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申請はお済みですか？ 臨時福祉給付金
（経済対策分）
申請期限 ： 10月20日㈮
支給対象となる可能性のある人に、申請書・案内文・返信用封筒を同封して４月下旬および７月下旬に郵送し
ています。未申請の人は期限までに申請をお願いします。
対

象…次の①②に該当する人
①平成28年１月１日に野洲市に住民登録（住民票）がある人
②平成28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
※生活保護の被保護者および平成28年１月１日以降に死亡した人は対象になりません。
※期限までに申請書の提出がない場合は、給付金の支給ができませんので、ご注意ください。
※支給対象と思われる人で、申請書等が届いていない場合や申請書を紛失された場合は、市社会福祉課までお問
い合わせください。
※申請書の提出は、郵送もしくは市社会福祉課となります。
問い合わせ…厚生労働省給付金専用ダイヤル☎0570－037－192
市社会福祉課☎587－2392、FAX586－2177

戦没者等のご遺族の皆さんへ
請求はお済みですか？ 第十回特別弔慰金
対

象…戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年
４月１日（基準日）において、次の順番に
よる先順位のご遺族お一人
１．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没
者遺族等援護法による弔慰金の受給権
を取得した人
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有し
ていること等の要件を満たしているか
どうかにより、順番が入れ替わります。
４．上記１～３以外の戦没者等の三親等内
の親族（甥、姪等）で、戦没者等の死
亡当時まで引き続き１年以上の生計関
係を有していた人

児童手当
『10月期支払』
のお知らせ
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※請求する権利のある人が、平成27年４月１日（基準
日）以降に死亡されている場合は、死亡された人の
相続人から請求できます。
支給内容…額面25万円、５年償還の記名国債
請求期限…平成30年４月２日㈪
※請求期間を過ぎると受給することができ
ません。
請求・問い合わせ…社会福祉課
☎587－6024、FAX586－2177

10月期の定期支払は、10月13日㈮を予定しています。
※６月～９月分の手当が対象です。
※平 成28年中所得の修正申告をされた人は手当の支払金額が変わ
る場合がありますので、お申し出ください。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

平成30年度

こどもの家入所一斉申し込み

平成30年4月からこどもの家に入所を希望する人
は、申し込みが必要です。
なお、継続入所の人も申し込みが必要です。
受付期間…▽第１回／11月８日㈬～11日㈯
▽第２回／12月14日㈭～16日㈯
午前９時～午後６時30分
※11月11日、12月16日は午後５時まで
受付場所…市役所本館１階第１会議室
申し込み書類…10月５日㈭から各こどもの家、社会福
祉協議会、こども課、市民サービスセ
ンターに設置します。

※平成30年４月の入所は、左記の受付期間のみとなり
ます。
※入所案内説明会／10月14日㈯ 午前10時～コミュニ
ティセンターなかさと（簡易託児所有り）

◇◆◇こどもの家土曜保育スタートします◇◆◇
野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会から
の提言（平成29年６月）に基づき、保護者の多様な保
育ニーズに対応するために、平成30年４月から土曜保
育をスタートする予定です。
詳細は、「広報やす」11月号でお知らせします。

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176、社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

就学時健康診断のお知らせ
－来年度小学校に入学されるお子さまが対象です－

平成30年４月から小学校等に入学され
るお子さまを対象に就学時健康診断を実
施します。
会場は現在お住まいの小学校区となり
ますが、当日、都合の悪い人は、別の会
場で受けていただくこともできます。

