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乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診
「無料クーポン券」を利用して
健康管理に役立てよう！

市では、「がん検診推進事業」として、
乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診の取り
組みを強化し、受診率の向上をめざしてい
ます。
4月20日時点で米原市にお住まいの下記
の年齢の方に、検診費用が無料となるクー
ポン券、検診手帳などをお届けしています。
この機会に検診を受けて、健康管理に役立
てましょう。

検診の受診方法
受診には事前予約や申請が必要となりま
すのでご注意ください。6月から8月に実
施する市の集団検診で使用することも可能
です。詳しくは、無料クーポン券に同封さ
れている受診案内文をご確認ください。

既に検診を受けてしまった方は･･･
4月1日以降、無料クーポン券が届く前

に市の検診を受診して自己負担金を支払わ
れた方には、自己負担金を還付します。
（職場や医療機関で個人的に受診されたも
のについては対象外です）
手続きには無料クーポン券と領収書が必
要です。詳しくは、健康づくり課までお問
い合わせください。

米原市に転入された方は･･･
他市町村発行のクーポン券は使用できま
せん。米原市発行のものと交換する必要が
ありますので、受診前に健康づくり課まで
お問い合わせください。

無料クーポン券対象者

子宮頸がん 検診無料クーポン対象者

乳がん・大腸がん 検診無料クーポン対象者

■ 市健康づくり課(山東庁舎)  1 55－8105 5 55－2406

■ 市健康づくり課(山東庁舎)  1 55－8105 5 55－2406

※基本健康診査とは、特定健康診査、後期高齢者健康診査、39歳以下健診のことです。
※がん検診・骨粗鬆症検診は予約が必要です。詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

基本健康診査およびがん検診等日程（7月）
６月～８月にかけて、総合健診を実施します。5月末頃
にお届けした受診券等が入った封筒の内容を確認のう
え、忘れずに受診してください。
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高溝・高溝東・長沢・舟崎・サンヴィレッジ高溝
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基本健康診査のみ
受診する場合の対象地域受付時間会場実施日

サンライズ近江・近江グリーンタウン・近江母の郷ニュータウン・
レイクサイド宇賀野・近江ニュータウン重町

年齢
20歳
25歳
30歳
35歳
40歳

生年月日
平成 3(1991)年4月2日～平成 4(1992)年4月1日
昭和61(1986)年4月2日～昭和62(1987)年4月1日
昭和56(1981)年4月2日～昭和57(1982)年4月1日
昭和51(1976)年4月2日～昭和52(1977)年4月1日
昭和46(1971)年4月2日～昭和47(1972)年4月1日

年齢
40歳
45歳
50歳
55歳
60歳

生年月日
昭和46(1971)年4月2日～昭和47(1972)年4月1日
昭和41(1966)年4月2日～昭和42(1967)年4月1日
昭和36(1961)年4月2日～昭和37(1962)年4月1日
昭和31(1956)年4月2日～昭和32(1957)年4月1日
昭和26(1951)年4月2日～昭和27(1952)年4月1日

＊子宮頸がん・乳がん検診の対象は女性のみ
＊クーポン券は、5月下旬に発送しています。対象年齢に該当するにも関わ
らず、クーポン券が届いていない場合は健康づくり課までご連絡くださ
い。

近江公民館

近江
保健センター

7月

今年度から男性も利用できる
「大腸がん検診」も加わりました！
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更新の手続きが必要です!!
福祉医療(乳幼児以外)の
更新申請

現在お持ちの福祉医療費受給券（乳幼児以外）等は、8月1日か
ら新しい受給券になります。8月1日以降も引き続き医療費助成を
受けるためには、更新の手続きが必要です。

●更新手続きに必要な書類は、6月下旬に郵送します。申請いただ
いた後に所得審査等を行い、7月下旬に受給券を郵送します。

●更新申請書の提出がない場合、新しい受給券を受け取ることが
できませんので、ご注意ください。

●市の医療費助成制度については、次のとおりです。

■ 市保険課（近江庁舎)  1 52－6922 5 52－8730

国民健康保険
米原診療所からのお知らせ
米原診療所では、4月から公益社団法人地域医療

振興協会から医師の派遣を受けて、診察を行ってい
ます。
派遣医師は、地域包括ケアセンター(春照)の副所
長 中村泰之先生です。水曜日と木曜日の午前中は
同協会の白崎信

