
平成31(2019)年9月30日　自動交付機を廃止します
　住民票・印鑑登録証明書等の自動交付機は、便利で手数料の安いコンビニ交付のご利用を推進するため、平成
31（2019）年９月30日をもって廃止いたします。
　ぜひ、マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちいただき、コンビニ交付をご利用ください。

マイナンバーカードの申請方法
　「通知カード」の下にある「個人番号カード交付申請書」
の郵送またはスマートフォンやパソコンでも申請できま
す。また、顔写真（縦4.5cm×横3.5cm）をご用意いただ
ければ、市民課で申請することもできます（初回作成時、
手数料無料）。申請から約３週間後に受け取りのご案内
（交付通知書）を送付しますので、ご本人が市民課にお越
しください（代理人受取不可）。

「マイナンバーカード」で、こんなに便利に！
○全国のコンビニで、住民票や印鑑登録証明書、所得証明書などが取得できます。

　①取得できる証明書　※手数料は市役所の窓口より100円安くなります。
証明書 手数料（１通） 取得できる人

住民票の写し 200円 カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
印鑑登録証明書 200円 カード所有者で、野洲市で印鑑登録をしている人

戸籍謄本・抄本（除籍・原戸籍は除く） 350円 野洲市に住所および本籍がある人でカード所有者
またはカード所有者と同一戸籍の人戸籍の附票の写し 200円

所得証明書 200円 カード所有者で、申告書を提出している人（現年
度分のみ）課税・非課税証明書 200円

　　　　　　　　　　　　　　②利用できる時間
　　　　　　　　　　　　　　午前６時30分～午後11時（12月29日～１月３日および保守点検日は除く）
　　　　　　　　　　　　　　※各店舗の営業時間内に限ります。営業時間は各店舗にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　③利用できる店舗
　　　　　　　　　　　　　　平和堂（一部店舗に限る）、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど

○金融機関や確定申告・年末調整に必要なマイナンバーと本人確認書類がひとつになります。
　�　金融機関や市役所の窓口では、マイナンバーと顔写真付きの本人確認書類を提示しなければ手続きができな
い場合があります。また、確定申告や年末調整にも、マイナンバーを記載しなければなりません。

○ｅ－Ｔａｘ（インターネットで確定申告）が利用できます。
　�　確定申告会場まで行かなくても、自宅のパソコンで申告できます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧く
ださい。http://www.e-tax.nta.go.jp/

市民カード（印鑑登録証）は廃棄しないでください！
　市民カードはマイナンバーカードの交付を受けた後も、印鑑登録をしている証となります。
　市民カードはコンビニでは利用できませんが、印鑑登録証明書を窓口で取得する際に必要です。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
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【申請方法（共通）】
受付日時…３月15日㈮から　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜日、祝日は除く）
受付場所…障がい者自立支援課
　　　　　３月25日㈪午後のみ市民サービスセンターでも実施します。（受付／午後１時30分～４時）
　　　　　※紙おむつ購入費助成券の新規交付申請は、障がい者自立支援課でのみ受け付けします。
持ち物…お持ちの障害者手帳すべて、印鑑
問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177

◆自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券
　心身に重度の障がいのある人の通院にかかる移送経
費の負担軽減や生活行動範囲の拡大、社会参加の促進
を目的として交付します。

対象…�市内在住で身体障害者手帳（等級：１級・２
級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保健福
祉手帳（等級：１級）のいずれかを所持してい
る人

内容…�助成券（燃料費：420円／枚またはタクシー運
賃：500円／枚）を年間36枚交付します。（腎臓
機能障害により人工透析を受けている人は72枚
交付します。）

※�年度の途中から助成対象となった場合は、申請月か
ら平成32（2020）年３月までの月数に３枚を乗じた
枚数を交付します。

◆紙おむつ購入費助成券
　在宅で常時紙おむつを必要とする心身に重度の障が
いのある人や介護者の経済的負担の軽減を目的として
交付します。

対象…�市内在住で身体障害者手帳（等級：１級・２
級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保健福
祉手帳（等級：１級）のいずれかを所持し、常
時紙おむつを必要とする３歳以上の在宅者

内容…�助成券5,000円（500円×10枚）／月を交付しま
す。

※�新規交付申請の場合は、申請月の翌月分から交付し
ます。

※�更新交付の場合は、紙おむつの使用状況、入院や施
設入所の有無について聞き取りをします。

※�高齢者等おむつ費用助成券の交付を受けておられる
場合は、対象となりません。

　就職・転勤・入学等による転入・転出など、住所異動の届け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、マイナンバーカード（個人番号カード）の申請・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。

