
児童手当のお知らせ

就学援助制度について

ひとり親家庭の皆さんへのお知らせ

◇ 『現況届』を提出された人の、所得等の審
査を行っています。

　審査の結果、手当月額や受給者に変更がある場合は、
対象者へ通知書を送付します。変更のない場合は送付
しませんので、10月支払前に送付する支払通知書で振
込金額を確認してください。
☆ 受給者の変更をお願いすることがあります。（現在
の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計を
維持する程度の高い方が配偶者であると判断できる
場合など）
【児童手当月額表】
児童の年齢 児童手当の額（１人当たり月額）
３歳未満 15,000円
３歳以上
小学校修了前

10,000円
※（第３子以降は15,000円）

中学生 10,000円
※ 第３子以降とは、18歳の誕生日後の最初の３月31日
までの（養育している）児童のうち、３人目以降を
いいます。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX568－2176

　市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児
童・生徒のいる世帯で、経済的な理由によって就学が
困難と認められる場合、学用品費や給食費などの一部
を援助する制度があります。この制度は、年度途中の
申請も可能で、随時受け付けています。対象として認
定された時は、申請月の翌月からの援助になります。
申請方法… 申請用紙は、各小・中学校、学校教育課（市

役所別館）、市民サービスセンター（北部
合同庁舎）にあります。申請は、世帯の状
況把握のため、添付書類（課税証明書・家
賃の証明書等）が必要になります。

　詳しくは学校教育課
（☎587－6017、FAX587
－3835）までお問い合
わせください。

◇児童扶養手当の支払いについて
８月期（４月～７月分）の支払いは、８月11日㈫です。

平成27年４月分から、手当月額が変更になっています。
◇児童扶養手当現況届の手続きについて
提出期間…８月３日㈪～31日㈪までの月曜日から金曜日
受付時間…午前８時30分～午後５時15分
※ ただし、以下の期間については、休日受付・夜間受
付を行います。

休日受付…８月23日㈰ 午前８時30分～午後５時15分

夜間受付…８月24日㈪～28日㈮ 午後７時30分まで
　児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、
手当の支給・停止を問わず、毎年８月中に「児童扶養
手当現況届」の手続きが必要です。この届は、毎年８
月１日における受給者の状況を調査し、児童扶養手当
を引き続き受ける要件にあるかどうかを確認するため
のものです。
　対象者には通知をしますので、８月末までに必要な
書類等を持参の上、必ずご本人がご来庁ください。

　　　 この届の提出がないと８月以降の手当が受け
られません。また、２年間提出がないと手当を
受ける資格がなくなります。

重要

◇ 「ひとり親家庭サポート定期便」をお届け
します！

　ひとり親家庭のみなさんを対象に、年に３回、県や
市の各種情報をお届けする「ひとり親家庭サポート定
期便」事業を行っています。滋賀県ひとり親家庭福祉
推進員がご自宅までお届けします。
　滋賀県ひとり親家庭福祉推進員は、地域社会でひと
り親家庭の生活、子どもに関することなどさまざまな
悩みの相談に応じるとともに、ひとり親家庭に関する
情報提供を行っています。
　サポート定期便をご希望の人は、子育て家庭支援課
までお申し込みください。
問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

★ご注意ください！
　平成27年度分「児童扶養手当一部支給停止適用

除外事由届出書」（緑色の用紙）の提出が必要な

対象者には通知しますので、現況届の手続きとと

もに８月中に提出してください。原則８月中に提

出がないと、手当額が２分の１になります。提出

期限までに必要書類が提出されず、手当額が２分

の１となった場合は、提出期限後に提出されても、

提出された月からの適用となり、それ以前の手当

額は２分の１のままで、元の手当額には戻りませ

んので、ご注意ください。

暮らしの情報
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シニアスクール参加者募集

　長年、野洲に住み続けていてもご近所以外のこと
は意外と知らないものです。定年退職で地域に戻っ
たシニアの皆さん、子育てが終わり自分の時間を取
り戻した人の「野洲のことをもっと知りたい」、「野
洲ってどんなまち？」「私に何かできるの？」とい
う問いかけや要望にお応えし、地域で活動を始める
きっかけや仲間作りの場を紹介、提供するための講
座を開催し、市民活動の活性化を目的に意欲的な人
材の育成を目指します。
　受講者の要望に沿った講座内容にするため、受講
者自身が企画運営に関わる運営委員会を設置します。
対象…市内在住者　募集人員　30人

