給付金担当
　　　　　　　☎587－2392、FAX586－2177　

　所得税や住民税の申告で、身体障害者手帳や療
育手帳などの交付を受けている場合は、申告時に
障害者手帳等を提示することで障害者控除を受け
ることができます。
　また、これらの手帳の交付を受けていない場合
でも、下記に挙げる対象者と認められる場合は、
障害者控除を受けることができます。この場合、
市が交付する障害者控除対象者認定書が必要です。
認定書の交付には、申請日から１週間程度必要で
すので早めに申請してください。
■認定書交付対象者…
　�　市内在住の要介護認定を受けた65歳以上の人

で次の①～③のいずれかに該当する人
　①知的障がい者に準ずる障がいがある人

　②身体障がい者に準ずる障がいがある人
　③6カ月以上寝たきりの人
　※�要介護認定の申請をしていない場合は、別途

要介護認定に準ずる調査等が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

■申請に必要なもの…
　�　障害者控除対象者認定申請書（高齢福祉課窓

口に設置）、介護保険被保険者証、印鑑
　※申請後、該当者には認定書を郵送します。
　※�以前交付を受けた人で、障がい事由に変更が

ない場合は、すでにある認定書で所得申告が
できます。

申請・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176
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「コミュニティバス」の車両を更新します

日　時…�【開会式】�　12月17日㈯　午後3時～
� 【競　技】　　　18日㈰　午前11時～女子スタート
　　　　　　　　　　　　　　��　午後０時15分～男子スタート
� 【閉会式】　　　�18日㈰　午後２時30分～
場　所…�【開会式】　�野洲市総合体育館
� 【競　技】　�希望が丘文化公園スポーツゾーン
� 【閉会式】　�希望が丘文化公園体育室
競技内容…�全国各都道府県予選を勝ち抜いた男女各１チームと開催地代表１チームの男女各48チームにより、男

子6区間18ｋm、女子５区間12ｋmで駅伝を行います。
その他…�開会式・競技当日の会場周辺は交通混雑等が予想されます。観戦にお越しの場合は、公共交通機関をご

利用ください。両日とも野洲駅北口からシャトルバスを運行します。（300円／回）
問い合わせ…全国中学校駅伝大会滋賀県実行委員会事務局
　　　　　　☎535－9080

第２４回全国中学校駅伝大会のお知らせ

　滋賀県内在住・在勤・在学者の知的障がいのある中学生以上の人が、いきいきと地域で生活できるよう、スポー
ツ推進と地域活性化に寄与することを目的に開催します。当日のボランティアおよびコース沿道で応援してくだ
さる人を募集します。
　（参加予定：チーム／33チーム、個人／32人）

日　時…�12月3日㈯　【開会式】　午前9時3０分～
　　　　　　　　　　【競　技】　午前１０時～
場　所…�野洲川河川公園　陸上競技場を中心とする周回コース
問い合わせ…ＮＰＯ法人ＹＡＳＵほほえみクラブ事務局☎587－4280（月曜日休み）

第４回びわ湖若鮎駅伝大会のお知らせ

　　市コミュニティバス「おのりやす」の車両（三上コースを除く）を「バス更新計画」に基づき、これまでの
買取りから、点検・修繕等を含めたメンテナンスリースによるコミュニティバスの更新を行い、経費の削減を図
りました。

１．導入車両
　　�トヨタハイエースコミューター　定員14人（利用者座席12人）　4台
２．更新スケジュール
　　車両の運行開始日は、12月から車検等が重ならないように１カ月ごとに順次更新

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

暮らしの情報
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　健診結果の見方がわからない、食事や運動に気をつけているのになぜかやせない。
　このようなあなたにおススメ。健康づくりのプロがサポートします。

日　時…12月13日㈫　午後１時30分～4時（受付／午後１時～）
場　所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対　象…40歳～74歳までの市民、先着30人※要予約
内　容…�講演「身体を動かそう！こんなにある運動のメリット」／市スポーツ施設管理室、

