
　野洲市路上喫煙等の防止に関する条例の規制対象として、従
来の紙巻たばこに加え、１月１日から「加熱式たばこ」も路上
喫煙等禁止区域での使用を禁止します。
　加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為と紛らわしく、使い
捨てカートリッジ（フィルター）のポイ捨てが懸念されるため、
喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力
をお願いします。

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

　市では「豊かな自然と心を、すべての子の育ちのために」を基本理念にさまざまな年齢、状況に応じて、きめ
こまやかな支援を提供することにより、安心して子どもを生み育てることのできるまちづくりをめざしています。
　「野洲市子育てガイドブック」には、妊娠、出産、育児（乳幼児期から学童期）までの、子育てに関する情報を
わかりやすく掲載しています。子育て世代の皆さんに活用していただきたいと思います。
　ガイドブックは、乳幼児健診時にお渡ししていますが、下記の公共施設にも設置して
いますので、ご自由にお持ち帰りください。また、市ホームページにも掲載しています。

設置施設…�市役所西別館、市民サービスセンター、野洲市健康福祉センター、野洲図書
館本館、野洲市子育て支援センター、きたの子育て支援センター、あやめ子
育て支援センター

問い合わせ…野洲市子育て支援センター☎518－0830、FAX518－0831

子育てガイドブックができました！

　市では、平成30年度予算の編成過程で市の財政状況
を明らかにするとともに、市長との懇談を通して市の
情報を市民の皆さんに提供し、提案や意見をいただく
ことにより、予算編成の透明性の確保および市民の声
を反映した市民参加による予算編成を目的に予算編成
市民懇談会を開催します。
　事前申し込みは不要です。多数ご参加ください。

日　時…１月14日㈰　午後２時～３時30分
　　　　（受付／午後１時30分～）
場　所…市民活動支援センターホール
　　　　（野洲図書館併設）
問い合わせ…財政課☎587－6069、FAX586－2200

平成30年度予算に向けた

予算編成市民懇談会を開催します

「加熱式たばこ（電子たばこを含む）」も
規制対象となります

施行日：平成30年１月１日㈷

▲路上喫煙等禁止区域

暮らしの情報
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　市民みなさんの野洲市民病院　　　　　　　2 0 2 1年春の開院へ！
　　　　　　～～ 実施設計などの事業予算が、　　　　　　　市議会の賛成多数で認められました ～～

行政法人」は、次のような制度です。
　◦市や県などの地方自治体が設立できる公的な法人
　◦職員は「非公務員」、人員管理や調達などの日常
　　の経営は法人の理事長の権限です。民間並みの効
　　率経営が可能
　◦事業の公益性の維持など経営の根幹の決定には、
　　議会や市長が法的に関与
　◦国による財政措置や税制優遇などは市の直営と同
　　じで、「公立病院」であることに変わりはありま
　　せん。

　◇◆ 野洲駅南口のまちづくりを
　　　　　　　　　　　進めます ◆◇

　市民病院と合わせ、将来の野洲駅南口の中心施設と
なる「市民広場」も整備します。
　また、病院施設の線路側の約1,800㎡の市有地には

「交流・商業施設」の整備を進めています。病院と直
結させるとともに駅からの利用もしやすいよう検討し
ます。一定上の階高により、商業と市民交流のために
必要で十分な規模の複合施設を計画します。
　昭和50年代からの大半の間、空閑地だった野洲駅南
口は、市民が集う駅前へ大きく変わろうとしていま
す！

市民病院整備についての小グループでの意見交換会など　ご依頼ください！
　市民病院整備について一層理解を深めていただけるよう、自治会やサークルなどの小グループによる会合
に市職員等が出向いて、ご説明や意見交換などを行っています。詳細はお問い合わせください。
※会場は公共的施設が原則となります。日程等によって対応できない場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ…市民病院整備課☎587－6141、FAX586－2200

