
野洲市廃棄物減量等推進審議会委員を公募します
　市の一般廃棄物処理に関する計画の策定や適正処理、減量および資源化の施策について調査、審議していただ
く委員を募集します。

任　　期…平成31年３月１日～平成33（2021）年２月28日　　募集人数…２人
応募資格…�20歳以上の市内在住者で、ごみ減量や資源化に関心を持ち、市民・事業者・行政が協働して取り組ん

でいくためのごみ減量施策について具体的に意見や提言を述べることができる人
応募・問い�合わせ…２月１日㈮までに住所、氏名、年齢、連絡先、廃棄物にかかる活動経験等がある場合はその

実績を記入の上、「私の考えるごみ減量対策」（400字程度／様式自由）を添えて郵送、ファクス、E
メールまたは持参のいずれかで環境課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6003、FAX587
－3834、Ｅメールkankyo@city.yasu.lg.jp

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※選考結果は、応募者全員に通知します。提出書類は返却しません。

　市では、市街化調整区域において、都市計画法の趣
旨から市街化を促進することがないように留意しつつ、
地域コミュニティの維持や空家・空地等への対策の一
助とするため、一定の条件を満たす土地において、自
己用住宅を必要とし要件を満たす者であれば誰でも自
己用住宅を建築できるように新たな許可基準を追加す
るために条例の一部改正を検討しています。
　この条例の一部改正に関して、広く周知し皆さんの
意見を募集しています。

閲覧期間…１月９日㈬まで
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所…�住宅課、市役所本館情報公開コーナー、市

民サービスセンター、野洲図書館、各学区
コミュニティセンター、人権センター、市
民交流センター　

　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出�・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい
ずれかで住宅課（〒520－2395野洲市小篠原
2100番 地１）☎587－6322、FAX586－2176、
Ｅメールjutaku@city.yasu.lg.jp

開発許可の基準に関する条例

の一部改正に対する意見募集

　市では、平成29年３月に策定した野洲市公共施設等
総合管理計画に基づき、個別施設の保全計画や長寿命
化計画などの策定に向け、各施設の中長期的な更新・
統廃合・長寿命化などのあり方を定めた野洲市公共施
設のあり方（案）を策定しました。
　このあり方（案）に関して、広く周知し皆さんの意
見を募集します。

閲覧期間…１月４日㈮～２月８日㈮
　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所…�企画調整課、市役所本館情報公開コーナー、

市民サービスセンター、野洲図書館、各学
区コミュニティセンター、人権センター、
市民交流センター

　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出�・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい
ずれかで企画調整課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）☎587－6039、FAX586
－2200、Ｅメールkikaku@city.yasu.lg.jp

上記意見募集において提出されたご意見は、参考とさせていただきますが、個別回答は行いません
のでご了承ください。後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。

市職員募集中！
保育士・幼稚園教諭

平成31年４月採用予定の市職員を募集しています。
詳細は、市ホームページをご覧ください。

採用予定…保育士・幼稚園教諭職５人程度
問い合わせ…人事課☎587－6088、FAX587－4033

野洲市公共施設のあり方（案）

に対する意見募集

暮らしの情報
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雇用期間…嘱託／４月１日～平成32（2020）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30日（更新の可能性
あり　平成32（2020）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２km以上）、250円

（片道10km以上）
選考方法…嘱託／面接、作文　　臨時／面接

持ち物…�写真付き履歴書、資格・免許の写し（平成31
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・免許の氏名を変更されている場合
は、戸籍抄本を添付してください。（平成
30年度に雇用され既に提出した人は除く）

申し込み�・問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586
－2176　※電話申し込み可

■嘱託職員…応募締切日／１月24日㈭　選考日／１月26日㈯
職　種 募集人数 資格・免許 勤務場所・勤務時間 報　酬

保育士・幼稚園教諭 30人程度 保育士資格または幼稚園教諭免許 保育園、幼稚園、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
※危険物取扱者免許乙類第４類が
あれば望ましい

幼稚園
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 保育園、こども園
１日7.75時間勤務 月額203,800円

看護師 ２人 看護師、准看護師 保育園、幼稚園、こども園
１日7.75時間勤務 月額225,000円

養護教諭 １人 養護教諭免許 幼稚園
１日7.75時間勤務 月額225,000円

平成31年度 保育園・幼稚園・こども園 嘱託・臨時職員募集

■臨時職員…応募締切日／①～⑦１月24日㈭、⑧～⑬１月31日㈭　選考日／①～⑦１月26日㈯、⑧～⑬２月１日㈮
勤務場所・職種 募集人数 資格・免許等 勤務時間 賃　金

