
人間ドック・組合せドックの費用助成
　必ず、ドックを受ける前に手続き
してください。
助成額
　①�人間ドック検診�

費用の 2分の 1（限度額20,000円）
　②�組合せドック�
（人間ドック＋脳ドック）検診�
費用の 2分の 1（限度額30,000円）

受診期限　来年 2月29日㈯
対 �40歳以上（今年度中に40歳になる
人を含む）の国民健康保険加入者
（受診日当日に資格あり）で、国民
健康保険税を滞納していない人

他 �・��1 人につき、年度 1回（①か②）
で、検診結果の提出が必要

　・��②の医療機関は条件あり。予
約前にお問い合わせください

　・��今年度に実施する特定健康診
査との併用不可

申 �11月29日㈮までに、国民健康保険
被保険者証・特定健康診査受診
券・印鑑（認印可）を持って、直接

申・問 �保険年金課（ 1階 )
　☎561-2366、561-2480

在宅腹膜透析実施者に�
市指定ごみ袋を配布
　使用済み透析用バッグなどの処理の負
担を軽減するため、市指定ごみ袋を配布
します。詳しくは、お問い合わせください。
対 �市内在住で、在宅で腹膜透析をし
ている人

申 �申請書を書き、必要書類を添えて、
直接か郵送で

申・問 障害福祉課（ 1階）
　☎561-2363、561-2480

マイナンバーカードの申請は
簡単にできます
　マイナンバーカードがあると、顔
写真付きの本人確認書類として利用
できるほか、全国のコンビニエンス
ストアなどで、住民票等各種証明書が
取得できます。また今後は、健康保
険証としての利用やマイナポイント
での活用なども予定されています。
　マイナンバーカードは、郵便・パソ
コン・スマホ・まちなかの証明写真機
から申請することができます。デジ
カメやスマホで撮った写真を使うこ
ともできます（顔写真は、直近6カ月
以内に撮影した正面、無帽、無背景の
ものに限る）。
　通知カードについている申請書が
無い場合は、市ホームページからダ
ウンロードするか、公的機関が発行
した本人確認書類（顔写真つき1点か、
顔写真なし2点）を持って、市役所の
窓口までお越しください。
問 �マイナンバー総合フリーダイヤル
　☎0120-95-0178
　市民課（ 1階）�
　☎561-2344、561-2492

10月 1 日より、�
医療用等ウィッグなどの�
購入費用助成を始めます
　10月 1日以降に購入する、がん治療
に伴う外見の変化を補うための医療
用等ウィッグ、帽子の購入費用の2分
の1の額（上限1万円）を助成します。
1回限りの助成となります。詳しくは、
お問い合わせください。
問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2482

国民年金の受給資格期間が�
不足している場合
国民年金の任意加入
　60歳までに、老齢基礎年金の受給
資格期間が満たない場合や、納付期
間が少ないために老齢基礎年金を満
額受給できない場合、任意加入の申
し出により、保険料が納付できます。
対 �60～65歳の人
他 �・��昭和40年 4 月 1 日以前に生まれた

人で、70歳まで納付すれば受給資
格を満たす場合に限り、65歳を過
ぎても特例で任意加入ができます

　・��海外に住所のある日本国籍の
人も任意加入できます

　・��公的年金（厚生年金・共済組合）の
加入期間中は任意加入できません

　・��保険料は、原則、口座振替で
の納付です

申 �金融機関の通帳と届出印を持って、直接
申・問 �保険年金課（ 1階 )
　☎561-2367、561-2480
　日本年金機構�草津年金事務所��
　国民年金課（西渋川一）�
　☎567-2220、562-9638

プレミアム付商品券の販売を開始します
　対象者で引換券を持っている人は、商品券を購入できます。
�購入期間　10月 1 日㈫～来年 2月16日㈰� �
使用期間　10月 1 日㈫～来年 3月 1日㈰�

所 �商品券販売場所�
草津市内の郵便局（12カ所）・日本旅行草津支店・イオンスタイル草津（イ
オンモール草津内 1 Fイオン総合サービスコーナー）

　 �使用できる店舗（取扱店舗）　購入引換券と同封のチラシ、市ホームページに記載
対 �①��住民税非課税の人【申請が必要】
　②���平成28年 4 月 2 日から令和元年 9月30日までに�

生まれた子どもがいる世帯の世帯主【申請不要】
他 �制度の詳細は、市ホームページをご覧ください。
問 �プレミアム付商品券事業推進室（ 2階） ☎561-6971、561-2482

10月は「都市緑化月間」�
～みんなでつくろう緑ゆたかなまち～
　市では、ガーデンシティを推進し
ています。市民の皆さんと共に、ガー
デニングを中心とした緑のまちづく
りを進めていきます。
緑波祭　ステージ発表や模擬店など
�10月 5 日㈯ 10：00～15：00 