▼市民病院で市税は上がりません！
　市民病院の経営が厳しくなっても、民間型の制度
で自立した経営を行いますので、税金を上げる決定
より前に、通常は病院の経営改善を先に行います。
　全国を見ても、公立病院への拠出のために増税し
ているまちは１つもありません。

▼整備費用のうち、市民の負担は４分の１以下です！
　市民病院の整備費は、用地費も含め約100億円で
すが、その半分は病院が得る医業収益で返済しま
す。
　残りの半分のさらに半分は、国から交付税が措置
されますので、実質の市民負担は、整備費の４分の
１以下で約25億円、30年で割ると年１億円以下で
す。この額は野洲病院への施設関係の補助額と同程
度です。

▼診療所と大病院だけでは地域医療は保てません！
　「かかりつけ医」を持つことは大切ですが、症状
の悪化や時間外にも対応する中核病院が地域にな
いと「かかりつけ医」制度も機能しません。高度医
療機関はすべての症状には応対しません。
　また、大病院での手術後は、わずかな日数で退院
となります。元の生活を取り戻すためには、身近な
病院でのリハビリ入院が必須です。

正確な情報を知ってください
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　市民みなさんの野洲市民病院　　　　　　　2 0 2 1年春の開院へ！
　　　　　　～～ 実施設計などの事業予算が、　　　　　　　市議会の賛成多数で認められました ～～

◇◆病院整備が再スタート ◆◇

　去る12月22日、市民病院整備のため
の予算が、市議会の賛成多数で可決さ
れました。
　新しい野洲市民病院は市民みなさん
の病院です。日常生活における医療や
小児、救急医療のほか、大きな病院で
手術を受けた後の回復期など地域医療
を支える中核病院となり、生活の質と
安心を高めます。　
　2021年春の開院をめざし整備を再開
します。

◇◆野洲市民病院の概要 ◆◇

◦整備場所：JR野洲駅南口市有地
　　　　　　敷地面積8,100㎡
◦運営形態：地方独立行政法人（非公務員型）　　　
◦診療科：内科、外科、小児科、整形外科、婦人科、
　　　　　　泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、
　　　　　　人工透析内科（内科・外科の専門科は今
　　　　　　後調整）
◦主な施設：健診センター、救急処置室、内視鏡室、
　　　　　　手術室（バイオクリーン室１室含め３室）、
　　　　　　放射線室（CT、MRI）、患者サポートセ
　　　　　　ンター
◦病床数：199床（野洲病院と同規模）
　　　内訳：急性期系100床、回復期系99床
◦整備費用：102億円（用地、建物、機器設備、駐車場、
　　　　　　　　　　その他付帯施設含む総事業費）
◦返済期間：30年償還
　支弁方法：病院の収益で支弁　50％
　　　　　　国の交付税措置で支弁　25％
　　　　　　市税等で支弁　25％
◦病院本体：鉄骨免震構造６階建、延床面積16,322㎡
◦駐車場：自走式、立体250台、延床面積7,125㎡
　　　　　　国土交通省認定品
◦車両動線：文化ホール側の市道からのみ
　　　　　　駅ロータリーからの車両出入口は設けな
　　　　　　い。

◆◇◆野洲市民病院が行う医療は ◆◇◆

　①　日常の生活の中で生じるケガや病気で、高度医
　　療機関では扱わないような症状での救急や、検査、
　　入院・通院治療を行います。

　②　高度医療機関で大きな手術などを受けた人が、
　　自宅で生活できるところまで回復するための治療
　　や機能訓練を行います。
　③　在宅療養をしている人の症状が悪化したときに
　　かかりつけの診療所と連携して、入院治療などを
　　行います。

　　　◇◆独立行政法人による
　　　　　　民間並みの効率経営 ◆◇

　野洲市民病院は、市が設立する「地方独立行政法人」
により民間並みの効率経営を行います。
　これまでは、地方独立行政法人が運営する公立病院
が少なかったため、まずは直営でスタートして検証す
る予定でしたが、近年、国から検証結果も示され、県
内でも移行する公立病院が増えはじめたことから、移
行の方針を固め、その時期も早めました。「地方独立
　