しらさ き し ん

二
じ

先生です。
また、訪問診療の充実やリ

ハビリ機能の整備を図るた
め、今年度に診療所の改修を
予定しています。家庭や地域
で安心して療養できる体制づ
くりを進めていきますので、
よろしくお願いします。

診察時間など

診療科目 内科・外科・小児科
消化器内科・リハビリテーション科

おしらせ 6月22日(金)は、医師が出張のため休診です。

１更新申請が必要な制度

２更新申請が必要ない制度

(写真)中村泰之
なかむらやすゆき

先生 ■ 米原市国民健康保険米原診療所(三吉581)  1 54－5311

診 察
受付時間 月 火 水 木 金 土

(第2･4)

中村
医師

中村
医師

白崎
医師

白崎
医師

中村
医師

中村
医師

往診等 往診等 白崎
医師 往診等 往診等 休診

日曜日、祝日、年末年始、第1･3･5土曜日
第2･第4木曜日午後、第2･4土曜日午後

8時30分～
11時30分

14時～
16時30分

休 診 日

項 目
乳幼児
小中学生入院医療費助成

対 象 と な る 方
0歳から小学校入学前までの方
市内に住所を有する小中学生の方（受給券の交付はしていません）

項 目

重度心身障がい者（児）

低所得老人
母子家庭
父子家庭

ひとり暮らし寡婦

ひとり暮らし高齢寡婦
重度精神障がい者（児）
重度心身障がい老人
重度精神障がい老人

心身障がい者医療費助成

精神障がい者入院医療費助成

対 象 と な る 方

市民税非課税世帯に属する65～69歳の方
配偶者のない女子が、18歳未満の児童を現に扶養しているときの母と児童
配偶者のない男子が、18歳未満の児童を現に扶養しているときの父と児童

65～69歳の方であって、ひとり暮らし寡婦に該当する方
精神障害者保健福祉手帳1・2級で、自立支援医療(精神通院医療)の受給者の方
後期高齢者医療保険加入者であって、重度心身障がい者に該当する方
後期高齢者医療保険加入者であって、重度精神障がい者に該当する方

・身体障害者手帳1・2級の方
・知的障がいが重度の方
・身体障害者手帳3級の方で知的障がいが中度の方
・特別児童扶養手当対象児童で障がいの程度が1級の方

配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母で、一人暮らしの状態が1年
以上継続し、今後もその状態が継続する65歳未満の方

身体障害者手帳３級、または知的障がい中度・軽度
の70歳未満の方(後期高齢者医療保険加入者を除く)

精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当の方で精神科
に入院加療中の方

米原市に居住してから
1年を経過している方

※助成対象者本人、配偶者および扶養義務者に所得制限があります。
※米原市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの所得・課税証明書が必要です。
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交通事故で父親や母親を亡くした
児童のために、篤志家からの寄付に
よる奨学激励金を支給しています。
該当すると思われる場合は、担当

までお問い合わせください。
●進級激励金(年5,000円/人)
交通遺児が進級するときに支給
●入学祝金(年10,000円/人)
交通遺児が小学校・中学校または
これに準ずるものに就学・入所す
るときに支給

●卒業祝金(年15,000円/人)
交通遺児が中学校またはこれに準
ずるものから卒業するときに支給

■ 市こども元気局(山東庁舎)
1 55－8104 5 55－4040 

いじめ・不登校・虐待など子ども
の人権について、人権擁護委員と法
務局の職員が電話相談に応じます。
秘密は厳守しますので、お気軽に

ご相談ください。
相談電話▼
フリーダイヤル 0120-007-110
相談期間▼
6月25日(月)～7月1日(日)
8時30分～19時(土・日は10時～17時)
＊上記期間以外でも、平日(8時30分～
17時15分)は相談に応じています。

■ 大津地方法務局人権擁護課
1 077－522－4673

市政に対する評価とまちづくりに
対するニーズなどを統計的に把握し、
今後の市政運営の基礎資料とするた
め、市民意識調査を実施します。ご
自宅に調査票が届いた方は、ご協力
をお願いします。
実施時期▼
6月下旬～7月(調査票配布・回収）
8月～10月(集計・分析など）
調査対象s市内在住の18歳以上の方
から無作為抽出した3,000人