①保育園・こども園
　未満児クラス担任または特別支援加配 15人程度 保育士資格 ㈪～㈮　8：30～17：15 日額

8,800円～9,200円
②保育園・こども園
　フリー保育士または低年齢児加配 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

③保育園・こども園　事務休憩代替 15人程度 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

④保育園・こども園　調理師 11人 調理師免許 ㈪～㈮　8：30～17：15
〔内４～7.75時間〕 時給950円

⑤幼稚園
　特別支援加配（預かり保育補助有） 12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

㈪～㈮　8：30～16：15 時給1,100円

⑥幼稚園　特別支援加配 25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
〔9：00～４時間、５時間勤務
応相談、長期休業中は除く〕

時給1,100円

⑦幼稚園　特別支援フリー教諭 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
　　〔内４～６時間、
　　　長期休業中は除く〕

時給1,000円

⑧こども園　用務員（ゆきはたこども園） １人 不問 ㈪～㈮　9：00～13：30 時給880円

⑨保育園・こども園
　早朝延長保育など補助・時差出勤代替 60人程度

不問
※保育士資格があれば
望ましい

㈪～㈮
7：30～10：30、8：30～12：30、
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

⑩幼稚園　用務員（中主幼稚園・北野幼稚園） ２人 不問 ㈪～㈮　9：00～13：30
〔長期休業中は除く〕 時給880円

⑪幼稚園　給食配膳員（野洲幼稚園） １人 不問 ㈪～㈮　11：00～13：00
〔長期休業中は除く〕 時給880円

⑫幼稚園　外国語支援
１人 中国語が通訳できる人 ㈪～㈮　〔内週３日〕

9：00～14：30 時給925円
１人 ポルトガル語が通訳できる人

⑬幼稚園　預かり保育担当
３人程度 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

㈪

～

㈮

8：00～10：00 時給
925円～1,150円10人程度 14：00～18：00
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◇◆�なぜ、今、導入？
　現在、野洲市の市街化区域の比率は約13％と、他の湖南３市に比べて、1/2～1/3と極端に低く、人口増も含め、
今後の発展と安全確保の支障となりつつあります。
　今後この比率を計画的に高め、それに伴い都市計画道路、都市公園、雨水幹線など都市機能を高める施設整備
を進めることが課題となっています。このことは、企業の立地促進になるとともに、保育園、学童保育など既に
充実している子育て支援と相まって、若者の定住促進にもつながります。そのための財源として、都市計画税は
有効な財源です。

◇◆�都市計画税とは？
　都市計画事業（注）や土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」として、
原則、市街化区域の土地・家屋の所有者に課税されるものです。
（注）都市計画事業とは…都市計画法に基づき県知事の認可を受けて行う都市計画施設（下水道、雨水

幹線、都市公園、道路等）の整備などを行う事業です。

★検討の経緯と現状
　平成16年の市発足時や平成19年度および平成21年度
に都市計画税の導入の議論が行われましたが見送られ
ています。そのため、本来、都市計画税で賄うべき、
下水道、雨水幹線、都市公園、道路等の都市基盤整備
に一般財源から相当の経費を支出しているのが現状で
す。
★検討に至る理由
　今回、改めて都市計画税の導入検討を行うに至った
理由は、次のとおりです。
　①定住化に向けた住宅用地の整備
　　　持続可能な都市づくりに向け、定住化促進のた
めの市街化区域の計画的な拡大、防災機能の強化
を図るためには、今後も都市基盤整備に取り組む
必要があります。

　②福祉・教育の充実
　　　本来、都市計画税により賄うべき都市計画事業
等に一般財源を充てている現状を是正すること
で、福祉・教育分野の充実に必要な一般財源を確
保することに繋がります。

　③国の制度改正に伴う地方財政の影響
　　　度重なる国の制度改正により、法人市民税の平
準化による歳入減や幼児教育・保育の無償化によ
る経費増など、市財政への影響が予測されます。

★導入による効果
　都市計画税を導入することにより、これまで実施し
てきた道路や都市公園整備といった都市計画事業のほ
か、今後も次のような「元気で安全・安心なまちづく
り」を進めることができるようになります。
　◦災害に対する安全・安心の確保
　◦公園緑地などゆとりある都市空間の整備
　◦安全でうるおいのある住環境の整備など
★都市計画税の導入（案）
【課税の対象となる区域・資産】
　◦市街化区域内に所在する土地・家屋
　◦市街化調整区域のうち地区計画区域など条例で定
める区域内に所在する土地・家屋

