
　４月16日㈯・17日㈰は北部合同庁舎を閉館しますの
で、市民サービスセンター（北部合同庁舎玄関設置）
の「証明書自動交付機」は利用できません。
　この間は、市役所本館玄関設置の証明書自動交付機
をご利用ください。
問い合わせ…市民サービスセンター
　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438

　縦覧は、自分の土地または家屋の価格と、ほかの土
地または家屋の価格を比較することにより価格の適正
さを判断するための制度です。
●固定資産税の縦覧制度
　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価
格が記載）、家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、種
類、構造、床面積、価格が記載）により、野洲市にお
ける土地または家屋の納税者が、市内の土地または家
屋の価格を縦覧することができます（土地のみの納税
者は土地のみ、家屋のみの納税者は家屋のみの縦覧）。
縦覧できる人…納税者または代理人
縦覧期間…５月31日㈫まで（土曜・日曜日、祝日を除
　　　　　く午前８時30分～午後５時15分）
【縦覧に必要なもの】
▼納税者＝①本人確認ができるもの（運転免許証等）

または、②課税明細書または納税通知書（本
人が納税者であることを確認できるもの）

▼代理人＝前記①および土地または家屋の納税者から
の委任状

※借地人、借家人は固定資産税の納税者ではありませ
んので、縦覧できません。

縦覧場所・問い合わせ…税務課
　　　　　　　　　　　☎587－6040、FAX587－2439

市民サービスセンター「証明書
自動交付機」の休止のお知らせ

休日の窓口で転入、転出、転居
などの手続きができます

土地・家屋価格等縦覧帳簿の
情報を公開します

「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」のお知らせ

４月３日㈰　午前９時～正午
　転入、転出などの届け出が集中するこの時期に合わせ
て市役所本館１階の市民課の窓口を開いて、住民異動等
の手続きを受け付けます。
　詳しくは、広報やす３月号をご覧下さい。
問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

　高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉
給付金）は、賃金引き上げの恩恵が及びにくい所
得の少ない高齢者の人を支援するために実施しま
す。
支給対象者…
　平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、
平成29年３月31日までに65歳以上となる人（昭和
27年４月１日以前に生まれた人）
○ 平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者は、次
の要件を全て満たす人です。

　● 平成27年１月１日現在で、野洲市に住民登録
（住民票）がある人（平成27年１月１日以降に
死亡された場合は支給対象外となります。）

　● 平成27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

　※生活保護の受給者は支給対象外となります。
支給額…対象者１人につき３万円（１回限り）
申請期間… ４月14日㈭～７月14日㈭
　　　　　（郵便は７月14日㈭消印有効）
申請の手続き…
① 申請書の送付…４月中旬以降に支給対象者とな
る可能性のある人に申請書、案内文および返信
用封筒を送付します。

②申請書の提出…原則郵送での申請をお願いします。
③ 給付金の支給…審査により、支給対象となる人
には、５月下旬以降に順次決定通知を送付し、
指定の口座に入金します。また、支給対象とな
らない人には、不支給決定通知を送付します。

※ 高齢者向け給付金の支給決定がされるまでに、
支給対象者が死亡された場合、支給対象外とな
ります。
問い合わせ…
●厚生労働省　専用ダイヤル☎0570－037－192
　※ 土曜・日曜日、祝日は除く／受付時間：午前

９時～午後６時
● 野洲市専用給付金コールセンター
　☎0120－78－8638、開設期間：４月11日～28日
　※ 土曜・日曜日、祝日は除く／受付時間：午前

８時30分～午後５時15分
●社会福祉課臨時福祉給付金担当
　☎077－587－2392
　※ 土曜・日曜日、祝日は除く／受付時間：午前

８時30分～午後５時15分

≪給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報
の詐取」にご注意ください≫
● 市役所や厚生労働省などがATM（銀行・コンビ
になどの現金自動支払機）の操作をお願いする
ことは、絶対にありません。
● ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込
んでもらうことは絶対にできません。
● 市役所や厚生労働省などが給付金を支給するた
めに、手数料などの振り込みを求めることは絶
対にありません。
● 市役所や厚生労働省などが市民の皆さんの世帯
構成や銀行口座番号などの個人情報を照会する
ことは、絶対にありません。