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
　　　　　　※�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の申請
　　　　　　※�顔写真をお持ちください。（右記記事参照）
　　　　　▽マイナンバーカードの交付　※「交付のご案内」が届いた人が対象です。
　　　　　▽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
　　　　　▽印鑑登録�など
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

休日の市民課 窓口をご利用ください ！ ！
３月31日㈰　午前９時～正午

心身に重度の障がいのある人へ助成券を交付します

　高齢者等おむつ費用助成券の交付は、３月15日㈮から高齢福祉課で行います。（３月25日㈪午後のみ市民サー
ビスセンターでも実施します。（受付／午後１時30分～４時））該当者には、３月中旬に別途通知します。
問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

暮らしの情報
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国民健康保険被保険者証の有効期限は、7月31日までです！

国民健康保険の加入・脱退手続きをお忘れなく！

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　市では、これまで国民健康保険被保険者証の更新日を４月１日としていましたが、高齢受給者証との
一体化を図るため、平成31年度からは８月１日の更新に変わります。そのため、現在お持ちの被保険者
証は有効期限がすでに７月31日となっていますので、それまでは破棄せず、使用してください。（短期証
を発行中の人や下記の人は有効期限が違います。）
　８月１日からの新しい被保険者証は、７月中旬ごろに同じ世帯の国保加入者分を世帯主あてに簡易書
留で郵送する予定です。

▽75歳になる人の更新は…
　�　75歳になる人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなっています。75歳の誕生日以降は、後期
高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月20日ごろに後期高齢者医療被保険者証を郵送します
ので、その保険証をご使用ください。
▽退職者医療制度の認定を受けている人の更新は…
　�　退職者医療制度の認定を受けている人で７月末までに65歳となる人の有効期限は、65歳の誕生日の
月末までとなります。65歳の誕生日の翌月からは、一般被保険者証となるため、新たな被保険者証を
誕生月中に郵送しますので、誕生日の翌月からご使用ください。

加入手続き…職場の健康保険をやめたとき、被扶養者認定を外れたとき

必要書類…
　◦来庁する人の本人確認書類（注１）

　◦加入する人全員の個人番号（マイナンバー）がわかるもの
　◦職場の健康保険等をやめた証明書
　　（例：退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明書�等）（注２）

　◦印鑑（手続きに必要な場合があります）

　注１）別世帯の人が手続きをする場合には、委任状が必要です。
　注２）加入していた健康保険に被扶養者がいた場合、被扶養者についても確認できる証明書が必要です。

～�社会保険の任意継続が満了する場合の加入手続き�～

　手続きは、喪失日の14日前から可能です。
　また、任意継続の健康保険証に資格喪失予定年月日の記載がある場合には、その健康保険証をお持ち
　いただければ手続きが可能です。

脱退手続き…職場の健康保険に加入したとき、被扶養者認定をうけたとき

必要書類…
　◦来庁する人の本人確認書類（注３）

　◦脱退する人全員分の個人番号（マイナンバー）がわかるもの
　◦印鑑（手続きに必要な場合があります）
　◦新規加入した健康保険証（コピー可、加入する人全員分）
　◦国民健康保険証または資格証明書（原本）
　◦国民健康保険の限度額認定証、高齢受給者証�等（お持ちの人）

　注３）別世帯の人が手続きをする場合には、委任状が必要です。

2019.3　広報やす　　10



　軽自動車税は４月１日現在の所有者に対して課税されます。すでにスクラッ
プした車両や盗難に遭った車両、譲渡した車両等があれば、４月１日までに
廃車や名義変更の手続きを下記の機関で行ってください。
　また、転出等により定置場所を野洲市外に変更された場合にも住所変更の
届出が必要です。３月末は窓口が混雑しますのでなるべく早めに手続きして
ください。
　なお、４月２日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、４月１日現在
の所有者として納税の義務が生じます。（平成30年度課税分の取り消しや、税
額の月割はありません。）

