
審 議 会 の 開 催

■男女共同参画審議会
日　時…７月13日㈭　午前10時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
議題（予定）…�第３次野洲市男女共同参画行動計画に

基づく平成28年度事業実績および平成
29年度事業計画について

■人権施策審議会
日　時…７月13日㈭　午後２時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
議題（予定）…�第３次野洲市人権施策実施計画に基づ

く平成28年度事業実績等について

※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
※いずれも個人情報が含まれる案件等については、非公開となる場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　毎年11月に市政功労者の表彰を行っています。
　これは、本市の自治、社会、経済、教育、文化その
他全般にわたり市政の振興発展に寄与いただいた人の
功績を表彰しようとするものです。
　本表彰では、各種委員や自治会長、消防団員として
永年尽力いただいた人など、市の基準に定める表彰の
ほか、さまざまなボランティア活動を永年続けていた
だいている人なども表彰することとしており、これら
に該当する人の推薦を募ります。
※�被表彰者は、推薦いただいた人の中から、表彰選考
委員会で審査し決定します。

推薦対象…�地域や団体等においておおむね10年以上ボ
ランティア活動等をされている人

推薦方法…自薦・他薦
　　　　　※�推薦書の提出が必要です。詳しくはお問

い合わせください。
推薦締切…７月20日㈭
問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

　野洲市明るい選挙推進協議会は、市における各種選
挙が公明適正に行われるための選挙推進運動を展開す
るとともに、一人でも多くの皆さんに選挙に参加して
いただくことを活動の目的としています。
　委員は、公募により選ばれた人をはじめ、市内各種
団体の代表や選挙管理委員補充員により構成されてお
り、有効かつ適切な啓発活動や県内で行われる研修会
への参加などを行っていただきます。

○平成29年度野洲市明るい選挙推進協議会委員
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問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局
　　　　　　（総務課内）
　　　　　　☎587－6038、FAX587－4033

市政功労被表彰者の
推薦を募っています

明るい未来のために
選挙への参加を！

≪お詫びと訂正≫
　６月号表紙の写真紹介に誤りがありましたのでお詫びし訂正します。
　（正） ５月 12 日蓮池の里多目的公園で・・・　（誤）７月 12 日蓮池の里多目的公園で・・・
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問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

日　時…平成30年１月８日（成人の日）　午前９時20分～午後０時30分（受付／午前９時20分～��式典／午前10時～）
場　所…野洲文化ホール
対　象…平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれの市内在住者または以前市内に在住していた新成人

平成30年はたちのつどい実行委員募集

　平成30年「成人式式典」と「はたちのつどい」を自主的に企画・運営する実行委員を
募集します。

対　象…�平成９年４月２日～平成11年４月１日生まれの市内在住者または18歳以上のは
たちのつどい実行委員経験者などで、成人式前日（平成30年１月７日㈰　午後
１時30分～５時）と成人式（１月８日㈷　午前８時～午後１時30分）に必ず出
席できる人

内　容…成人式式典後の第２部「はたちのつどい（レクリエーション）」の企画・運営
※10月から原則毎週木曜日午後７時30分～９時に会議を開催します。
　◇◆◇第１回実行委員会◇◆◇
　　　　日　時…10月５日㈭　午後７時30分～　　場　所…コミュニティセンターやす

市美術展覧会に出品いただく作品を募集します
日　　時…９月10日㈰～16日㈯
　　　　　午前10時～午後４時（11日㈪は除く）
場　　所…野洲文化小劇場
応募資格…�市内および近隣市町（近江八幡市・守

山市・栗東市・湖南市・竜王町）在住
または在勤・在学者

　　　　　※中学生以下は除く
応募作品…�各部とも１人２点以内（自己の創造で

制作した未発表のもの）�
作品規格…
　◇絵画…�日本画、洋画、水彩画、パステル画、

版画など50号以内でわく張りか額装、
日本画は軸装可

　◇彫刻…�高さ1.8m以内、自立して陳列可能かつ、
展示に著しく支障をきたさないもの

　◇工芸…�木工、金工、染色、陶芸などで高さ1.8m
以内、自立して陳列可能かつ、展示に
著しく支障をきたさないもの

　◇書　…�縦書き２m×１m以内、横書き２m×
0.7m以内で、わく張りか額装、軸装可

　◇写真…�四つ切り（A４）以上1.8m×１m以内で、
わく張りか額装（組写真は３枚以内）

※�各部ともガラス・アクリルなどのカバーやケー
スは禁止です。ただし、水彩画・パステル画・
版画等はアクリルカバーのみ、押し花はガラス
カバーのみ使用できます。
出品料…600円／１点
　　　　※高校生は300円（身分証明要）
※�作品の搬入（出品申し込み）は、次の日時に野
洲文化小劇場へ
　◦９月２日㈯　午後１時～６時
　　　　３日㈰　午前10時～午後４時
募集要項等…７月中旬頃配布予定
その他…�各部門における市展賞および教育長賞受