（開場／午後１時50分） 健診内容…①内科健診 ②歯科健診 ③視力
受付時間
会 場
検査、聴力検査（園で受けて
午後２時～２時30分
篠原小学校
いないお子さまのみ）
午後２時～２時30分
三上小学校
持ち物…①就 学時健康診断票、心臓検診
午後２時～２時30分 コミセンぎおう
調査票
下表参照
中主小学校
※事 前 に 園 を 通 じ て お 渡 し、
下表参照
野洲小学校
または郵送しています。
午後２時～２時30分
北野小学校
②上ぐつ、下ぐつを入れる袋
※会 場が、コミセンぎおうの
場合は、どちらも不要、野
受付時間
中主小学校区
野洲小学校区
洲小学校は、下ぐつを入れ
午後２時～
中主幼稚園
野洲幼稚園
２時15分 （にじ組、つき組）
（あじさい組、すみれ組）
る袋のみ持参
野洲幼稚園（ゆり組）
その他…保護者同伴でお越しください。
ゆきはたこども園
駐 車場の関係上、コミセンぎお
午後２時25分～ 中主幼稚園（ほし組）
（幼稚園部）
２時40分 あやめ保育所
う、野洲小学校へのお車での来
さくらばさまこども園
場はご遠慮ください。
（幼稚園部）
問い合わせ…学校教育課
午後２時50分～ 上記に記載されていない 上記に記載されていない
☎587－6017、FAX587－3835
３時５分 幼稚園・こども園・保育園（所）幼稚園・こども園・保育園（所）
小学校区名
篠原小学校区
三上小学校区
祇王小学校区
中主小学校区
野洲小学校区
北野小学校区

期 日
10月12日㈭
10月12日㈭
10月26日㈭
11月２日㈭
11月16日㈭
11月30日㈭

障がい福祉サービス利用説明会のお知らせ
放課後等デイサービス？日中一時支援事業？ホリ
デーサービス事業？障がい福祉のサービスって難しく
てよくわからない…
どのようなサービスがあるのか、どうしたら使える
ようになるのか、まずは一緒に知るところから始めま
しょう！皆さんのご参加お待ちしています！
日
場
対

時…10月18日㈬ 午前10時～正午
所…コミュニティセンターやす２階研修室
象…障がい福祉サービスの利用を検討している児
童・生徒の保護者、先着50人
※事前申し込み要

内

容…①障がい福祉サービスの種類と使い方
（市職員説明）
②放課後等デイサービス、日中一時支援事業、
ホリデースクールの各事業について
（各事業所代表者説明）
③個別面談会
（各事業所担当者・相談支援事業者・市職員）
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…障がい者自立支援課
☎587－6087、FAX586－2177
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生活援助訪問サービス従事者
養成研修会を開催します

～ 野洲図書館開館15周年記念 ～

清水眞砂子講演会
のお知らせ
『ゲド戦記』の翻訳者であり、児童文
学評論の第一人者をお迎えします。若者
たちに、傷つくこと、怒ることを恐れず
に、もっと伸びやかに生きることをよび
かけた近著『大人になるっておもしろ
い？』は、はっとさせられ常識を揺さぶ
られる言葉に満ちています。大人がして
きたことが若者たちに何をもたらしてい
るのか。教師として彼らに接してきた経
験も交えてお話いただきます。
日

時…11月18日㈯
午後２時～３時30分
場 所…野洲図書館本館ホール
対 象…どなたでも、先着100人
内 容…講演「心がゆたかになるって ど
ういうこと？－本との出合いが
もたらすもの－」／清水眞砂子
さん（児童文学者、翻訳家、青
山学院女子短期大学名誉教授、
主な著作『子どもの本のまなざ
し』『そして、ねずみ女房は星
を見た』他）
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…野洲図書館
☎586－0218、FAX587－5976

介護保険の要支援者に必要な家事（掃除・洗濯・買物・調理な
ど）を提供する「生活援助訪問サービス」に従事する人の養成研
修を開催します。この研修を修了することにより、介護サービス
の基礎知識を習得でき、市内の「生活援助訪問サービス」を提供
する事業所で働くことができます。
また、地域での支援などで活動されているボランティアの人に
も参考となる内容ですので、ぜひご参加ください。
日
場
対

時…10月24日㈫・25日㈬ 午前９時～午後４時30分
所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
象…次の①～③のいずれかに該当する人、先着30人
①お おむね16歳以上の市内在住者で生活援助訪問サービ
スに従事を希望する人
②市 内で生活援助訪問サービスを実施、または実施を予
定している事業所に雇用されている、または雇用が予
定されている人
③市 内で地域での支援などの活動を行っている、または
今後活動を予定されている人
内 容…職 務の理解、介護におけるコミュニケーション技術、生
活支援技術、老化の理解、認知症の理解、介護における
尊厳の保持・介護の基本（２日間、全12時間）
参加費…無料
※申込書は、高齢福祉課に設置しています。
※詳細は、申込書および市ホームページをご覧ください。
申し込み・ 問い合わせ…10月18日㈬までに申込書に必要事項を記
入の上、持参、郵送またはファクスのいずれかで高齢福祉
課（〒520－2395 野洲市小篠原2100番地１）☎587－6074、
FAX586－2176