　�　健康運動指導士　※グループワークあり
参加費…無料
持ち物…筆記用具、動きやすい服装、タオル、水分

申し込み・問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

生活習慣病予防セミナー
健康チャレンジ！のお知らせ

新しい年の初日の出を
三上山山頂で迎えませんか？

日　時…平成29年１月１日㈷　午前4時45分～（受付）
　　　　　①御上神社楼門前集合・解散
　　　　　②�早朝のため公共交通機関は利用できません
対　象…どなたでも（当日受付）
服　装…�防寒服、手袋、帽子、リュック、運動靴等
持ち物…�懐中電灯、タオル、温かい飲み物、おやつ、救急用品、ティッシュ、ごみ袋等
参加料…無料
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

※�12月29日以降は、三上山初登山大会実行委員会
　　　　　　　　　☎535－0350板倉
※�運営スタッフも募集しています。詳細は、お問い合せください。

第４４回　三上山初登山大会

　12月期の児童扶養手当の支払いは12月9日㈮の予定です。
※８月～11月分の手当が対象です。
※�現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等をされた場合や、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は届出が
必要です。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童扶養手当
支払いの
お知らせ
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○人権週間とは

　人権週間は、家庭で、職場で、学校で、家族と、友達と、みんなと人権を考える１週間です。男女差別、
障がい者差別、外国人差別、部落差別など、あらゆる差別や偏見をなくし、みんなが明るく暮らせる社会を
めざします。
　そのためには、私たち一人ひとりが、人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持つ
ことがとても大切です。

○人権週間啓発（市内）

　日　時…12月５日㈪　午後4時30分～５時
　場　所…アルプラザ野洲店、ザ・ビッグエクストラ野洲店
　内　容…街頭啓発

○人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい

　日　時…12月4日㈰　午前10時15分～午後3時
　　　　　（受付／午前9時40分～10時15分）
　場　所…滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　（米原市下多良二丁目137／JR米原駅西口より約500ｍ）
　内　容…記念講演他
　　　　　講演「転んだら、どう起きる？」／宇梶剛士さん（俳優）
　参加費…無料

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

12月４日～10日は「第68回 人権週間」です

　固定資産税は、毎
年１月１日（賦課期
日）の現況で課税さ
れます。
　１月２日以降に所
有権を移したり、家
屋を取り壊したりし
た場合でも、その年
の4月１日から始まる年度の固定資産税は、１月１日
現在の所有者に全額が課税されます。
◆家屋を建てたときは連絡を
　�　家屋には、床面積の大小にかかわらず、固定資産

税が課税されます。建築確認申請が不要な床面積10
㎡未満の小規模な家屋を建てたときや、増築をした
ときは、税務課まで連絡してください。
◆取り壊したときは届け出を
　�　家屋を取り壊したときの届け出には、取り壊し証

明など、取り壊した日が確認できる書類が必要な場
合があります。届け出がないと引き続き課税される
場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

　税を未納のまま放置されますと、預貯金・給与等の
調査や差押、自宅の捜索等を行うことがあります。も
う一度、納め忘れがないかお確かめください。
　皆さんから納めていただく市税や県税は、福祉・教
育などの、住民の皆さんへの身近な行政サービスに使
われる大切な財源です。
　市と県では、12月を「滞納整理強化月間」として、
税の公平な負担の観点から、一斉に滞納整理を強化し
ます。
県と県内市町では、公平な税負担と税収の確保を図
るため、「滋賀地方税滞納整理機構」を設置し、連携・
協働して県税と市町税の滞納整理を推進しています。
問い合わせ…
　　【市税】納税推進課☎587－6013
　　【県税】南部県税事務所納税課☎567－5406

家屋を建てた・取り壊した
ときは届け出を

12月は
「滞納整理強化月間」です！

暮らしの情報
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妊娠中の歯の健康をまもろう！

　国勢調査の実施にご協力いただき、ありがとうござ
いました。
　平成27年10月１日現在の野洲市の人口・世帯数の確
定値をお知らせします。

項目 平成27年 平成22年 増減数 増減率
総人口 49,889人 49,955人 △�66人 △0.1%
男　性 24,644人 24,807人 △163人 △0.7%
女　性 25,245人 25,148人 　�97人 0.4%
世帯数 18,143世帯 17,476世帯 667世帯 3.8%

　詳しい内容は、総務省統計局ホームページをご覧く
ださい。
◆ホームページ…
　http://www.stat.go.jp/data/kouhyou/e-stat_kokusei2015.xml