内容… ①市長講演②野洲の自然や歴史の学習③史
跡・名所の探索④地域の食や産業の学習⑤市
民活動団体活動への参加体験など（５～６回
程度を予定）

参加費…無料
◆ 「とことん野洲」山仲市長の公開講演会
とオリエンテーション（第１回講座）

日時…８月22日㈯ 午後１時30分～４時30分
会場…市民活動支援センター（図書館ホール）
申し込み・問い合わせ…８月20日㈭ 午後５時まで
に同センター☎518－0556、FAX518－0557、Eメー
ルkyoudou@city.yasu.lg.jp

　何か始めたいと思っている人はぜひ参加してみてく
ださい。
対象者… 市内在住で、昭和25年９月１日以前に生まれ

た人
受講料…いずれの教室も1,000円（８回分）
申し込み ・問い合わせ…８月14日㈮までに受講料を添

えて高齢福祉課 ☎587－6074、FAX586－2176
◆男の料理教室
　家庭料理を和洋中、楽しく作りませんか。簡単なデ
ザート作りも毎回１品。初心者歓迎です。
日時… ９月17日、10月１日・22日・29日、11月５日・

19日、12月３日・17日の計８回、いずれも木曜
日、午前10時～午後１時

会場…野洲市健康福祉センター
対象…男性、先着15人
材料費…８回分で4,000円
講師…野洲弘惠さん
持ち物… エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふきん（２

枚）、筆記用具
※ 申し込み時に受講料と材料費の合計5,000円徴収します。
◆リズム体操教室
　音楽に合わせて、簡単な体操をしてみませんか。
日時… ９月４日・18日、10月２日・16日、11月６日・

20日、12月４日・18日いずれも金曜日、午後１
時30分～３時

会場…コミセンきたの
定員…先着30人
講師…伊藤紀子さん
持ち物…タオル、上靴、動きやすい服装、飲み物

◆絵てがみ教室
　限られた紙面の中に、思いっきり表現してみません
か。
日時… ９月９日・16日、10月７日・21日、11月11日・

18日、12月２日・16日いずれも水曜日、午後１
時30分～３時30分

会場…コミセンやす
定員…先着20人
講師…小島喜美子さん
持ち物… 画仙紙ハガキ、硯、青墨、彩色筆、線引き筆、

筆洗い（空き瓶可）、梅皿（水彩パレット可）、
顔彩、印泥（朱肉可）、白い小皿（３枚）、半
紙（線の練習用）、スポイド、ティッシュペー
パー、下敷き（白の書道用または新聞紙）、
ビニール袋（ゴミ入れ用）、各回のモチーフ

※初めての人は初回のみお貸しします。教室でも購　
入可。実費要。
◆らくらくピアノ教室
　楽譜が読めなくても“らくらく”弾ける。音楽を通
して心豊かな時間を過ごしませんか。
日時… ９月８日・29日、10月13日・27日、11月10日・

24日、12月15日・22日いずれも火曜日、午後１
時30分～３時

会場…コミセンきたの
定員…先着16人
講師…筈井玲子さん
持ち物… テキスト（初回時、テキスト代1,512円徴収）、

筆記用具、キーボード（持っておられない人
はお貸しします）

「とことん野洲」受講者募集
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　８月は国民健康保険「高齢受給者証」の更新の月で
す。国民健康保険に加入している人で、次に該当する
人には新しい高齢受給者証を７月後半に郵送しまし
た。８月１日から使用できます。