『男女共同参画社会』
の実現に向けて
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受するこ
とができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。（男女共同参画社会基本法第２条）
「男だから」「女だから」という固定化された意識や慣行にとらわれることなく、自分の意思によってさまざま
な活動に参加でき、男女がともに協力しあう男女共同参画社会の実現が今求められています。
性別にかかわらず、職場、学校、家庭、地域などの社会のあらゆる分野で、個性と能力を十分に発揮することで、
人生は何倍にも豊かになるのではないでしょうか。誰のものでもない、あなたの大切な人生のために、「あなたら
しさ」を見つける小さな一歩を踏み出してみませんか？
男女共同参画プランやす協働委員会（通称：参画やす）では、市の男女共同参画社会づくりの施策を行政と協
働で啓発、推進している団体です。平成19年に設立し今年で10年を迎え、その記念事業として講演会を開催します。
生活の中のさまざまな事例をひも解きながら、あなたとわたしの関係をもっと豊かにするヒントが得られる講
演会です。

～ 参画やす創立10周年事業 ～
日
場
内

男女共同参画フォーラムのお知らせ

時…11月18日㈯ 午後１時30分～４時
所…野洲文化小劇場
容…①参画やす10年のあゆみ
②講演「人と人とのもっといい関係
～なるほどと唸って、悩んで、笑って帰れます～」／
しん

す

ご

辛 淑玉さん（人材育成コンサルタント）
参加費…無料
※託児、手話通訳、要約筆記を希望される場合は、11月２日㈭までにご連絡ください。
問い合わせ…参画やす事務局（人権施策推進課内）☎587－6041、FAX518－1860
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平成29年度 高齢者定期予防接種のお知らせ
（１）高齢者インフルエンザ予防接種

問い合わせ
健康推進課
☎ 588－1788
FAX 586－3668

接種期間…10月１日～12月31日
対
象…①市内在住の満65歳以上の人
②60歳～65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制
限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障がいがある人 ※詳細は、主治医とご相談ください。
接種費用…1,500円 ※この期間以外の接種費用は実費負担。生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２
週間前までに健康推進課で手続きをすると無料（要印鑑）

（２）高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
接種期間…平成30年３月31日まで
対

※この期間に接種できなかった場合は、その後の接種は任意接種扱い
（全額自己負担）となります。
象…①市内在住で平成29年度に次の年齢になる人
年齢
65歳
70歳
75歳
80歳

対象生年月日
昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ
昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれ
昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれ
昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれ

年齢
85歳
90歳
95歳
100歳

対象生年月日
昭和 7 年4月2日～昭和 8 年4月1日生まれ
昭和 2 年4月2日～昭和 3 年4月1日生まれ
大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれ
大正 6 年4月2日～大正 7 年4月1日生まれ

②60歳から65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に
制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不
可能な程度の障がいがある人 ※詳細は、主治医とご相談ください。
接種回数…１回
接種費用…2,500円 ※生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２週間前までに健康推進課で手続きをす
ると無料（要印鑑）
持ち物…案内ハガキ、健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（75歳以上）
申し込み…実施医療機関（左表参照）に直接または電話で予約をしてください。
ご注意ください！
◆対象者には５月上旬に案内ハガキを個別通知しています。
◆対象年齢の人であっても、過去に成人用(高齢者用)肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある人は、定期接種の
対象外となり、公費助成の対象にはなりません。
◆高齢者の肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ワクチン）を５年以内に接種されたことのある人は、再接種すると注
射部位が痛くなる、赤くなる、硬くなる等の副反応が強く現れやすいと言われています。