暮らしの情報
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雇用期間…嘱託／４月１日～平成31年３月31日
　　　　　　　　（更新の可能性あり　最長５年）
　　　　　臨時／４月１日～９月31日
　　　　　　　　（更新の可能性あり　最長平成31年
　　　　　　　　３月31日まで）
年齢・性別…嘱託・臨時とも不問
通勤手当…嘱託／正規職員に準ずる
　　　　　臨時／日額150円（片道２㎞以上）、250円

（片道10㎞以上）
選考方法…嘱託／面接、作文　　臨時／面接
応募締切・選考日…下記の表参照

持ち物…�履歴書（写真入）、資格・免許の写し（平成
30年３月末取得見込み書可）

　　　　※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必
要です。

　　　　※資格・免許の氏名が変更している場合は、
戸籍抄本を添付してください。

受付場所等…こども課　午前８時30分～午後５時
　　　　　　※電話受付可
※募集人数は予定です。嘱託と臨時の重複申し込み可
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

■嘱託職員…応募締切日／１月25日　選考日／１月27日
職　種 募集人数 資格・免許 勤務場所・勤務時間 報　酬

幼稚園教諭・保育士 30人程度 保育士資格、幼稚園教諭免許 市立幼稚園、保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額225,000円

用務員 ３人 自動車運転免許証 市立幼稚園、保育園こども園
１日　7.75時間勤務 月額136,400円

栄養士 １人 栄養士または管理栄養士 市立保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額203,800円

看護師 ３人 看護師、准看護師 市立幼稚園、保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額225,000円

平成30年度　保育園・幼稚園・こども園嘱託・臨時職員募集

■臨時職員
勤務場所・職種・締切日等 募集人数 資格・免許 勤務時間 賃　金

�保育園・こども園
未満児クラス担任または特別支援加配
※締切日：１／25　選考日：１／27

20人程度 保育士資格 ㈪～㈮　8：30～17：15 日額
8,800円～9,200円

�保育園・こども園
フリー保育士または低年齢児加配
※締切日：１／25　選考日：１／27

15人程度 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか ㈪～㈮　8：30～17：15 日額8,000円

�子育て支援センター　子育て指導員
※締切日：１／25　選考日：１／27 １人 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか ㈪～㈮　8：30～17：15 日額8,000円

�保育園・こども園　事務休憩代替
※締切日：１／25　選考日：１／27 14人 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　11：00～17：00