　高齢受給者証は医療機関にかかったときの自己負担
割合を表示しているカードです。必ず保険証とセット
で使用してください。自己負担割合は、平成26年中の
所得等と生年月日により決定します。
　今回お送りした受給者証の有効期限は通常平成28年
７月31日までですが、途中で満75歳になる人はそれよ
りも短い期限になっています。
　高齢受給者証は１人１枚のカード型になっています
ので、台紙からはがしてご使用ください。希望者には
ケースの配布やラミネート加工（パウチ）を保険年金
課または市民サービスセンター（北部合同庁舎内）で
行っています。
問い合わせ…保険年金課 ☎587－6081、FAX586－2177

● 高齢者を狙った還付金等詐欺が、全国各地で多数
発生しています。

● 滋賀県内においても、後期高齢者医療制度の被保険
者宅に医療費や保険料の還付金等に関する不審な電
話があったとの報告が、複数寄せられています。

● 手口はいずれも、厚生労働省、県、市町や広域連
合などの職員を装い、電話をかけたり訪問したり
して金銭や被保険者証をだまし取るなどというも
のです。

　「おかしいな」と思われる場合は、ひとりで判断
せず家族や友人に相談したり、警察、お住まいの市
町の後期高齢者医療担当課または広域連合へご連絡
ください。
問い合わせ…
野洲市保険年金課 ☎587－6081
滋賀県後期高齢者医療広域連合 ☎522－3013
HP：http://www.shigakouiki.jp/

～船に乗って、魚と野草の天ぷらも！～
日時…９月５日㈯　午前９時～正午※小雨決行
場所…家棟川ビオトープ（野田、家棟川河口北側）※現地集合
対象者…どなたでも、先着50人※小学生以下保護者同伴要
参加料…300円（３歳以上、保険・資料代等）
申し込み・問い合わせ…８月28日㈮までに住所、氏名、年齢、連
絡先を電話またはファックスで環境課 ☎587－6003、FAX587－3834
※ 参加決定の可否とともに、参加者には持ち物などの詳細を連絡
します。

国民健康保険高齢受給者証は届きましたか？

①すでに、高齢受給者証をお持ちであった人
（昭和15年８月２日～昭和20年７月１日生まれの人）
※ 後期高齢者医療制度の適用を受けている人を除
きます。

②新しく高齢受給者証の交付を受ける人
（昭和20年７月２日～昭和20年８月１日生まれの人）
※ ８月２日以降に70歳になる人は誕生日月の下旬
に郵送します。

市町や広域連合などの公的機関が、
● 金融機関のキャッシュカードを渡すよう
求めたり、
● ＡＴＭ（現金自動払出機）を操作するよう
指示することは絶対ありません！

注意!

家棟川ビオトープ魚の観察会

公的機関の職員を装った

　　　　　不審者･不審電話 にご注意を！

暮らしの情報
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受け取る年金額を増やすには？
「付加年金」「国民年金基金」「高齢任意加入」のご案内

○ 付加年金
　国民年金の第１号被保険者または65歳未満の任意加
入被保険者は、付加保険料を任意で納めることで、付
加年金を受け取ることができます。
　国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料（月額
400円）を納付しますと、年金受給時に年額で【200円×
付加保険料を納めた月数】の付加年金が上乗せされます。
　付加年金は定額のため、物価スライド（増額・減額）
はありません。年金を受け取り始めて２年で、納付し
た付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取る
ことができます。
※ 国民年金基金に加入している方は付加保険料を納め
ることはできません。

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

○ 国民年金基金
　国民年金基金は、基礎年金に上乗せをする公的な年
金であり、国民年金の定額保険料を納付している第１
号被保険者（自営業者、農林漁業者などの人とその配
偶者、学生等）が申し込みにより任意に加入できる制
度です。
　掛金は、加入時の年齢、性別、口数などにより決ま
ります。なお、掛金の全額が社会保険料控除の対象と
なるため、所得税や住民税が軽減されます。
　国民年金基金の給付は、「終身年金」を基本として
いますので、一生涯受け取ることができます。
　国民年金基金についての詳しい内容については、下
記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
滋賀県国民年金基金
フリーダイヤル0120－65－4192、☎566－6633