暮らしの情報
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　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみホール
では、祝日に開館していますが、大型連休の時期は利
用が大変少なく、経費節減と効率化のため次のとおり
休館します。

休館日
４月29日㈷、５月２日㈪～５日㈷

※ 通常休館日（５/２㈪）に加えて、国民の休日を臨
時の休館日とします。
※さざなみホールのみ、５/３㈷は開館します。
問い合わせ…野洲文化ホール☎587－1950

　第６期（平成27～29年度）介護保険事業計画に基づ
き、介護老人福祉施設の開設事業者を公募します。
募集施設…介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
募集事業施設…１施設　50床
施設整備年度…平成29年度
公募期間… ４月25日㈪～５月13日㈮午後５時まで（郵

送不可）
事業者の選定… ヒアリング、プレゼンテーションを実

施し事業者を選定
※ 募集要項等詳しくは、市のホームページに掲載して
いますので、ご覧ください。

申し込み・問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

野洲市文化ホール３館
休館のお知らせ

介護老人福祉施設の
開設事業者を公募します

地域包括支援センターの業務を紹介します

　同センターは、高齢者の皆さんが住みなれた地域で
生活ができるように、介護・福祉・健康・医療などさ
まざまな面から総合的に支えるための機関です。その
ために、保健師、看護師、主任ケアマネジャー、社会
福祉士などの専門職が連携し、次のような事業を行っ
ています。
■自立して生活できるよう支援します〈介護予防〉
● 介護保険で要支援１・２と認定された人は、介護予
防サービスを利用できます。

● 今後、支援や介護が必要となる人や自立した生活を
している人などは、市が行う介護予防事業を利用で
きます。

■ 介護に関する悩みなどさまざまな相談に応じます
　〈総合相談支援〉
● 高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護
に関する悩みや問題に対応します。介護に関する相
談や心配ごと、悩み以外にも、健康や福祉、医療や
生活に関することなどご相談ください。

■高齢者の皆さんの権利を守ります
　〈権利擁護・虐待防止〉
● 高齢者の皆さんが安心していきいきと暮らすため
に、皆さんの持つ様々な権利を守ります。成年後見
制度の利用支援や、虐待の早期発見、早期対応など
に取り組みます。

■様々な分野が連携して皆さんを支えます
　〈包括的・継続的ケアマネジメント〉
● 地域のケアマネジャーへの支援のほか、高齢者の皆
さんにとってより暮らしやすい地域にするため、介
護サービス事業者や医療・行政機関のネットワーク
づくりを進めています。

○ まだ介護は必要ないけれど健康に自信がない、介護
保険を利用したい、最近もの忘れが気になる、もし
くはもの忘れの気になる人がいる、近所に不適切な
介護を受けている高齢者がいるなど、高齢者の生活
の中で気になることがあれば気軽に同センターまで
ご相談ください。

介護相談カフェを始めます
　介護相談カフェでは、介護経験のある「介護者家族
の会」の人に協力いただき、参加者からのさまざまな
介護に関する相談に応じています。また、認知症に関
する相談にも応じています。
　介護の悩みを気軽に相談できる場、介護に関する情
報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場など、みなさ
んの集いの場として気軽にご参加下さい！
　認知症の人やその家族が、気軽に外出できる場とし
てもご利用ください。

○日時… 毎月第１火曜日（予定）午後１時30分～３時
　　　　※予約不要
４月５日 ６月７日 ７月５日

○場所… 野洲市健康福祉センター
　　　　１階　旧デイサービス室

認知症キャラバン・メイトの活動について
　認知症キャラバン・メイトとは…市と協働して地域
や職域・学校などで認知症サポーター
養成講座を開催し、認知症についての
正しい理解と、偏見を持たず、認知症
の人や家族に対して温かい目で見守っ
ていただける人（認知症サポーター）
の育成を担っています。これまで、約
3,000人にサポーターの証「オレンジリ
ング」を配布しました。
　キャラバン・メイトは、地域で身近に認知症につい
て相談ができ、地域包括支援センターへの橋渡しを行
う存在としてボランティアで活動しています。地域で
活動しているキャラバン・メイトとわかるように、玄
関等に貼るためのシールを作成しました。シールを見
かけたら気軽に声をかけてください。
問い合わせ…同センター☎588－2337、FAX586－3668