認知症サポーター養成講座のお知らせ
認知症の知識や接し方について学んで頂けます。地域で認知症の人やその家族を温かく見守り、でき
る範囲で応援する認知症サポーターを養成する講座です。
皆さんのご参加をお待ちしています。
日 時…10月13日㈮ 午後１時30分～３時30分
場 所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
対 象…市内在住・在勤者
内 容…認知症を学ぼう、DVD鑑賞、講義など
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…10月６日㈮までに地域包括支援センター
☎588－2337、FAX 586－3668
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◎高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関（要予約）
●市内の医療機関
実施医療機関名

電話番号

所在地

伊藤整形外科
えとうクリニック
おおはし腎透析クリニック
おかもと耳鼻咽喉科クリニック
甲原医院
澤田医院
白井医院
すぎやま内科
髙田クリニック
田中医院
ちかもち内科医院
遠田整形外科
なかにし耳鼻咽喉科
野村内科医院
平田医院
藤井医院
ほりで医院
本田医院
南医院
もりおか小児科医院
森野内科胃腸科
野洲病院
山地内科
山田クリニック
吉川医院
吉田クリニック
緑王診療所

586－1085
575－8808
588－0084
518－0880
587－0070
588－5855
587－0125
586－1218
535－1528
589－2113
518－0511
518－0220
586－3341
587－0066
588－2111
586－5848
587－1601
588－3500
589－5061
586－4900
587－3636
587－1332
586－8708
518－0355
589－3901
588－5080
588－0572

大畑14－12
吉地1193番地１
永原1833－4
市三宅2339－4
小篠原2057番地1
冨波甲1087番地1
永原1833－１
小篠原1974番地１
行畑736番地
比江816番地
小篠原2208－１
市三宅2339－１
小篠原1033－１
小篠原2177番地
三上1937－14
市三宅2480番地
久野部１－15
近江富士２丁目５番２号
吉地1412番地
三上2112番地9
北野一丁目19番33号
小篠原1094番地
三上279番地1
市三宅2725番地
吉川928番地
市三宅2732番地
栄31－3

インフルエンザ
予防接種
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

肺炎球菌
予防接種
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●守山・草津・栗東市内実施医療機関
●上記以外の県内実施医療機関で接種を希望する人は健康推進課で事前申請が必要です。
ただし、近江八幡市、湖南市の一部の実施医療機関では事前申請なく受けられます。
詳細は、健康推進課までお問い合わせください。

子どもの健康づくり教室のお知らせ
●第２回／発達年齢にあった ほめかた・叱りかた

～３歳から就学前まで～
「これから園に入ったらうまくやっていけるのかな」
「この子はどんなふうに成長していくのかな」等思った
ことはありませんか？少しずつ自分でできることが増え
る３歳からの子どもたち。その成長を知って、これから
の育児の参考にしてみませんか。
●第３回／きょうだい関係の対応のコツ
「きょうだいができて赤ちゃん返りをして…」「上の
子にさみしい思いをさせてないかな…」「上の子、下の
子にもどのように対応してあげたらいいか」等悩んだ
ことはありませんか？また、これからきょうだいがほ
しいなと考えている人など、きょうだいができた子ど
もの気持ちや関わり方について、考えてみませんか。
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日

時…10月24日㈫（第２回）・31日㈫（第３回）
午前９時30分～正午
（受付／午前９時15分～）
場 所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対 象…乳幼児とその保護者、先着40組
内 容…講話・グループワーク
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
問い合わせ…健康推進課
☎588－1788、
FAX 586－3668

不法投棄は犯罪です！
不法投棄が行われると景観が損なわれるとともに、悪臭
や周辺の土壌・水の汚染などさまざまな自然環境に悪影響
を及ぼします。不法投棄した人には、「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」により５年以下の懲役または、1,000万円
以下の罰金が課せられます。
私たちができることは、自分の出したごみに責任を持ち、
マナーを守り、「私一人ぐらい捨てても」ではなく「私から
ごみをなくそう」という気持ちになって、ごみを捨てにく
い環境づくりを心掛けましょう。また、不法投棄をしてい
るところを見つけたら警察に通報してください。
土地・建物の所有者・管理者は、その場所を清潔に保つ
よう努めるとともに、もしごみが捨てられ、行為者が特定
できない場合は、自らの責
任で処理しなければなりま
せん。日頃から、簡単に人
が立ち入りできないように
囲いを設けるなど、土地の
管理には十分な心掛けをし
てください。