〔内４時間程度〕 時給1,000円

�保育園・こども園　調理師
※締切日：１／25　選考日：１／27 11人 調理師免許 ㈪～㈮　8：30～17：15

〔内３～7.75時間〕 時給950円

�幼稚園　特別支援加配（預かり保育補助有）
※締切日：１／25　選考日：１／27 11人程度

幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

㈪～㈮　8：30～17：15 日額8,800円

㈪～㈮　8：30～16：15 時給1,100円

�幼稚園　特別支援加配
※締切日：１／25　選考日：１／27 20人程度

幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

㈪～㈮　8：30～15：00 時給1,100円

�幼稚園　特別支援フリー教諭
※締切日：１／25　選考日：１／27 ５人

幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

㈪～㈮　8：30～15：00 時給1,000円

�幼稚園　用務員（三上幼稚園）
※締切日：１／25　選考日：１／27 １人 自動車運転免許証 ㈪～㈮　7：55～17：15

〔内7.75時間〕 日額6,820円

�幼稚園・こども園　用務員（中主幼稚園・
北野幼稚園・ゆきはたこども園）
※締切日：１／25　選考日：１／27

３人 不問 ㈪～㈮　9：00～13：30 時給880円

�幼稚園　給食配膳員（野洲幼稚園）
※締切日：２／５　選考日：２／９ １人 不問 ㈪～㈮　11：00～13：00 時給880円

�保育園・こども園
早朝延長保育など補助・時差出勤代替
※締切日：２／５　選考日：２／９

40人程度
不問

※保育士資格があるこ
とが望ましい

㈪～㈮
7：30～10：30
16：00～19：00

〔内１～３時間〕 時給
925円～1,150円㈯　7：30～19：00

〔内４～８時間〕
※いずれも勤務時間は応相談

�幼稚園・こども園　外国語支援
※締切日：２／５　選考日：２／９ １人 中国語が通訳できる ㈪～㈮　9：00～14：30 時給925円

�幼稚園　預かり保育担当
※締切日：２／５　選考日：２／９ 12人

不問
※保育士資格または幼

稚園教諭免許がある
ことが望ましい

㈪～㈮　14：00～18：00 時給
925円～1,150円
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　被保険者の皆さんの健康管理に役立てていた
だくため、被保険者一人ひとりに発行している

「医療費のお知らせ」（医療費通知）の送付月が
変更になります。

送付月…年３回発行
変更後 変更前

１回目 　　９月 　　８月
２回目 翌年２月 　　11月
３回目 翌年３月 翌年３月

※３回目の送付月は変更がありません。
※医療費通知が手元に届いた人は、記載に誤り

がないかの確認をお願いします。
※対象期間内に医療機関への受診がなかった場

合は、医療費通知は発行されません。

問い合わせ…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

― 後期高齢者医療制度のお知らせ ―

医療費通知の送付月が
変わります

■募集戸数…10戸（入居予定日／３月上旬）
■申込資格（主なもの）…次の①～⑥を全て満たす人
　①市内に３カ月以上住所があるか、市内に６カ月以上勤務している人
　②税金等を滞納していない人
　③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
　④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
　⑤住宅に困窮している人
　⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
　※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間…１月９日㈫～19日㈮　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は受け付けできません。）※郵送不可
■募集箇所一覧

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料（平成29年度） 学校区 備考
１ 吉地団地 ２ １ 一般（条件付単身可） ２DK 19,900円～ 中主 EV無／駐車場有
２ 吉地団地 ２ ２ 一般（条件付単身可） ２DK 19,900円～ 中主 EV無／駐車場有
３ 新上屋団地 １ ３ 一般 ３DK 23,700円～ 祇王 EV無／駐車場有
４ 新上屋団地 ２ ３ 一般 ３DK 24,500円～ 祇王 EV有／駐車場有

５ 新上屋団地 ３ １ 老人・身体障がい者 ２DK 21,700円～ 祇王 EV有／駐車場有
／事故住宅

６ 木部団地 ３ 一般 ２DK 21,600円～ 中主 EV有／駐車場有
７ 小篠原団地 １ ３ 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
８ 小篠原団地 １ ３ 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
９ 小篠原団地 ２ ２ 一般 ３DK 16,100円～ 野洲 EV無／駐車場有
10 永原第1団地 ２ ４ 一般 ３DK 23,700円～ 祇王 EV無／駐車場有

　○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
　○使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等

の改正により、毎年変更される可能性があります。
　○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。
　○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

市営住宅入居者募集

　

　保育士等の資格を活かしたお仕事をご検討の人で、
お子様が保育所や幼稚園、学童保育所をご利用（予定）
の人は、本市独自の保育料の一部補助制度があります。
本年度の申請締め切りは１月10日㈬までです。
　詳しい内容を知りたい人はお気軽にお問い合わせく
ださい。また、市ホームページにも掲載しています。

【制度概要】

必要な資格
保育士の資格または幼稚園、小学校、
中学校、高等学校および中等教育学
校の教諭となる資格

就労要件
あらたに市内保育所、幼稚園、こど
もの家（学童保育所）で週30時間以
上かつ３カ月以上の勤務など

補助内容
養育されている児童にかかる保育料
の１／４を補助
（月額13,500円、２年間を限度）

問い合わせ…�こども課（野洲市三方よし人材バンク）
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176、
　　　　　　Eメールkodomo@city.yasu.lg.jp