廃車や名義変更等の手続き
　それぞれの手続きに必要な書類等が異なりますの
で、事前に各機関にご確認ください。

■�原動機付自転車（125cc以下）、ミニカー、小型特殊
自動車（農耕作業用、その他）
　届出機関…市税務課
　受付時間…�午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）
　　　　　　☎587－6040（市税務課直通）
※�ナンバープレート（同居親族間の名義変更の場合は
不要）、所有者の印鑑（名義変更の場合は双方の印
鑑）を持参ください。

※届出者が代理人の場合は委任状が必要です。
※�ナンバープレートを紛失等された場合は弁償金とし
て300円を負担していただきます。

■二輪自動車（軽二輪・小型二輪）
　届出機関…近畿陸運局滋賀運輸支局
　　　　　　　　　（守山市木浜町2298番地５）
　　　　　　☎050－5540－2064

■軽自動車（軽三輪・軽四輪）
　届出機関…軽自動車検査協会滋賀事務所
　　　　　　　　　（守山市木浜町2298番地３）
　　　　　　☎050－3816－1843

☆�身体障がい者などの人に対する平成31年度軽自動車
税の減免の申請期間は、通知書発送日から納期限の
１週間前（５月24日まで）になります。

☆�障がいの範囲が減免要件に該当する人でも、18歳以
上の身体障がい者や戦傷病者の人で、所有者が本人
でない場合は減免を受けることができませんので、
ご留意ください。

　�（障がいの等級等、詳しい内容は市ホームページ「く
らしの情報」→「税金」→「軽自動車税」→「軽自
動車における身体障がい者等の減免の要件」をご覧
ください。）

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

軽自動車税の

お知らせ

　市では、平成27年度より「野洲市子ど
も・子育て支援事業計画」に基づき、子
育て支援に関する取り組みを進めていま
す。この取り組みに対する評価や今後の
計画などについて、広く子育てに関する
意見をお聞きするため、「野洲市子育て
支援会議」を開催します。
　会議は公開で行いますので、どなたで
も傍聴できます。

日　時…３月14日㈭　午前10時～正午
場　所…市役所本館２階庁議室
内容（予�定）…野洲市子ども・子育て

支援事業計画（次期計画）策
定に向けたニーズ調査の結果、
分析について�等

問い合わせ…こども課
　　　　　　☎587－6052、
　　　　　FAX586－2176

野洲市子育て支援
会議を開催します

　「介護カフェおこしやす」は、３月に３周年を迎えることから、
『野洲マジック愛好会』さんにご協力をいただき周年祭「マジッ
クショー」を開催します。介護相談、もの忘れの相談、認知症
の人や家族が気軽に外出できる場としてもご利用ください。

日　時…原則毎月第１火曜日　午後１時30分～３時
３月５日㈫ ６月４日㈫

４月２日㈫ ７月２日㈫

５月７日㈫ ８月６日㈫
場　所…野洲市健康福祉センター１階旧デイサービス室
対　象…どなたでも　※申し込み不要
参加費…無料　※飲み物やお菓子代（各100円程度）別途要

※�『おこしやす』は、認知症キャラバン・メイト、介護者家族
の会のご協力をいただいています。上記以外に原則第３水曜
日午後１時30分～３時の間、介護相談に応じています。

問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

「介護カフェおこしやす」

３月５日㈫ 周年祭のお知らせ
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　春爛漫の夜の公園をライトアップします。
　週末には、市の特産品の販売やお花見ライ
ブで、幻想的な春の公園をお楽しみください。

日　時…
　▽公園内ライトアップ
　　　�３月26日㈫～31日㈰　
　　　　　　　　午後６時30分～８時
　　　※桜等の開花状況により実施を判断　
　　　します。
　▽お花見ライブ・物産販売
　　　３月30日㈯・31日㈰
　　　※雨天決行、荒天中止

　　　◦物産販売…午前10時～午後７時30分
　　　◦�お花見ライブ…午後４時～７時30分

場　所…近江富士花緑公園
問い合わせ…
　　　　近江富士花緑公園　☎586－1930
� （月曜日は除く）
　　　　野洲市観光物産協会☎587－3710

　北村季吟顕彰会では、６月15日㈯に開催する第64回北村季吟
顕彰記念俳句会の俳句を募集します。たくさんの投句をお待ち
しております。「募集の部」に投句いただいた人に限り、「当日
の部」に投句できます。まずは、「募集の部」に投句を！！

【募集の部】
　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（入選句は句集掲載のみ）を選定する予定です。
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（何組でも可）
投句料…1,000円／組　※高校生以下は無料
選　者…�石倉政