キャラバン・
メイトの
シール
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としょかんカードの更新手続きのお願い
　この４月から、としょかんカードに有効期限（野
洲市民は５年）を設け、登録情報の確認をさせて
いただきます。更新が必要な人はカウンターでお
知らせしますので、その際には住所と名前の確認
できるもの（保険証や免許証、ご自宅への郵便物
など）をご提示くださるようお願いします。（住所
や電話番号を変更されたときは、更新時期にかか
わらず、お知らせください。）

守山市、栗東市、草津市との
図書館の相互利用について

　野洲市にお住まいの人は、栗東、草津、守山の
図書館も利用することができます。それぞれの図
書館でカードをおつくりください。
※ ４月から野洲図書館では、野洲市民（野洲市に
在勤、在学されている人も含む）以外の人の利
用条件を変更します。貸出冊数は15冊まで、予
約・リクエストはできなくなります。

　赤ちゃん向けや幼児向けのおはなし会
を行っています。絵本の読み聞かせや手
遊びなどで、楽しい時間をお過ごしくだ
さい。申し込みは不要です。

貸出冊数
　…何冊でもＯＫ
貸出期間
　…３週間です
利用は無料です

野
洲
図
書
館
へ

よ
う
こ
そ
！

　必要な本が貸出中のときや、野洲図書館に所蔵してい
ないときは「予約・リクエスト」ができます。
　リクエストカードにご記入いただき、カウンターへお
申し込みください。ご用意でき次第ご連絡いたします（お
取り置きは最長１週間です）。所蔵していないときも、購
入したり、他の図書館よりお借りしたりすることで、ご
希望にお応えします。

読みたい本が図書館の
棚になかったときは…

おはなし会

くらしの中に図書館を！
　野洲図書館は、市内にお
住まいの人（在勤・在学の人
を含む）なら誰でも利用でき
ます。本の貸し出しに必要な
“としょかんカード”は０歳の
赤ちゃんからおつくりいただ
けます。
　図書館は、あなたの必要とす
る本をご用意いたします。「こん
なことが載っている本は？」「こ
んなことを知りたい」など、くら
しの中の身近な疑問や調べものの
お手伝いもします。どうぞお気軽に図書館司書におたずねください。
問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

おはなし会のスケジュールは、
ｐ28をご覧ください

暮らしの情報
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　高齢化の進展や医療の高度化などにより医療費は年々増加しています。医療費に見合う保険料収入を
確保し、制度の健全な運営を維持するため、4月1日から保険料率を改定します。ご理解いただきますよ
うお願いします。
●平成28・29年度の保険料率（年額）

区　　分 保険料率
現　行（平成26・27年度） 改定後（平成28・29年度）

被保険者均等割額 44,886円 45,242円
所得割率※ 8.73％ 8.94％

※「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合
◎年間保険料の上限額（57万円）は変更ありません。
保険料が軽減される場合
<所得の低い方の軽減>
■ 世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「９割・8.5
割・５割・２割」のいずれかの割合で軽減されます。
■基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、所得割額が５割軽減されます。
<職場の健康保険などの被扶養者であった方の軽減>
■ 資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人は、均等割額が９割軽減され、所
得割額は免除されます。
保険料均等割額の軽減範囲が拡大されます
■均等割額が２割軽減される人
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　≪改正前≫「基礎控除額（33万円）」＋「47万円×世帯の被保険者数」
　≪改正後≫「基礎控除額（33万円）」＋「48万円×世帯の被保険者数」
■均等割額が５割軽減される人
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　≪改正前≫「基礎控除額（33万円）」＋「26万円×世帯の被保険者数」
　≪改正後≫「基礎控除額（33万円）」＋「26.5万円×世帯の被保険者数」
おひとりごとの新しい保険料の額は、７月に郵便でお知らせします。
広域連合のホームページで保険料額の試算ができます。
保険料試算ページ：http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_05-03.html