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　平成28年4月分から平成29年3月分までの国民年金
保険料は、月額16,260円です。保険料は、日本年金機
構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コ
ンビニで納めることができます。また、クレジットカー
ドによる納付やインターネット等を利用しての納付、
そして便利でお得な口座振替があります。
　日本年金機構では、納期限までに納めていただけな
い人に対して、電話、書面、面談により早期に納めて
いただくよう案内を行っております。
　未納のまま放置されると、納付を督促する文書（督
促状）を送付し、指定された期限までに納付が無い場
合は、延滞金を課すだけではなく、納付義務者※の財
産を差し押さえることがあります。
　経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保
険料の納付が免除される制度や猶予される制度があり
ますので、市保険年金課へご相談をお願いします。
※�被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者

および世帯主になります。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

平成27年国勢調査
調査結果(確定値)のお知らせ

国民年金保険料は納付
期限までに納めましょう

　妊娠期の口の中の健康状態が、赤ちゃんの発育や歯
にも影響を与えます。ホルモンバランスの変化から口
の中のトラブルも起きやすいこの時期、今できること
から始めましょう！
●妊娠中の口の中の変化
　�　妊娠すると女性ホルモンの分泌量が増加し、免疫

力の低下など口の中の環境が変化します。そのため
歯肉の腫れ、出血などが起りやすくなります。また、
つわりで十分なブラッシングができなかったり、食
べ物の好みや食事のリズムなどが変化することも影
響します。
●妊娠中に起こりやすいトラブル
　�　下記のチェックリストで当てはまることはありま

すか？
　�　正しいブラッシングで改善することや、産後には

元に戻ることもありますが、治療が必要な状況もあ
るので、気になる時には歯科医院へ相談しましょう。

　　□�口の中が不快だと感じることがある
　　□�痛みや腫

は

れ、出血などのトラブルがある
　　□�半年以上、歯科健診を受けていない
　　□�歯ぐきがプヨプヨしている
　　□�間食や食事回数が増えた
　　□�口臭が気になる

●妊娠中の歯科受診で気になること�Ｑ＆Ａ
　☆歯科医院へはいつ行けばいいの？
　�　健診はできるだけ早めに受けましょう。治療は、

体調や赤ちゃんの発育状況をみながら、安定期（16
週以降）に始めるのが一般的です。受診前には電話
で「現在妊娠○カ月で…」と伝えましょう。

　☆産院でも歯科受診を伝えるべき？
　�　歯科健診を受ける前に産科の担当医に伝えましょ

う。治療が必要な場合や服薬をする場合は、産科で
治療の内容や薬の名前などを知らせておくと安心で
す。
●歯科衛生士による妊婦個別歯科相談
　�　個別で歯の相談とブラッシング指導を受けること

ができます。（診察はありません。）
　日時…�平成29年１月13日㈮午前9時30分～11時30分
　　　　　　　　3月10日㈮午前9時30分～11時30分
　場所…野洲市健康福祉センター
　定員…各日4人※事前申し込み要
　持ち物…母子健康手帳、歯ブラシ、筆記用具

　問い合わせ…健康推進課
　　　　　　　☎588－1788、
　　　　　　　FAX586－3668
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　年末年始の慌ただしい時期、犯罪の多発が予想され
ます。
　警察では、皆さんが明るく平和な新年を迎えられま
すよう、歳末における特別警戒を実施し、犯罪や事故
の未然防止活動に努めます。皆さんも外出時などの戸
締まりや、特殊詐欺に気をつけるなど、防犯対策を心
がけてください。
　また、年末年始は交通量が増え、交通事故の発生も
増加します。

　交通の流れも普段とは変わるので、いつも以上に慎
重に安全確認をお願いします。帰省や旅行などで、長
距離・長時間車を運転する人は、定期的に休憩を取り、
ゆとりを持って安全運転に努めてください。
　年末年始は、お酒を飲む機会が多くなりますが、お
酒を飲んだときは、鉄道、バス、タクシーなどの公共
交通機関を利用してください。「飲酒運転は犯罪であ
る」という意識を持ってください。
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