賞作品は、９月17日㈰～23日㈷の間、市
民活動支援センターギャラリー（野洲図
書館併設）に展示します。

　　　　　　　　　（９月18日㈷・19日㈫は除く）
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、
　　　　　　FAX587－3835

第１４回野洲市美術展覧会作品募集

平成30年成人式・はたちのつどい開催のお知らせ

暮らしの情報
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　　　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、ホームページhttp://www.shigakouiki.jp/

後期高齢者医療制度のお知らせ

医療制度が改正されました

　全ての人が安心して医療を受けられる社会を維
持するために、高齢者と若者の間での世代間の公
平が図られるよう、負担能力に応じたご負担を求
めるため次の２点が制度改正されました。

●４月から、後期高齢者医療保険料の軽減率が
　変わりました
　詳しい案内は、７月に医療保険料額決定通知に
同封して送付するチラシをご覧ください。

●８月から70歳以上の皆さんの高額療養費の
　上限額が変わります
　詳しい案内は、７月に被保険者証に同封して送
付するチラシをご覧ください。

８月１日から有効の

新しい被保険者証を７月にお送りします
　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で送付します。

●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　�更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入している人全員
の被保険者証が新しくなります。

●８月１日以降は、今お持ちの被保険者証は使えません
　８月１日からは新しい被保険者証をお使いください。

 　びわ色になります。 

平成29年度の保険料の額を７月にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の人に、平成29年度の１年間の保険料の額や、お支払い
の方法についての通知書を、７月に郵便で送付します。
●保険料の計算のもとになるのは
　平成29年度の保険料は、平成28年中の所得にもとづいて計算します。
●保険料の支払方法は
　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
　「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただきます。

「限度額適用・標準負担額

減額認定証」を更新します
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
　入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、
医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定
証」（以下、「限度額認定証」という。）を提示すると、
入院時食事代が減額され、医療機関の窓口でのお
支払いの上限が限度額までとなります。
●対象となる人は
　後期高齢者医療制度の被保険者の人で、平成29
年度の住民税が世帯全員非課税の人
（課税世帯の人は交付対象外です）
●手続き方法は
　７月31日まで有効の「限度額認定証」をお持ち
の人で、８月以降も該当する場合は、新しい被保
険者証に同封して送付します。
（申請手続きは不要です。）
●限度額認定証をお持ちでない人は
　被保険者証と印鑑（認印可）をご持参の上、市
保険年金課で申請してください。
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　平成28年10月１日からマイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、コンビニエンスストアで
「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」「所得証明書」などの証明書が取得できるようになりました。
　マイナンバーカードを取得し、便利でお得なコンビニ交付サービスをご利用ください。

○コンビニエンスストアでのご利用時間
　午前６時30分～午後11時（土曜・日曜日、祝日も取得可能です。）
　※12月29日～１月３日、保守点検日は除く
○	発行できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、所得証明書、課税・
非課税証明書
○手数料は1通につき200円～350円　※窓口より100円安くなります。

　なお、市民サービスセンターに設置しておりました「証明書自動交付機」の運用は６月30日㈮をもっ
て終了しました。７月１日以降は、市役所本館の「証明書自動交付機」をご利用ください。

○証明書自動交付機のご利用時間
　【月曜～金曜日】	午前８時30分～午後７時30分	　【土曜・日曜日、祝日】	午前８時30分～午後５時15分
　※12月29日～１月３日、保守点検日は除く

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
　　　　　　市民サービスセンター☎589－6430、FAX589－6438

各種証明書の取得はコンビニ交付のご利用を！

　現在ご使用の福祉医療費受給券等の有効期限は、７月31日（乳幼児は除く）となっています。
　８月１日から有効の新しい受給券の交付（更新）手続きが必要な人には、交付（更新）申請書等の案内通知を
７月中旬に郵送しますので、必要事項を記入し、早めに返送してください。交付（更新）申請書を受理し、書類
の確認ができた人から福祉医療費受給券を送付します。
　交付には一定の所得要件があり、毎年の所得により助成対象者は変わります。
　また、年度途中で65歳になられた④の助成対象者には、個人情報保護の観点から通知は行いません。
　すべての制度において対象になると思われる人は、保険年金課へお問い合わせください。
　なお、窓口での交付は大変混雑しますので、申請書を郵便にて返送していただきますようお願いします。