ペットボトルの
「ラベルはがし」
に
ご協力ください
市では、ペットボトルの排出の際、「ラベル
はそのままでも構いません。」とごみカレンダー
やごみ分別名人には、記載しています。
そのラベルは、リサイクル工場において、風
の力を利用してペットボトルとラベルを分離し
ていますが、近年のペットボトルの軽量化が進
み、分離が難しくなっています。
また、最近の飲料容器は、ラベルをはがしや
すい工夫がされており、なるべく、ペットボト
ルを排出する際には、ラベルをはがしていただ
くようご協力をお願いします。
なお、はがしたラベルとキャップは、燃える
ごみとして出してください。

不法投棄の早期発見には皆さんの協力が
欠かせません。皆さんの力で
美しく住みよいまちにしましょう！
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

防ごう！ノロウイルス ～冬は特にご注意を！～
食中毒は夏の暑い時期にしか起こらないと思っていませんか？実は秋から冬にかけて、もうひとつの食
中毒のピーク（11月～３月）があります。その原因のほとんどがノロウイルスです。非常に強い感染力で
「人から人」に感染し、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では重症化しやすくなります。正しい知識を身につけ
予防に努めましょう。

3つの予防ポイント

●「手洗い」をしっかりと！
 手洗いは感染症予防全般の基本です。特に食
事前、トイレの後、調理前後は、せっけんで30
秒以上かけて丁寧に洗いましょう。ウイルスを
はがしやすくする効果があります。
●「人からの感染」を防ぐ！
 家庭内や集団で生活している施設でノロウイ
ルスが発生した場合、感染した人の便やおう吐
物からの二次感染や、飛沫感染を予防する必要
があります。乳幼児や高齢者の下痢便やおう吐
物に大量のノロウイルスが含まれていることが
ありますので、おむつ等の取り扱いには十分注
意しましょう。
●「食品からの感染」を防ぐ！
 生ものを食べるのを避け、中心部までしっか

り加熱（85℃で１分以上）したものを食べましょ
う。調理器具や調理台は「消毒」し、いつも清
潔にしておきましょう。（85℃以上の熱湯で１分
以上の加熱消毒が有効）

ノロウイルスにかかってしまったら
ノロウイルスの潜伏期間は24～48時間です。
主な症状は吐き気、下痢、おう吐、腹痛、軽い
発熱です。乳幼児や高齢者など抵抗力が弱い人の
場合は脱水症状が起きることがあるので、直ちに
医療機関を受診しましょう。
自覚症状があるときは二次感染防止のために食
品を取り扱わないようにしましょう。
問い合わせ…健康推進課
☎588－1788、FAX586－3668
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暮らしの情報

「笠作踏切」閉鎖のお知らせ
行畑地先のJR琵琶湖線「笠作踏切」は、通行者の安全面から閉鎖することとなりました。閉鎖後は、下図にあ
ります①行畑こ道（市道市三宅妙光寺線）または②下ノ沢架道橋をご利用ください。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
踏切閉鎖日…10月20日㈮ 深夜
※閉鎖に伴う作業を同日午後11時～翌21日㈯午前６時に行います。
発 注 者…西日本旅客鉄道㈱近畿統括本部施設課
問い合わせ…市道路河川課☎587－6323、FAX586－2176
西日本旅客鉄道㈱近畿統括本部施設課☎06－7668－0051

バイパス工事に伴う通行止めのお知らせ
国道８号野洲栗東バイパスの工事により市道中畑大中小路線
の通行止めを行います。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
工事期間…10月２日㈪～平成30年３月31日㈯（予定）
規制内容…終日車両通行止
（歩行者および自転車は迂回路により通行可）
問い合わせ…国土交通省滋賀国道事務所草津監督官詰所
☎566－1962
市国県事業対策室☎587－6068、FAX586－2176