せいえん

苑、野瀨章
あ や こ

子、藤野鶴
かくざん

山（五十音順、敬称略）
申し込み�・問い合わせ･･･４月10日㈬（当日消印有効）までに

【募集の部】投句用紙に必要事項を記入し、郵便小為
替（現金書留も可）を同封の上、郵送または投句料を
添えて持参のいずれかで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、FAX587－3835

※投句原稿・投句料は返却しません。
※�投句用紙は、生涯学習スポーツ課、野洲文化ホール、さざな
みホール、各学区コミュニティセンター、
市民サービスセンター、歴史民俗博物館、
野洲図書館、北自治会館に設置しています。

近江富士花緑公園
「春まつり」を開催！

第64回  北村季
き ぎ ん

吟顕彰
記念事業の俳句募集！

国民年金保険料　学生納付特例制度のお知らせ

　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる人は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校および各種学校（修行年限１年以上である課程）に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算式
で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】　118万円＋{ 扶養親族等の数×38万円 }
　学生納付特例の承認期間は４月～翌年３月となりますが、承認を受けた翌年度も在学予定である場合
は、４月初めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、返送してください。
　なお、平成31年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成し
て送付します。ご希望の人は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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火災の原因！リチウムイオン電池などの分別にご協力を
～ 電池は「燃えないごみ」ではありません ～

ごみ集積所をきれいに利用しましょう

　ごみ集積所は、収集のためにごみを一時的に保管す
る場所であり、その多くは、自治会が管理されていま
すが、収集日以外にごみが出されていたり、指定ごみ
袋以外で出されているなど不適正な排出もあります。
　不適正な排出のごみについては、収集できませんの
で、ごみを出した人が責任を持ってごみ集積所から回
収し、改めて適正な方法で処理してください。
　ごみは、お住まいの決められたごみ集積所に出して
ください。ルールとマナーを守り、きれいな利用をお
願いします。

　★�ごみは、収集日に決められたごみ集積所に午前８
時までに出してください。

　　※�ごみの収集時間は、その日の収集内容やごみの
量などにより変わります。

　★�ごみ袋に入りきらない場合にごみ袋を貼り付けて
出さないようにしてください。

　★�春は引越しシーズンです。粗大ごみを出される際、
粗大ごみのごみ集積所は何カ所かに指定していま
す。粗大ごみが出せる集積所は、自治会や環境課、
住宅管理者に確認をお願いします。

　★�火災の原因となるごみの分別徹底をお願いしま
す。燃えないごみへの電池類、スプレー缶やカセッ
トコンロボンベなどの混在が後を絶ちません。ご
み収集車や処理施設での火災原因になり大変危険
ですので、分別ルールに従って処理してください。

注意！�事業所や店舗のごみは、家庭系のごみ集積所に
は出せません。事業系ごみ（缶やビンも含む）
は、自らの責任において適正に処理してくださ
い。

問い合わせ…環境課☎587－6003、
　　��　　　　　　FAX587－3834

ゴミ収集場所

Garbage Bag
Garbage Bag

Garbage Bag

　１月に野洲クリーンセンター内のリサイクルセンターで火災（発煙）事故が発
生しましたが、消防隊の消火活動により、大事には至りませんでした。
　発火点を調査したところ、多数の焼け焦げた小型充電式電池（リチウムイオン
電池等）が確認され、それらによる発火の可能性が考えられます。
　小型充電式電池（リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池など）は、
市のごみ収集には出せません。
　野洲クリーンセンターやごみ収集車の火災を防ぐためにも、電池の出し方を確
認いただき、適正な排出にご協力をお願いします。

◆小型充電式電池
　◦種　　類…リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池など
　◦回収方法…販売店へ持ち込むか、協力店の回収ボックスに排出してください。
　　　　　　　※�小型充電式電池の種類、特徴、使用機器、リサイクルマーク、協力店は、（一社）JBRC（注）の

ホームページをご覧ください。
　　　　　　　注）（一社）JBRCとは、小型充電式電池のリサイクル活動を推進する団体です。

◆ボタン電池…回収リサイクルポストまたは販売店の回収ボックスに排出してください。
　　　　　　　※排出の際、火災防止のため、テープを貼るなど絶縁をお願いします。

　　　　　　　【回収リサイクルポストの設置場所】
学区名 設置場所 学区名 設置場所
野洲 市役所本館 篠原 コミセンしのはら
北野 コミセンきたの 中里 市役所北部合同庁舎
三上 コミセンみかみ 兵主 コミセンひょうず
祇王 コミセンぎおう