【納税義務者】
　　毎年１月１日現在、課税対象区域内に所在する土
地または家屋の所有者

【税率】
　　固定資産評価額の0.2～0.3％で検討しています。
　　※地方税法において0.3％を上限として条例で定め

ることとされています。
【県内の導入状況と税率】
　　平成30年度現在、県内13市のうち９市で都市計画
税が導入されています。大津市0.3％、草津市0.3％、
栗東市0.2％、守山市0.2％など
【都市計画税の算出例】
　◦野洲駅近郊の住宅地
　　（土地）住宅用地／165㎡
　　（家屋）木造／築10年程度／床面積120㎡
　　⇒税率0.3％：年24,300円／税率0.2％：年16,200円
　◦郊外の住宅地（市街化区域）
　　（土地）住宅用地／205㎡
　　（家屋）木造／築30年程度／床面積150㎡
　　⇒税率0.3％：年13,300円／税率0.2％：年8,900円

◇◆◇�市民懇談会を開催します�◇◆◇�

　都市計画税の導入検討にあたっての背景、都市計画
税の目的や仕組みについて説明し、将来のまちづくり
に関して議論を行う市民懇談会を開催します。
　ぜひ、皆さんのご意見をお寄せください。
日程等…

日　時 場　所
１月20日㈰ 午後３時～４時30分 図書館本館ホール
１月26日㈯ 午前10時～11時30分 コミセンみかみ
１月30日㈬ 午後７時～８時30分 コミセンひょうず

２月１日㈮
午後２時～３時30分 コミセンしのはら
午後７時～８時30分 野洲文化ホール

２月２日㈯
午前10時～11時30分 コミセンぎおう
午後７時～８時30分 コミセンきたの

２月３日㈰ 午前10時～11時30分 コミセンなかさと

問い合わせ…
　　　▽導入検討に関すること
　　　　　企画調整課☎587－6039、FAX586－2200
　　　▽税の制度に関すること
　　　　　税務課☎587－6040、FAX587－2439

元気で安全・安心なまちづくりの実現に向けて
～ 都市計画税の導入検討を進めています ～

暮らしの情報

5　　広報やす　2019.1



　国道８号野洲栗東バイパスは、現在市内の用地取得
率が約90％に達し、供用開始年次は公表されていませ
んが、遅くとも平成36（2024）年の開通をめざして事
業主体の国と連携して事業に取り組んでいます。
　バイパスが開通すると、市内から名神高速道路栗東
インターおよび国道１号まで約５分程度で行けるよう
になり大変利便性が高まります。また、現国道８号の
慢性的な渋滞が解消され、地域の発展にもつながりま
す。
　バイパスの工事については、平成29年３月の起工式
以降本格的に行われており、現在三上地先において主
に橋脚工事および水路工事を実施されています。この
バイパス整備は、昭和57年に事業化されたものの、事
業が進まずこれまでから市にとって長年の課題であり
ましたが、地権者および近隣自治会のご協力により整
備が進められてきました。
　今後も、一日も早い供用開始に向けて事業を進めて
まいります。

《バイパス全体位置図》

市内から栗東I.C・国道1号までわずか５分！

《これまでの動きと今後の予定》
昭和57年 事業化決定
平成12年５月 都市計画決定
平成25年度～ 用地買収着手
平成26年 市内用地測量完了
平成27年度～ 文化財調査着手

平成28年度 工業団地造成事業地を市街化編入
および用地買収

平成29年３月 起工式
平成29年度～ 市内工事着手（妙光寺～三上）
平成30年度 工業団地造成工事着手、完了
～平成31年度 工業団地造成地売却予定

◆◇◆�バイパス事業の主な目的�◆◇◆
①現国道８号の慢性的な渋滞を解消
②周辺生活道路を含む交通安全の確保
③第３次救急医療の済生会滋賀病院へのアクセス向
上による救急医療の搬送確保
④大規模災害時の緊急輸送路の確保
⑤物流・交流の利便性向上により企業立地および観
光人口増加の期待