年末年始における警察活動の強化

平成29年３月12日から道路交通法の一部が改正されます
　75歳以上の高齢運転者による交通事故情勢が厳しくなっていることから、高齢者による自動車事故の減少を目
的として認知機能（運転に必要な記憶力や判断力）の低下のおそれがある高齢者に認知症に関する医師の診断書
を公安委員会に提出することの義務化やタイムリーな安全運転支援（安全運転指導）等を行えるように道路交通
法が一部改正されます。
　具体的には、「臨時認知機能検査」と「臨時高齢者講習」が新設され、「臨時適性検査制度」の見直しが行われます。

自分のためのみんなのための新しいルールです。

●臨時認知機能検査とは…
　�　認知機能が低下したときに行われやすい「信号無視」、逆走などの「通行区分違反」や「安全運転義務違反」

など18項目の違反をした75歳以上の人が対象となり、運転に必要な記憶力や判断力に関する簡易検査を受けな
ければなりません。

　�　この検査により記憶力・判断力が「低くなっている」と判定された人は、更に臨時適性検査（注）を受けな
ければなりません。

　�　検査により認知症と診断された場合は、運転免許の取消しや停止の対象となります。
●臨時高齢者講習とは…
　�　臨時認知機能検査を受け、前回の認知機能検査の結果より悪化した場合などが対象となり、個人指導と実車

指導の講習（２時間）を受講しなければなりません。
●臨時適性検査制度の見直しとは…
　�　現行制度では、認知機能検査を受け、高齢者講習を受講し、免許更新を行っています。その後、認知機能検

査の結果、記憶力・判断力が「低くなっている」と判定された人が「信号無視」など一定の違反（16項目）を行っ
た場合のみ臨時適性検査を受け免許
継続の可否を判断していました。

　�　今回の見直しにより、認知機能検
査で記憶力・判断力が「低くなって
いる」と判定された全ての人が違反
の有無を問わず臨時適性検査を受け
なければなりません。

　（注）医師の診断を受けること。

問い合わせ…滋賀県公安委員会
　　　　　　（県警察本部運転免許課）
　　　　　　☎585－1255

７５歳以上の高齢者講習イメージ図 
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担当日 歯科医院名 所在地 電話・FAX

12月30日㈮ 横 山 歯 科 医 院 守山市小島町935−106 ☎ 583−8738
FAX583−7783

12月31日㈯ いしはら歯科クリニック 草津市追分1丁目４番25−3 ☎ 565−2822
FAX565−2821

平成29年
１月１日㈷ 浅 田 歯 科 医 院 栗東市目川1077 ☎ 553−6082

FAX553−6082

	１月２日(振休) か ず 歯 科 ク リ ニ ッ ク 草津市西渋川1丁目17−20フォルスビル1F ☎ 58４−４618
FAX58４−４118

１月３日㈫ は し も と 歯 科 医 院 野洲市栄3４−15−102 ☎ 586−４563
FAX586−４563

※診療時間はいずれも午前10時～午後４時

市役所の年末年始休業は
12 月 29 日㈭～１月３日㈫

　戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、この期間中も市役所本館でのみ受付します。
　市内の各施設の休業は次のとおりです。
※年末年始の休業日のほか、通常の休業日も含んでいます。
※	年末年始の野洲クリーンセンターへのゴミの搬入は大変混雑します。できるだけ１月 10日㈫以降のご利用
をお願いします。

休業日 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 備
月 火 水 木 金 土 祝 振休 火 水 考

野洲クリーンセンター・蓮池の里第二処分場
蓮池の里多目的公園
文化ホール・文化小劇場・さざなみホール
野洲図書館本館 6 日～開館
野洲図書館中主分館 6 日～開館
市民活動支援センター
総合体育館・温水プール・体育センター
中主B&G海洋センター・市民グラウンド
野洲川河川公園
なかよし交流館
野洲市健康福祉センター
地域包括支援センター
野洲市子育て支援センター
ふれあい教育相談センター・発達支援センター
野洲市人権センター
市民交流センター
歴史民俗博物館
市民サービスセンター
コミセンぎおう
コミセンしのはら・やす・ひょうず
コミセンみかみ・きたの・なかさと 6 日～開館
野洲川歴史公園田園空間センター
桜生史跡公園 6 日～開館

自動交付機 市役所本館
市民サービスセンター

コンビニ交付

草津栗東守山野洲医師会　年末年始休日救急歯科診療当番表
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