＊無作為抽出のため、同じ世帯で複
数の方に調査票が届く場合があり
ます。

調査方法s郵送による配布・回収
■ 市政策調整課(米原庁舎）

1 52－6626 5 52－5195

福祉の職場で就職を希望されてい
る方を対象に就職フェアを開催しま
す。約90の事業所が集まるため、求
人情報を一気に集めるチャンスです。
事前申し込み不要で、参加費も無

料です。ぜひご来場ください。
日時s6月27日(水)
・福祉の職場就職セミナー

11時30分～
・福祉の職場説明会 13時～
会場s大津プリンスホテル
■ 滋賀県社会福祉協議会

1 077－567－3925

第7回米原市芸術展覧会

作品募集
おしらせ 「米原市民意識調査」に

ご協力ください！

おしらせ 福祉の職場
総合就職フェア

おしらせ 交通遺児のための
「奨学激励金」制度

おしらせ 「子どもの人権110番」
強化週間

●募集部門と概要
美術部門(絵画、彫刻・工芸、書、写真)
・作品受付 9月29日(土)

10時～19時30分
・テ ー マ 自由
・資 格 高校生以上
音楽部門(作詞作曲)
・作品受付 9月2日(日)

19時締切
・テ ー マ 「ふるさと」や「子ども」
・資 格 小学生以上
●出品料
1点500円（小中学生は不要）
●その他
＊出品規格などの詳細は、市役所各
庁舎・各公民館・ルッチプラザに
配置した申込書をご確認ください。

＊作品は未発表のものに限ります。
＊美術部門「写真」「絵画」は、公開
審査を行います。
公開審査 9月30日(日)
写真部門 10時～
絵画部門 13時30分～
●作品の提出先・お問い合わせ
市教委生涯学習課(ルッチプラザ)
1 55－8106 5 55－4556

第7回 米原市芸術展覧会
会期 10月13日(土)～21日(日)
会場 ルッチプラザ

音楽部門最終発表会および表彰式
日時 12月2日(日)
会場 ルッチプラザ

7月1日からスタート！
緊急速報「エリアメール」
「緊急速報メール」
緊急速報「エリアメール(NTTドコモ)」、「緊急速
報メール(ソフトバンク・au)」は、気象庁が配信
する緊急地震速報や国や地方公共団体が配信する
災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに携
帯端末で受信することができる無料サービスです。
7月1日から、米原市から配信する災害情報や避

難に関する緊急速報を受信していただけるように
なりました。
■ 市防災危機管理局(近江庁舎)

1 52－6630 5 52－6930

●配信情報
避難準備情報・避難勧告・避難指示
警戒区域情報・土砂災害警戒情報 など
●特徴
・事前の申込みは不要で、受信料も無料です。
・配信エリアは米原市内全域で、旅行や仕事などで一時的に滞
在されている方も受信できます。(米原市民の方が、市外にお
られるときは受信できません）
●受信できない場合
・サービスに対応していない機種の場合
・電波受信状態が悪い場合や受信圏外の場合 など
●設定方法など
・機種によっては、受信設定が必要です。受信可能機種である
かどうかの確認や、機種ごとの「受信設定」方法など、詳し
くは各携帯電話会社にお問い合わせください。

米原市内の交通事故（平成24年5月31日現在）※カッコ内は前年比
件数 70件（ ＋5件 )、死者 1人（ －8人 ）、傷者 104人（ －2人 ）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道



平成25年4月1日から採用予定の市
役所職員を次のとおり募集します。
申込方法等については、総務課まで
お問い合わせください。
職種と採用予定人数▼
一般行政職(上級) 8人程度
保健師 1人程度
試験日程s第1次試験7月22日（日）
受付期限s6月25日(月)
受験資格▼

■ 市総務課(米原庁舎)
1 52－1552 5 52－4447

次のとおり税務職員を募集します。
詳細はお問い合わせください。
受験資格s高卒見込みの人、高卒後3
年を経過していない人

申込方法s原則インターネット申込み
申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
受付期間s6月26日(火)～7月5日(木)
試験日程s第一次試験 9月9日(日)
■ 長浜税務署総務課 1 62－6144

高齢者のみなさん、身近な仲間と
「シルバー無事故運動」に挑戦してみ
ませんか。運動期間中は、自動車・
バイク・自転車などの見やすい場所
に参加ステッカーを貼りつけ、チー
ム全員で無事故の達成を目指します。
（抽選で特別賞を贈呈）
対象s県内在住の5人1組のチーム＊5
人の内3人以上は65歳以上で構成