★８月１日から使用する被保険者証は、７月中に簡易書留でお届けします。
　８月１日からは新しい被保険者証をお使いください。

入院時食事代の標準負担額が変わります（４月１日から）
所得区分　現役並み所得者、一般の人　現行260円/１食　⇒　360円/１食
※ 所得区分が区分Ⅰ、区分Ⅱ（住民税非課税世帯）の人、指定難病患者の人については、変更ありま
せん。
※ 療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額については、変更ありません。（ただし、入
院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患
者については、入院時の食事代が現行260円/１食⇒360円/１食へと変更になります。）

後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします

平成28・29年度の

後期高齢者医療制度の被保険者の皆様へ

　　　詳しくは…県後期高齢者医療広域連合☎522－3013　ホームページhttp://www.shigakouiki.jp/
　　　　　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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　市の入札・契約手続きにおける公正性の確保と透明
性の向上を図るため、法律や手続きの専門家、建設事
業の技術的な専門家による野洲市入札監視委員会を設
置しました。３月11日㈮に第１回会議を開催し、会議

の運営や現在の制度等が確認されました。
次回より具体的な審議が開始されます。
問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

　ビワコマイアミランドおよびマイアミ浜オートキャ
ンプ場は、市の第３セクター野洲市湖岸開発株式会社
が運営しています。
　琵琶湖岸に広がる白砂青松の素晴らしい景色と環境
を守りながら、市民と琵琶湖を結ぶ施設として、多く
の市民をはじめ県民、京阪神・中京圏域からバーべ
キューやオートキャンプに訪れる人々に好評をいただ

いています。
　湖岸の最高のロケーションを楽しみながら、家族の絆
とグループの親睦をより深めるスペースとして活用して
いただきますよう皆さんのご来場をお待ちしています。
申し込み・問い合わせ…
　　　マイアミ浜オートキャンプ場☎589－5725
　　　ビワコマイアミランド☎589－4254

入札・契約手続きがより公正に、より透明になります

マイアミ浜オートキャンプ場等の市民優待制度のお知らせ

国民年金のお知らせ

■平成28年度の国民年金保険料は、
　月額16,260円です
　日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料納
付案内書」により、金融機関・郵便局・コンビニエン
スストアの窓口で納付することになります。このほか、
インターネットによる電子納付や、納め忘れを防ぐた
めにも安心便利な口座振替やクレジットカードによる
納付をご利用ください。
■こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての
人が加入しなければなりません。届出は加入する時だけ
でなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。も
し、届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受

け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
◆20歳になったとき
　（※厚生年金や共済組合の加入者を除く）
◆会社などを退職したとき
　 （※扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の届
出も必要）
◆ 会社員や公務員の配偶者が、収入の増加や離婚で扶
養から外れたとき
◆ 会社員や公務員の人が65歳に達したとき、扶養して
いる配偶者（60歳未満）がいる場合（※配偶者の届
出が必要）
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

■野洲市湖岸開発株式会社　市民優待制度の内容 （適用：平成28年４月１日から）
オートキャンプ場 ビワコマイアミランド

対 象 者

家族 グループ 家族 グループまたは団体

市内居住の家族（１家族）
市内居住者が80％以上を占め
るグループ（１グループ）

市内居住の家族（一人単位）

① 市民グループ・団体（一人単位）
② 市内に活動拠点を置く社会
教育関係団体および社会福
祉関係団体

優 待 施 設
テントサイトまたはキャビンで
１家族に１サイト／1キャビン

テントサイトまたはキャビンで１
グループに１サイト／1キャビン

自由広場 自由広場

優待の対象 宿泊料金またはデイキャンプ料金 宿泊料金またはデイキャンプ料金 一人当たり利用料金
①一人当たり利用料金
② グループを構成する市民の
人数分

優待する日 通年の営業日（トップシーズン
を除く）

通年の営業日（トップシーズン
を除く）

通年の営業日（トップシー
ズンを除く）

通年の営業日（トップシーズ
ンを除く）

優待の金額 サイトまたはキャビン宿泊料
金、デイキャンプ料金の20％割引

サイトまたはキャビン宿泊料金、
デイキャンプ料金の20％割引 自由広場利用料金の20％ 自由広場利用料金の50％

備 考
① 事前に申請書・名簿を別途提出
② チェックイン時に申請内容が
証明できる免許証等を提示

① 事前に申請書・名簿を別途提出
② チェックイン時に申請内容が
証明できる免許証等を提示

① 事前に申請書を別途提出

※「野洲市民優待制度ご利用申込書」は、事務所窓口またはホームページからダウンロードしてください。

暮らしの情報
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【スポーツ教室】
教　室　名 対　象　者 定　員 時間 曜日 開始日 回数
親子水泳 知的障がいのある小学生とその親 15組 16：30～17：30 毎週土 ５/21～ ８