所 �ロクハ公園（追分七）
問 �公園緑地課（ 5階）�

☎561-2393、561-2487

高齢者の交通事故防止
　高齢者が被害に遭う事故は、歩行中
や自転車乗用中に多く発生しています。
道路の横断には横断歩道を利用し、
しっかりと安全確認を行いましょう。
　また、自動車を運転するときも、時
間に余裕をもって出発し、安全運転を
心がけましょう。
問 �交通政策課（ 5階）
　☎561-2343、561-2487

Let’sコグニサイズ！
　頭の運動（コグニション）と体の運
動（エクササイズ）を組み合わせたコ
グニサイズを、認知機能の維持・向
上に向けて取り組みませんか？
�①10月23日～来年 1月22日の�
　水曜日�
②10月25日～来年 2月 7日の�
　金曜日�
各14：00～15：30〔全12回〕�
詳しくは、お問い合わせください。

所 �①長寿の郷ロクハ荘（追分七）� �
②なごみの郷（志那町）�

対 �市内に在住か通勤・通学してい
る65歳以上の人

定 �各20人〔先着順〕
他 �12回のうち 1 回は昼食交流会を
行うため、実費が必要

申 �10月 2 日㈬～16日㈬
問 �長寿いきがい課（ 1階）
　☎561-2362、561-2480

乾電池の廃棄にご注意ください
　市内で、乾電池回収ボックスの発
火事故が発生しています。正しい分
別をし、乾電池以外の異物は入れな
いようにお願いします。リチウムイ
オン電池やボタン型電池の廃棄は販
売店などにご相談ください。
問 �資源循環推進課�
（馬場町、クリーンセンター内）�

☎562-6361、566-1694

10月から介護報酬が改定されます
　消費税率の引き上げへの対応、介
護職員の更なる処遇改善の実施を目
的として、10月から介護報酬が改定
されます。それに伴って、在宅サー
ビスの利用量の保険給付上の上限で
ある区分支給限度基準額が引き上げ
られます。
区分支給限度基準額（単位）

変更前 変更後
事業対象者 5,003� 5,032�
要支援 1 5,003� 5,032�
要支援 2 10,473� 10,531�
要介護 1 16,692� 16,765�
要介護 2 19,616� 19,705�
要介護 3 26,931� 27,048�
要介護 4 30,806� 30,938�
要介護 5 36,065� 36,217�

　介護保険被保険者証は、今回の
区分支給限度基準額の変更による再
交付はしません。次回交付されるま
で、変更後の数字に読み替えて利用
できます。
問 �介護保険課（ 1階)
　☎561-2369、561-2480

手作り市民農園入園者
利用期間　契約締結日～来年 8月� �
所 �笠縫東小学校東側（平井三）
対 �市内在住の人
定 �5 区画程度 ※ 1区画約30㎡
¥ �年5,000円を月割りして算出
他 一部水はけの悪い区画があります
申 �随時（区画が埋まり次第終了）
申・問 �市農業振興協議会事務局
　（ 4階、農林水産課内）�
　☎561‐2347、561‐2486

募集

忘れずに納めましょう
市・県民税（ 3 期）

国民健康保険税（ 5 期）

納期限（口座振替日）  10月31日㈭
・納付には口座振替が便利です
・コンビニ※や金融機関でも納付できます 
　※一部の税、納付書を除く
・納期限を過ぎると延滞金が発生します

納付書を紛失したときはご連絡ください。
再発行します。

問 納税課（ 1 階）
☎561-2311、561-2479

声の広報
「広報くさつ」の内容を、
草津市広報課の担当者
や、えふえむ草津のパー
ソナリティなどが読み上
げます。
● 第１金曜日
12：00～13：00
（再放送）翌日19：00～、 
　　　  深夜 2：00～

市内で行われた各種イベントなどを紹介します。
You Tube「くさつチャンネル」でも配信中！

● びわ湖放送（BBC）第2・4金曜日18：45~18：50

えふえむ草津
（FM78.5MHｚ）

草津宿本陣の近くにあ
る、くさつ夢本陣のスタ
ジオから地域の情報を
発信しています。

大学生やご当地アイドル、
危機管理課の担当者との
コラボによる防災番組。
● 第 2 、4 火曜日
19：00～19：30
（再放送）
同日深夜 1：00～、 　
第 2 、4日曜日13：00～

Happy BOUSAi
ハッピー ボウサイ市
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テレビ 草津スケッチ

宝くじ助成でまちづくり
　（一財）自治総合センターの宝く
じコミュニティ助成事業を活用し、
志那中町町内会がエアコンや椅子
などの備品を整備しました。人と
人とのつながりやコミュニティ活
動のさらなる活性化が期待されます。
問 �まちづくり協働課（ 2階)� �
☎561-2324、561-2482
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