募集締切s6月29日(金)
運動期間s7月1日(日)～10月31日(水)
参加申込s防災危機管理局または各
自治振興課にて

■ 市防災危機管理局(近江庁舎)
1 52－6630 5 52－6930

滋賀県スポーツ少年団創設50周年
記念事業「50周年記念誌」発刊にか
かる協賛金と広告主を募集します。
【協賛金】1口1,000円＊何口でも可
企業名等を掲載します。

【広告料】1頁10,000円(米原市割当
分)で、応募者数により分割します。

申込方法s7月13日(金)までに下記で
申し込み

記念誌の概要s印刷部数1,000部(A4
判200頁)で、式典参加者や県下各
市町スポーツ少年団・関係団体な
どに配布

■ 市教委スポーツ振興室(ルッチプラザ)
1 55－8020 5 55－4556

すべての人が住み慣れた地域や家
庭で自立し、心豊かな生活を送るこ
とができるまちをめざし、ともに支
え合う地域福祉を推進するための
「米原市地域福祉計画」を策定します。
この計画策定に参画いただける市

民委員を募集します。
募集人員s2人
任期s委嘱の日から平成26年3月末日
まで(おおむね2年)

応募資格s年齢が満20歳以上(6月1日
現在)で、市内在住・在勤の方

＊市の議会議員、付属機関等の委員
および市職員を除く。

＊市の他の審議会等の委員に3つ以上
委嘱されている方は除く。

応募締切s7月6日(金)
応募方法s所定の用紙に必要事項を記入の
上、持参・郵送・ファックス・メールのい
ずれかで。応募用紙は、福祉支援局、各庁
舎自治振興課、市公式ウェブサイトで配布。

■ 市福祉支援局(山東庁舎)
1 55－8110 5 55－8130

日時s7月14日(土) 13時～16時
会場sルッチプラザ1階 調理室
定員s先着15名(老若男女問わず)
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、三角巾、タオル
締切s7月10日(火）
■ 交流会事務局 1 55－0624(茶木)
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～見て、聞いて、つくろう！ 元気なまいばら～

絆が息吹く まちづくり広場の開催
市内のまちづくり団体が集う元気な交流会です。さまざまな団体の活動紹
介や物品販売のほか、こどもたちによる音楽の演奏や伝統的な米原しゃぎり
の発表なども行います。
出会いは創造の源！まちづくり活動を実践されている方や地域づくりに関
心のある方は、ぜひご参加ください。

●日時 7月1日(日)13時～16時
●会場 伊吹薬草の里文化センター

今月の表紙
城攻めの敵を弓矢で討つぞ！

5月27日、上平寺で開催されたイ
ベント「雪室祭り2012」の中で、
参加した約40人のこどもたちが弓矢
を使った戦(いくさ)を体験。弓矢の
打ち方や布陣についての講義も熱心
に聞いていました。
また、この日は当時の食事も楽し

み、戦国時
代に思いを
はせた１日
となりまし
た。

募集 アクティブシニア交流会
シナモンレーズンパンづくり

募集 米原市地域福祉計画
策定委員会委員

募集 あわない・起こさない
シルバー無事故運動

募集 県スポ少50周年記念誌
協賛金･広告主募集

米原市内の犯罪発生状況（平成24年5月31日現在）※カッコ内は前年比
総数 111件（ ＋24件 )、侵入罪 10件（ ＋1件 )、乗物盗 26件（ ＋14件 )
非侵入盗 51件（ ＋11件 )、その他の刑法犯 24件（ ＋1件 )

自転車盗が増加。

施錠を忘れずにね！

募集 米原市
正規職員採用試験

募集 平成24年度国家公務員
税務職員採用試験

■ 市政策調整課(米原庁舎)  1 52－6626
市 米原市民自治センター自治振興課 1 52-6623

昭和57年4月2日から平
成3年4月1日までに生ま
れた人

昭和57年4月2日以降に
生まれた人で、保健師免
許を有する人（平成25年
3月31日までに取得見込
みの人を含む）

一般行政職

保 健 師

FM滋賀eラジオでおなじみの
ケイミーさんが

会場を盛り上げます！