【文化教室】
教　室　名 対　象　者 定　員 時間 曜日 開始日 回数
茶　　道 障がいのある人（中学生以上） 10人 13：30～15：30 第２土 ５/14～ ８

フラワーアレンジメント 障がいのある人 15人 10：00～11：30 第３土 ５/21～ ８
書　　道 障がいのある人（中学生以上） 10人 10：00～12：00 第２水 ５/11～ ６

受講料…無料　※スポーツ教室はスポーツ安全保険料、文化教室は教材費が別途要
申し込み ・問い合わせ…４月２日㈯～24日㈰に所定の受講申込書・健康調査表に必要事項を記入の上、来所、

FAXまたは郵送で県立障害者福祉センター（草津市）☎564－7327、FAX564－7641、ホームページ
http://www.shiga-fukushi-center.com/　※受講申込書・健康調査表はホームページにも掲載。文化教室
は健康調査表の提出は不要。応募者多数の場合は抽選。

春季体育大会の各種目の出場チーム（個人）を次のとおり募集しています。
主催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会
申し込み・問い合わせ…野洲市体育協会事務局（社会教育関係団体事務室）
　　　　　　　　　　　☎589－3381　※受付は午前９時～午後４時（日曜日、祝日休み）

競技種目 開催日 開催場所 申込期限（午後４時まで）
ソフトテニス ４月17日㈰ 河川公園 ４月９日㈯
武術太極拳 ４月17日㈰ 総合体育館 ４月３日㈰
ペタンク ４月21日㈭ 市民グラウンド ４月５日㈫
ソフトバレー ４月24日㈰ 総合体育館 ４月９日㈯
テニスシングルス ５月１日㈰ 河川公園 ４月16日㈯
ゲートボール ５月17日㈫ 健康福祉センター ４月30日㈯

軟式野球 ５月８日㈰
５月15日㈰

河川公園
市民グラウンド ４月９日㈯

バレーボール（小学生） ５月21日㈯ 総合体育館 ４月９日㈯
バドミントン（一般・高校生） ５月22日㈰ 総合体育館 ５月６日㈮
サッカー ５月22日㈰ ビッグレイク ５月12日㈭
グラウンド・ゴルフ ６月２日㈭ 河川公園 ５月17日㈫～24日㈫
弓道 ６月４日㈯ 守山市民体育館 ５月25日㈬　当日可
バドミントン（中学生） ６月４日㈯ 総合体育館 ５月16日㈪
卓球 ６月５日㈰ 総合体育館 ５月21日㈯　正午
剣道 ６月11日㈯ 中主海洋センター ５月25日㈬
バスケットボール
（中学生・一般）

６月11日㈯
６月12日㈰ 総合体育館 ５月16日㈪

６月４日㈯
ソフトボール ６月12日㈰ 河川公園 ６月３日㈮

県立障害者福祉センター 平成28年度スポーツ教室・文化教室募集

平成28年度　野洲市春季体育大会

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣
づけることにより、交通事故防止の徹底を図り、安全
で快適な地域社会を築くため、４月６日㈬から15日㈮
までの10日間、春の全国交通安全運動が全国一斉に展
開されます。
◇運動の基本
　●子供と高齢者の交通事故防止
◇運動の重点
　●自転車の安全利用の推進
　● 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の徹底
　●飲酒運転の根絶
として推進していきます。
　また、４月10日㈰は「交通事故死ゼロを目指す日」
とされています。
　皆さんが一体となり、交通事故のない安全で安心し
て暮らせるまちを目指し、交通安全運動を推進しま
しょう。
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 春の全国交通安全運動の実施
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