《バイパス予定地の状況（妙光寺・三上地先）》

《工業団地造成事業（バイパス関連事業）》
　バイパス事業の進捗に伴い、バイパス事業用地にか
かる工場の移設がバイパス開通するため必要不可欠で
す。このことから、市が事業主体として総面積約6.2ha、
21億円の事業費で工業団地造成事業を平成28年度から
進めています。
　これまでから地権者および近隣自治会のご協力をい
ただき、造成地内の市道四ツ家小中小路線の歩道設置
も含め今年度中の工事完了を目標に事業を進めていま
す。造成工事の完了後は、移転が必要な事業所に約4.1ha
（A+a）を売却し、来年度には約1.8ha（B+b）の土地
を公募により事業所へ売却する予定です。
　なお、公募に関する要項等は、決まり次第、市ホー
ムページや広報紙にてお知らせします。

《工業団地造成区域位置図》

問い合わせ…国県事業対策室☎587－6068、FAX586－2176

国道８号野洲栗東バイパス・工業団地造成事業の進捗状況

A

B
a
b

東
海
道
新
幹
線

四ツ家

大畑

県
道
小
島
野
洲
線

七間場

小中小路

バイパス法線

市道四ツ家小中小路線
歩道設置工事

A B …造成地（約 5ha）
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～ 野洲市民病院の整備を進めています ～

　野洲駅南口に平成33（2021）年開院をめざし「野洲市民病院」を整備するため、現在、実施設計業務に併せ医
療機器等の整備計画、職員採用、開院に必要な関連する法的手続き等を進めています。
　また、平成31（2019）年度からは、現野洲病院の施設や機能等を継承し、市立野洲病院として市が病院を運営
する予定ですが、それに必要な御上会野洲病院との医療機能等の承継に関する協議と手続きを進めています。

◇◆�施設整備状況�◆◇

　◦施設整備に必要な建物の詳細図面等を作成する実
施設計業務を進めています。

　◦平面計画と構造・設備などの検討・調整を終え、
構造関係の申請手続きを行っています。また、建
築確認申請に向け、県や消防などの関係機関との
協議を重ね、詳細図等の作図作業を進めています。

　◦詳細図等の作図作業を進めていますが、平面計
画・仕様の再検証、スタッフや患者等の動線と医
療機器のレイアウト等の検証など、詳細検討・調
整に想定以上の時間を要したため、３カ月程度の
遅れが生じています。今後、工程の回復に努め、
建築確認申請に関する手続きが整い、設計業務が
完了した後に、速やかに工事発注の手続きを行う
予定です。なお、市民病院の開院時期についても
再検討を行いますが、現時点では、平成33（2021）
年春をめざして業務を進めています。

　◦建築工事費が約６億４千万円増額する見込みで
す。消費税率の引き上げ、建築資材の値上がりな
どによる建設費の高騰が原因ですが、経営上の収
支見通しは成立可能な範囲です。

◇◆�病院の運営状況�◆◇

　◦医療機器等の整備計画、職員採用、開院許可申請
手続き等を進めています。

　◦現野洲病院施設での市立野洲病院の開院（来年
度）のため、現野洲病院からの施設や医療機能等
の承継に関する協議、手続きを進めています。

　◦病院機能の各部門運営計画や医療機器整備計画等
に基づき詳細な検討を進めています。

　◦医師、看護師、医療技術職、事務職等の職員採用
手続きを行っています。

　◦病院職員の定員を270人と定め、公募による採用
試験を行っています。一次試験の結果、医師を除
く職員募集人員234人に対して、187人の採用を内
定し、引き続き、再募集を行っています。

　◦医師の採用は、昨年11月～12月にかけて面談を
行っています。

問い合わせ…市民病院整備課☎587－6141、FAX586－2200

　昨年末に野洲市民病院整備に関して訴訟が提起さ
れました。
　詳細が判明次第、市民の皆さんに改めてお知らせ
します。

　◇◆◇�野洲市民病院整備事業の流れ�◇◆◇
　★野洲病院から新病院整備構想（新病院基本構想2010）の提案
　　　新しい土地、建物、機器が整えば、市への債務返済と持続可能な医療提供が可能
　　　理由：建物、機器の未耐震化と老朽化が限界に達している

　☆民間病院への新規施設・設備提供は制度上不可能
　　ただし、市内に中核医療機能は必要
　　　　　　　　　　（野洲市地域医療における中核的医療機関のあり方検討結果）