◆乾　電　池…集積所に設置の回収容器（オレンジ色）に排出してください。

問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150
　　　　　　環境課☎587－6003、FAX587－3834

焼け焦げた電池類
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　例年、月別自殺者数の最も多い３月を自殺対策強化月間と定め、「誰も自殺に追い込まれることがない社会」の
実現をめざして、全国的な取り組みを続けられています。
　市では、電話相談、ゲートキーパー人材養成、広報啓発、自殺未遂者支援等により自殺予防の取り組みを進め
ていますが、今年度末には「野洲市自殺対策計画」を策定し、自殺対策をさらに推進していく予定です。

＜相談先＞
◆野洲市健康福祉センター「心といのちの相談専用電話」
　　月曜～金曜日　午前９時～午後５時（祝日、年末年始は除く）☎588－1866
◆滋賀県自殺対策推進センター「こころの悩みの相談」
　　月曜～日曜日　午前９時～午後９時（年末年始は除く）☎566－4326
※�上記以外にもさまざまな悩みの相談先があります。詳しくは、健康推進課までお問い合わせ
ください。

　予防接種率を向上させるための週間です。予防接種は病気に対する免疫をつくることで、
発症を抑えたり、かかっても症状を軽くしたりします。
　また、本人の免疫獲得だけでなく、まわりの人や次の世代の感染症を防ぐ効果もありま
す。予防接種について正しく理解し、かかりつけ医とよく相談しながら、接種しましょう。
　次の医療機関で予防接種を実施しています。

【市内の実施医療機関】

医療機関名 住　所 電話番号 ３/１㈮ ３/２㈯ ３/４㈪ ３/５㈫ ３/６㈬ ３/７㈭午前 午後
うえだこどもクリニック 小篠原869－1 596－3751 ○ ○ × ○ ○ ○ ○午前
えとうクリニック 吉地1193－1 575－8808 ○ ○ × ○ ○ ○ ○
希望が丘クリニック 市三宅2354 586－4106 ○ × × × ○ × ×
甲原医院 小篠原2057－1 587－0070 ○ × × ○ ○ × ×
澤田医院 冨波甲1087－1 588－5855 ○ ○ × ○ ○ ○ ○
すぎやま内科 小篠原1974－1 586－1218 ○ ○ × ○ ○午前 ○ ×
高田クリニック 行畑736 535－1528 ○ × × ○ ○ × ○
たちいり小児科医院 久野部198－1 588－0141 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ちかもち内科医院 小篠原2208－1 518－0511 ○ ○ × ○ ○ ○ ×
本田医院 近江富士2－5－2 588－3500 ○ ○ × ○ ○ ○ ×
南医院 吉地1412 589－5061 ○ ○ × ○ ○ ○ ○
もりおか小児科医院 三上2112－9 586－4900 ○午前 ○ × ○ ○午前 ○ ○
吉川医院 吉川928 589－3901 ○ ○ × ○ ○午前 ○ ○午前
吉田クリニック 市三宅2732 588－5080 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
野洲病院 小篠原1094 587－1332 × × × ○ × × ○

接種方法…事前予約が必要です。（実施可能な予防接種の種類は各医療機関にお問い合わせください。）
※上記以外（守山・草津・栗東市）の医療機関でも実施しています。
※野洲・守山・草津・栗東市以外の一部の県内医療機関は、事前手続きが必要です。

◇◆◇�確認をお願いします�◇◆◆
　次の予防接種をまだ受けておられない人は、対象期
間を確認のうえ、早めに受けましょう。

◆ ＭＲ（麻しん風しん）予防接種　第２期
対象・�接種回数…小学校就学前の１年間（平成24年４

月２日～平成25年４月１日生まれの人）／１回
接種

接種費用…３月31日までは無料

◆ 日本脳炎予防接種　第1期・第２期
対象・�接種回数…
　　　▽第１期／生後６カ月～７歳半未満
　　　▽第２期／９歳～13歳未満　計４回接種
※�次の対象年月日の人は、接種回数をご確認ください。
特例措置の対象者となりますので、お問い合わせく
ださい。

　①平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人
　②平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれの人

３月１日（金）～７日（木）は子どもの予防接種週間です

３月は自殺対策強化月間です

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
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