浄化槽をお使いの皆さんへ

新幹線

←京都

野洲
高校

米原→

通行止区間
市
道
三
上
市
三
宅
線

市道中畑大中小路線
妙光寺

三上
御上神社前

10 月1日は「浄化槽の日」です

浄化槽は、浄化槽法により法定検査・保守点検・清掃が義務付けられていますので適正な管理を行いましょう。
●法定検査
浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認
するため、保守点検や清掃とは別に年１回受検す
る必要があります。
●保守点検
機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを
行います。家庭用の浄化槽では、３～４カ月に１
回以上行ってください。
保守点検は、滋賀県の登録を受けた保守点検業
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者に依頼してください。
●清掃
浄化槽を使用していると、汚泥などがたまって
きます。清掃は、浄化槽内部にたまった汚泥など
を抜き取ります。年１回以上行ってください。
※浄化槽を廃止したときは、「浄化槽廃止届書」を
環境課まで必ず提出してください。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

１１月１日（水）は
｢野洲市教育の日｣です！

県下全域
10月1日～11月30日
ビワマスの採捕が
禁止されています！

市では、「愛と輝きのある教育のまち・野洲 ～一人
ひとりが大切にされ、おとなも子どもも学びあうひと
づくり・まちづくり～」を基本理念として、家庭、学
校、地域、企業、NPO・市民団体等が連携・協働し
ながら安心して学べる教育環境を創出し、未来を担う
頼もしい人づくりを柱に教育振興のまちづくりを進め
ています。
11月は、地域、市、学校、園が市民とともに教育に
ついて考え、行動することを促進する月間です。地域
においては、各コミュニティセンターを中心とした活
動が展開されるほか、市や学校・園についても地域の
人を対象にさまざまな事業を開催します。事業の詳細
は、市ホームページ等でも紹介しますので、ぜひご参
加ください。

違反により捕った魚の所持・販売も禁止され
ています。違反した場合は、滋賀県漁業調整規
則による罰則が適用されることがあります。

罰則：６月以下の懲役もしくは
10万円以下の罰金または
これの併科
違反行為を発見された場合は、滋賀県水産課
もしくは市農林水産課までご連絡ください。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
☎587－6053、FAX587－3835

連絡・問い合わせ…滋賀県水産課☎528－3872
市農林水産課☎587－6004、
  FAX587－3834

国民年金保険料は
納付期限までに
納めましょう
平成29年4月分から平成30年3月分までの国民
年金保険料は、月額16,490円です。保険料は、日
本年金機構から送られる納付書により、金融機
関・郵便局・コンビニで納めることができます。
また、クレジットカードによる納付やインター
ネット等を利用しての納付、そして便利でお得な
口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納期限ま
でに納めていただけない人に対して、電話、書面、
面談により早期に納めていただくよう案内を行っ
ております。未納のまま放置されると、納付を督
促する文書（督促状）を送付し、指定された期限
までに納付が無い場合は、延滞金を課すだけでは
なく、納付義務※のある人の財産を差し押さえる
ことがありますので、早めの納付をお願いします。
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合
は、納付が免除や猶予される制度がありますので、
ご相談するようお願いします。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する
義務を負う配偶者および世帯主になります。
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
市保険年金課☎587－6081、
FAX586－2177

成年後見制度に関する
相談会のお知らせ
成年後見制度の仕組みや手続の方法など、成年後見
制度についてなんでもご相談いただけます。ご相談は、
成年後見センターもだまの相談員がお受けしますが、
内容によっては専門機関におつなぎします。
（相談無料・予約不要・秘密厳守）
日

程…
開催日

場

11月８日㈬

野洲市健康福祉センター

12月14日㈭

栗東市役所

平成30年
１月９日㈫

所

守山市福祉保健センター
（すこやかセンター）

時
対

間…いずれも午後１時30分～４時
象…野洲・守山・草津・栗東市在住の本人とその
支援者（家族・施設職員・ケアマネ等）
※手話通訳が必要な人は事前にご連絡ください。
問い合わせ…特定非営利活動法人成年後見センター
もだま☎598－0246、FAX598－0888
2017.10
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