保育士等の保育料補助制度
を実施しています

暮らしの情報
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相談会場 相　　談　　日
コミセンみかみ（大ホール） ２月16日㈮、19日㈪、20日㈫
コミセンひょうず（大ホール） ２月21日㈬、22日㈭
コミセンきたの（大ホール） ２月23日㈮、26日㈪、27日㈫
コミセンぎおう（大ホール） ２月28日㈬、３月１日㈭、２日㈮
コミセンなかさと（大ホール） ３月５日㈪、６日㈫、７日㈬
コミセンしのはら（大ホール） ３月８日㈭、９日㈮
野 洲 文 化 小 劇 場 ３月12日㈪、13日㈫、14日㈬、15日㈭

【市主催の申告相談日程】
相談時間…午前の部／８時30分～11時　午後の部／１時～３時

平成29年中所得にかかる確定申告相談日程のご案内

【草津税務署主催の申告相談（市内実施分）日程】

日程 時間 会場 対象者

２月６日㈫ 午前９時30分～正午、午後１時～３時30分
（受付／午前９時30分～11時30分、午後１時～３時）

コミセンきたの
（大ホール）

年金所得のみの人、給与所得者で医療費
控除を受ける人、住宅借入金等特別控除
の適用を新たに受ける人など

　年金所得のみの人、給与所得者で医療費控除を受ける人、退職等により年末調整を受けていない人や平成29年中の入居者で
住宅借入金等特別控除を新たに受ける人の還付申告受付を下表のとおり行います。必要書類については、国税庁ホームページ
または草津税務署でご確認ください。

　税務署では、納税義務者自身で確定申告書を作成する「自書申告」
を推進しています。
１．「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。
２．税に関する「Ｑ＆Ａ」が充実しています。
３．確定申告書などの用紙がダウンロードできます。
★国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

～ 国税庁ホームページをご利用ください ～

　もうすぐ税の申告時期です。
　わたしたちは、１年間の所得と税
額を自分で正しく計算し、申告しな
ければなりません。
　正しい申告をするためにも、早め
に準備をしましょう。
　市税務課では、２月16日㈮～３月
15日㈭の期間、市内の各施設で巡回
相談を実施します。
※�対象地域などの詳細は「広報や
す」２月号に掲載します。

【問い合わせ】
▽所得税に関すること…

　草津税務署☎５６２－１３１５
　（代表・自動音声案内）
▽市・県民税、申告相談に関すること…

　市税務課☎５８７－６０４０、FAX ５８７－２４３９

医療費控除の明細書が必要となります
平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
◦医療費の領収書は、自宅で５年間保存する必要があります。税務署から求められたときは提示しなければなりません。
◦医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明

細書の記入を省略できます。
注）平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

セルフメディケーション（自主服薬）推進のための医療費控除の特例が創設されました
　健康の維持・増進および疾病の予防への取り組みを行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族
に係る一定のスイッチOTC医薬品（※）を購入した場合、その購入額が12,000円を超える部分の金額について、その年分の
総所得金額から所得控除を受けることができる特例が創設されました（88,000円を上限）。ただし、従来の医療費控除との
併用はできません。
※スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品の成分を含み、処方箋なしで購入できる市販薬のことです。
詳細は「広報やす」２月号に掲載します。

◆◆　申告相談についてのお願い　◆◆
①申告相談は、どの相談会場でもできますが、混雑を避

けるため対象地域での来場にご協力ください。
　※対象地域は、「広報やす」２月号および市ホームペー

ジに掲載します。
②�青色申告、譲渡所得、住宅借入金等特別控除（平成29
年中の入居者）の申告該当の人は、草津税務署での申
告となり、市役所主催の申告相談では申告できません。

③医療費控除を受ける人は、申告相談日までに必ず提出
する領収書・明細書等の金額の集計・整理をしておい
てください。また、可能な限り草津税務署主催の申告
相談を活用してください。