　老齢基礎年金（国民年金）の上乗せや補完を目的に、通常の国民年金と組み合わせて、付加年金や国民年金基
金に加入することができます。
　また、過去に国民年金の未納期間や免除を受けた期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受給することができ
ない場合、60歳以降も国民年金に任意加入し、引き続き保険料を納付すること（高齢任意加入）で、将来の年金
額を増やすことができます。

日本年金機構からのお知らせ

｢年金情報流出｣を口実にした
犯罪にご注意ください！

　日本年金機構への不正アクセスにより、個人情報が流
出した件につきましては、皆さんにご迷惑、ご心配をお
かけし、誠に申し訳なく、心からお詫び申し上げます。
　日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする
者や、「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけ
てくる者が現れています。
● 日本年金機構から、この件で皆さんに電話やメールで
連絡することは、一切ありません。 なお、流出が確認
された人への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせ
します。
● 日本年金機構が、この件で皆さんにお金やキャッシュ
カードを要求することは、一切ありません。
● 日本年金機構が、この件で皆さんにＡＴＭの操作をお
願いすることは、一切ありません。
問い合わせ…
　日本年金機構専用電話窓口 
　☎0120－818211／受付時間午前８時30分～
　　　　　　　　　　　　 　午後９時（平日、土曜・日曜日）
　草津年金事務所
　☎567－1311／受付時間午前８時30分～
　　　　　　　　　　　　  午後５時15分（平日）
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安全なまちづくりをめざして・守山警察署

拳銃等違法銃器の根絶に向けて

滋賀県 しらしがメール

問い合わせ…滋賀県情報政策課
　☎528－3381、FAX528－4839、E-mail：ce00@pref.shiga.lg.jp

気象特別警報・
警報・注意報

防犯・交通
安全情報

地震情報

その他各種
お知らせ情報など

　昨年、県内で押収した拳銃は２丁で、発砲事
件や銃器使用事件の発生はありませんでした
が、暴力団の組織防衛の徹底による隠匿方法の
巧妙化、分散化、潜在化が顕著に進み押収が難
しくなっていることを考えると、銃器事犯は私
たちの身近な場所でいつ起きるかもしれない恐
ろしさを秘めています。
　凶悪犯罪に直結する拳銃等の違法銃器が存在
する限り、真に安全、安心な社会は実現できま
せん。
　県警では、皆さんの協力を得て違法銃器を根
絶するために、平成20年５月から運用を開始し
た「けん銃110番報奨制度」により皆さんから
の銃器に関する情報を幅広く集めています。
　この制度は、提供された情報により拳銃を押
収し、あるいは被疑者を検挙できたときに情報
提供者に報奨金が支払われるものです。

もし●拳銃をみたことがある
　　●もっている人物を知っている
　　●遺品を整理していたら軍用銃がでてきた
　　●インターネットで拳銃が売られている
等の銃器に関する情報があれば

けん銃110番
フリーダイヤル0120－10－3774
（滋賀県警察本部刑事部　組織犯罪対策課　薬物
銃器対策室）まで連絡をお願いします。

問い合わせ…守山警察署 ☎583－0110

　滋賀県では、防災・防犯等の身の回りの危険に関する情報
を、お手持ちの携帯電話やパソコンにお届けしています。

野洲市

メール配信サービス
　野洲市では、災害・不審者（防犯）の情
報を携帯電話やパソコンにメール配信する
サービスを行っています。

災害情報不審者（防犯）
情 報

問い合わせ…生活安全課
　☎587－6089、FAX587－4033

★ 左記QRコードまたは   
http://www.pref.shiga-info.jp から 
登録画面に進み、entry@pref.shiga-info.jp 
へ空メールを送信してください。

※なお、しらしがメールおよび野洲市メール配信サービスをどちらも登録された場合、同じ情報が送付されることがあります。

メールでしらせるしがの安全・安心情報

★ 左記QRコードまたは 
t-yasu@sg-m.jp へ
空メールを送信して
ください。

登　録　方　法 登　録　方　法

暮らしの情報
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