【対象となる人】
①障がいのある人
　◦身体障害者手帳が１級、２級、３級の人
　◦知的障がいの程度が重度（療育手帳Ａ）の人
　◦特別児童扶養手当支給対象児童で１級の人
　◦�精神障害者保健福祉手帳が１級、２級の人（自立支援医療受給者証
（精神通院医療）の交付を受けている人）

②母子・父子家庭で18歳未満の子どもを扶養している人およびその子ども
③�75歳未満の寡婦で、18歳未満の子どもを扶養していたことがあり、１年
以上ひとり暮らしで、今後も継続する人
④65歳～74歳の人
　�住民税の所得割が課せられていない世帯に属する人（別世帯でも同居の実態があれば、所得確認の対象とな
ります）

※所得制限（配偶者・扶養義務者を含む）などにより、対象とならない場合があります。
※�現在福祉医療費受給券等を持っている人で、交付（更新）申請書の案内通知または受給資格の喪失通知が７月
21日㈮までに送付されない場合はご連絡ください。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

福祉医療費受給券交付（更新）のお知らせ

暮らしの情報
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　骨粗しょう症は若い世代にも予備軍が増えています。昨年度の参加者の２人に１人は骨密度が低めでした。
　年をとって、骨が減り始めるまでにどれだけ骨量を増やすかが、将来の骨粗しょう症予防に大きく関わってき
ます。“骨の貯金”をしていきましょう！

日　時…７月21日㈮　午前９時30分～11時30分　（１人20分程度）
場　所…野洲市健康福祉センター１階（健診室育児サロンと同じ場所です。）
対　象…市内在住者（子育て世代の女性）　※できるだけ予約をお願いします。
参加費…無料

時　間 内　容
前
半

骨密度測定
（個人） 約５分 エコーで足（かかと）の骨状態をみます。

はだしで測定します。妊娠中でもＯＫ！
後
半

骨のおはなし
（小グループ） 約15分 「骨粗しょう症ってどんな病気？」「予防のための食生活は？」など皆さんに知っ

てもらいたいポイントを保健師、管理栄養士からお話します！
問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

『共
とも

に支
ささ

えあう地域づくり』
講演会のお知らせ

　市では、「地域に法律を届ける仕組みづくり
事業」として、地域にあるコミュニティーセン
ターを活用し、弁護士、司法書士による法律相
談を行います。法律等の専門相談が身近な場所
でできる機会です。ぜひご利用ください。

日　程…
開催日 場　所 時　間

７月19日㈬ コミセンやす

①午後１時30分
～２時15分

②午後２時20分
～３時５分

③午後３時10分
～３時55分

８月22日㈫ コミセンなかさと
10月12日㈭ コミセンぎおう
11月８日㈬ コミセンしのはら
12月５日㈫ コミセンみかみ
平成30年
１月15日㈪ コミセンきたの

２月７日㈬ コミセンひょうず
内　容…�相続、登記、不動産、借金、家庭問題、

契約トラブルなど
※�１人45分・弁護士相談３人、司法書士相談３
人まで
申し込み…７月３日㈪から受け付けします。
　　　　　※先着順
問い合わせ…市民生活相談課
　　　　　　☎587－6063、FAX586－3677

日　時…７月８日㈯　午前10時～11時30分
　　　　（受付／午前９時30分～）
場　所…中主防災コミュニティセンター２階研修室
　　　　（北部合同庁舎西隣）
対　象…市内在住・在勤者、先着80人
内　容…講演「熱中症予防と応急処置」／湖南広域消防局
　　　　東消防署員
参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

第１回 生涯楽習セミナー開催無料法律相談の
お知らせ

　誰もが住み慣れた地域で、その人らしく暮らせる地域づ
くりを『地域福祉』の視点から学びます。どなたでも、お
気軽にお越しください。

日　時…７月15日㈯　午後１時30分～３時
場　所…野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…�講演「共に支えあう地域づくり」／筒井のり子さ

ん（龍谷大学社会学部現代福祉学科教授）
※�手話通訳が必要な人は７月５日㈬までにご連絡ください。
※�当日、お車で来場される場合は、野洲市健康福祉センター
駐車場をご利用ください。
問い合わせ…地域包括支援センター
　　　　　　☎588－2337、FAX077－586－3668

子育て世代のママ・プレママの皆さんへ　骨密度が測れる！
～ 今からはじめる骨粗しょう症予防対策 ～
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