④農業所得のある人は、申告相談日までに必ず【収支内
訳書】を作成の上、ご来場ください。

⑤上場株式の配当所得や株式譲渡所得のうち、特定口座
で源泉徴収することを選択した場合は、申告は選択制
になります。申告した場合、課税所得に計上されるため、
収入や所得を基準とする国民健康保険税や後期高齢者
医療保険料、介護保険料および福祉制度等に影響する
場合がありますので、ご注意ください。

⑥国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受け
ようとする人は、日本年金機構が発行する「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」か、保険料の支払
領収書の添付が必要です。

※草津税務署での日曜日の申告相談は開設されません。
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　所得税の確定申告や住民税の申告で、医療費控除の「おむつ購入費の控除」を受ける場合、購入費用に係る領
収書のほかに、医師が発行する「おむつ使用証明書」の添付または提示が必要です。
　なお、２年目以降の申告は、申請に基づき市が交付する介護保険主治医意見書の「内容確認書（寝たきりであ
ることや尿失禁の発生可能性を確認した旨の書類）」で「おむつ使用証明書」に代えることができます。内容確
認書の交付は、高齢福祉課へ申請してください。（交付には１週間程度かかります。）

※「おむつ購入費の控除」を２年目以降に受ける場合でも、主治医意見書の内容がおむつ使用証明の要件と合致
しないときは交付できませんので、従来どおり医師の「おむつ使用証明書」が必要です。

申請・問い合わせ…内容確認書申請書、介護保険被保険者証、印鑑を持参の上、高齢福祉課☎587－6074、FAX586
　　　　　　　　　－2176
※内容確認書申請書は高齢福祉課窓口に設置しています。
※医療費控除の詳細は、草津税務署☎562－1315または市税務課☎587－6040、FAX587－2439へお問い合わせくだ

さい。

－ 確定申告の時期はご注意ください －
　市の国民健康保険加入者で、平成29年11月、12月診療分の高額療養費の支給対象となる人には、それぞれ申請
書を翌年１月下旬および２月下旬（受診から約２カ月後）にお届けしています。
　高額療養費の申請には該当医療機関の領収書が必要になります。確定申告の際、医療費控除で領収書の提出を
予定されている人は、あらかじめ領収書のコピーを取り、そちらを添付して高額療養費の申請をしてください。

※高額療養費の申請に領収書のコピーが使用できるのは、確定申告期間のみの対応です。平成29年11月、12月診
療分以外は、コピーの領収書での申請はできませんのでご注意ください。

※申請いただいた領収書の原本には、通常『高額療養費申請済』の印を押しています。コピーでの申請では領収
書に押印ができませんので、確定申告の際はご注意ください。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付開始に伴い、住民基本台帳カード（以下「住基カード」という）
と住基カードを利用した電子証明書の発行・更新の受け付けは終了しました。
　そのため、住基カードを利用した電子証明書の有効期限が満了すると、住基カードの有効期限内であっても、
電子証明書の更新はできません。
　今後e-Taxなどの電子証明書を利用する場合は、現在お持ちの電子証明書の有効期限（注１）を確認していただき、
期間が満了している場合は新たにマイナンバーカードの申請手続き（注２）をしてください。

（注１）電子証明書の有効期限は住基カードに記載されていません。
　　　　電子証明書を発行した際にお渡しした「電子証明書の写し（Ａ４の用紙）」や公的個人認証サービス利

用者クライアントソフトで電子証明書を表示させる等で有効期限の確認ができます。
　　　　詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。　https://www.jpki.go.jp/
（注２）「マイナンバーカード（個人番号カード）」は、｢通知カード｣の下にある「個人番号カード交付申請書」
　　　　を郵送またはスマートフォンやパソコンで申請ができます。
　　　　なお、マイナンバーカードは即日交付できません。申請から交付までに最短で約１カ月かかりますので、
　　　　余裕をもって申請してください。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

医療費控除に「おむつ使用証明書」が必要です

住民基本台帳カードの電子証明書の
有効期限切れにご注意ください

e-Taxを
ご利用の人へ

～ 国民健康保険に加入している人へ ～

年末診療分の高額療養費制度のお知らせ

暮らしの情報
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