　★駅前の土地であれば市立病院経営は可能　（野洲市新病院整備可能性検討結果）

　☆市が責任をもって中核医療機能を確保　（野洲市中核的医療拠点のあり方に関する基本方針）
　　　【基本前提条件】
　　　　◦市が野洲病院の実績と資源を活かして新病院を整備する
　　　　◦新病院整備までの間、野洲病院は経営改善と債務解消に努める
　　　　　※その間、市は財政支援を継続する

　★�市は平成33（2021）年新病院開院を前提に平成31（2019）年７月に野洲病院の
　　�施設および事業を包括的に承継し市立病院を運営する
　�　（市が関係する債権債務を含む、職員は除く）

　☆新病院整備事業着手
　　　実施設計、職員採用、システム設計等を進める

暮らしの情報
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相談会場 相　　談　　日
野 洲 文 化 小 劇 場 ２月18日㈪・19日㈫・20日㈬
コミセンしのはら（大ホール） ２月21日㈭・22日㈮
コミセンきたの（大ホール） ２月25日㈪・26日㈫・27日㈬
コミセンひょうず（大ホール） ２月28日㈭、３月１日㈮
コミセンぎおう（大ホール） ３月４日㈪・５日㈫・６日㈬
コミセンなかさと（大ホール） ３月７日㈭・８日㈮・11日㈪
コミセンみかみ（大ホール） 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30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

２月５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30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。

　平成29年分の確定申告から、申告書等用紙に代えて「確定申告のお知らせ」（※）
が送付されることとなりました。

（※）「確定申告のお知らせ」とは、確定申告の受付期間や納期限、予定納税額
など確定申告書の作成に必要な情報を記載しているハガキまたは通知書の
ことです。

～ 税務署から「確定申告のお知らせ」が送付されます ～

　もうすぐ税の申告時期です。
　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。
　税務課では、２月18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
号および市ホームページに掲載します。

【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

配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました
　配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円（給与所得だけの場合は給与等の収入金
額が1,220万円）を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました（改正前：給与所得者の合
計所得金額の制限無し）。
　また、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下（給与所得
だけの場合は給与等の収入金額が103万円超201万６千円未満）とされました（改正前：38万円超76万円未満（給与所得だけ
の場合は給与等の収入金額が103万円超141万未満））。

医療費控除の明細書が必要となりました
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～平成31年分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。

◆◇◆ 申告相談のお願い ◆◇◆
①申告相談は、どの相談会場でも可能ですが、混雑を避
けるため対象地域での来場にご協力ください。
②�青色申告、譲渡所得、住宅借入金等特別控除（平成30

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】を作成のうえ、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」または保険料の支
払領収書の添付が必要です。
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対　　象…次の①～③全てに該当する人
　　　　　①受診開始日に国民健康保険の被保険者で

ある人
　　　　　　※後期高齢者医療保険（75歳以上等）や

社会保険などの被保険者は対象外
　　　　　②市税を滞納していない人
　　　　　③申請年度において、特定健診を受診して

いない人
医療機関…市内・市外などの制限はありません
内　　容…�健診費用額に６割または８割を乗じた額を

助成します。ただし、その額が「限度額」
以上のときは、「限度額」を助成します。

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

助成間隔…３年度に１回
　　　　　※平成28年度または平成29年度に、この助

成制度を受けた人は、平成30年度は対象
外です。助成対象となるかご不明な場
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）。

申請手続き…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カ月以内に、①領収書②
検査結果③認印④振込口座がわかる
ものを持参の上、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。

「人間ドック・脳ドック健診助成金」 制度のお知らせ

　市の国民健康保険加入者で、平成30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～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の添付が必要になります。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、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30年11月・12月診

療分以外は、コピーの領収書では申請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。

　１月、２月に郵送にて高額療養費の申請をされる場合、提出していただいた領収書の原本やコピーは、提出し
た月の月末、もしくは翌月末に一斉に返却（郵送）します。それ以外での返却は原則行いません。
※領収書原本で高額療養費申請を提出され、かつ確定申告の医療費控除を受ける場合は、ご自身で事前に領収書
のコピーを取ったり、金額を控えておいていただくようお願いします。

～ 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 － 確定申告の時期はご注意を！－

　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」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。）
※内容確認書は、「介護保険主治医意見書」の内容がおむつ使用の要件に合致していないときは交付できません。

申請手続き…おむつ使用者の介護保険被保険者証および印鑑を持参してください。
申請・問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

※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。

医療費控除に「おむつ使用証明書」が必要です

　生活習慣病予防のため、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・脳ドックを受けら
れた場合、その費用の一部を助成しています。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

暮らしの情報
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