
日　時…８月18日㈮　午前９時45分～11時
　　　　（受付／午前９時30分～）
場　所…コミュニティセンターきたの２階研修室
対　象…市内小学４年生～中学３年生
出題等…�「まなび野洲検定」ジュニア版－修正版－テ

キストの中から、中学生は50問、小学生は表
現をやさしくした問題30問を30分間で解きま
す。（テキストは受験者全員に渡します。）

検定区分…�中学１級、２級、３級および小学１級、２

級、３級とし、それぞれ「おおむね90％正
解」で１級、「75％」で２級、「60％」で３
級を合格とします。

受検料…100円　※当日徴収
申し込み…�７月５日㈬午後５時までに申込書を各学校

へ提出してください。
※申込書は、各学校で担任の先生からもらってください。
問い合わせ…教育研究所☎587－6028、FAX587－3835

　平成28年度下半期に発注した建設工事お
よび建設関連業務委託を審議対象に、野洲
市入札監視委員会が５月19日に開催されま
した。発注一覧による全体比較や指定案件
の具体的な審議を通じて、市の入札・契約
手続きは適切に処理されていると判断され
ました。
　今後も公平性、透明性、競争性のある事
務手続を実施します。

問い合わせ…総務課
　　　　　　☎587－6038、FAX87－4033

第８回「まなび野洲検定2017」のお知らせ

平成28年度個人情報保護制度と情報公開制度の運用状況

　市では、個人情報を適正に取り扱うための個人情報保護制度と適正かつ公正で開かれた市政の実現をするため
の情報公開制度を設けています。

●情報公開制度運用状況
　情報公開制度は、市が保有する公文書
等情報を市民の皆さんの請求に応じて公
開する制度です。

　公文書の公開請求件数…………54件　
　　（内訳）　公開件数……………21件　
　　　　　　一部公開件数………22件　
　　　　　　非公開件数…………11件　
　※審査請求件数………………… １件　

●個人情報保護制度運用状況
　個人情報保護制度は、市が保有する市民の皆さんの個人に関す
る情報を保護しようとする制度です。自分に関する情報を知りた
い時は、開示の請求をすることができます。
　また、市が保有する情報に事実の誤りがある時は、訂正または
削除の請求をすることができます。

　個人情報の開示、訂正等請求件数…………… 22件　　　　　　
　　（内訳）　開示件数…………………………… 11件　　　　　　
　　　　　　部分開示件数……………………… ９件　　　　　　
　　　　　　不開示件数………………………… ２件　　　　　　
　　　　　　訂正等請求件数…………………… ０件　　　　　　
　※審査請求件数………………………………… １件　　　　　　

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

継続して適切な入札・
契約事務手続きを進めます

農地基本台帳
（８・１台帳）の申告を！

　８月１日を基準日として、農地基本台帳の申告をお願いしま
す。
　なお、７月下旬に郵送または農
業組合長を通じて配布します。
　また、農地基本台帳は、農業者
の実態を調査するとともに、軽油
の免税の証明（耕作証明）など、
さまざまな証明等の根拠になりま
すので、内容をご確認の上、提出をお願いします。

問い合わせ…農業委員会事務局☎587－6007、FAX587－3834

　小・中学生が郷土の歴史や文化に興味をもち、市の自然環境や身近な歴史文化遺産などに愛着と関心を深める
よう夏季休業期間を利用して「まなび野洲検定」を実施しています。

暮らしの情報
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７月は “社会を明るくする運動”
強調月間・再犯防止啓発月間です

■“社会を明るくする運動”とは？
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で67回目を迎えます。

■地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ
　立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部の人たちだけでなく、地域のすべての人たちが
それぞれの立場で関わっていく必要があります。“社会を明るくする運動”では、犯罪や非行のない地域をつ
くるために、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることをめざしています。

■あなたもできることから始めてみませんか
　犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるために、今、何が求められているのか、そして、自分には
何ができるのかを、皆さんで考えてみませんか。

問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

熱中症を予防するには
●温度に気をくばろう、適度な休息をとろう
　天気予報や県から発表される高温注意情報などに気
をつけ、気温の高い日は外出を控え、暑さや疲れを感
じたら、早めに涼しい場所に移動し休息をとりましょ
う。
　室内でも室温28℃、湿度70％以上の時にはエアコン
や扇風機などを活用しましょう。
●飲み物などを持ち歩こう
　お茶、水、スポーツドリンクや塩分の含まれたあめ
などを携帯し、水分と塩分を補給しましょう。アルコー
ルは尿量を増やし、体内の水分を排泄するので水分補
給にはなりません。

●栄養をとろう
　朝食を抜くと必要な栄養や水分がとれなかったこと
になります。規則正しい食事をとりましょう。
●高齢者、乳幼児は特に注意が必要です
　高齢者はのどの渇きを感じにくいため、室内でも熱
中症になりやすく、こまめな水分補給が大切です。地
面からの照り返しでベビーカーの乳幼児は大人以上に
暑い環境にいます。顔が赤く、ひどい汗をかいている
時は涼しい場所で休息させましょう。
　また、車内の温度は短時間で急上昇します。「エア
コンを使用しているから」、「短時間だから」と子ども
だけを車内に残すのは絶対にやめましょう。

　熱中症は気温や湿度が高いなどの環境で体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指し
ます。重い場合は命にかかる危険な病気です。
いち早く見つける熱中症のサイン

軽　度 中　度 重　度

症
状
　めまい、立ちくらみ、手足のし
びれ、筋肉痛やこむら返り、汗が
止まらないなど

　頭痛、吐き気、体がだるい、嘔吐、
力が入らないなど

　名前を呼んでも意識がない、け
いれん、体にさわると熱い、言動が
おかしい、まっすぐ歩けないなど

対
処
方
法

◦�意識がある時は涼しい場所へ移動させ、冷たい水と塩分や経口補水
液、スポーツドリンク等を補給しましょう。
◦�衣服をゆるめ、体を冷やしましょう。（特に首の回り、脇の下、足の
付け根など）
◦�自力で水分の摂取ができない、症状が改善しない時は受診しましょう。

◦�意識がない時は肺などに誤飲し
てしまうので、水分補給は禁物
です。
◦�すぐに救急車を呼びましょう。

～もどらない。 もどさない。～
立ち直りを決意したひとを、決してあやまちに戻さない。

　　　　　こうして防ごう熱中症

メーンコピー

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

特定不妊治療助成の対象を拡大します

　平成29年４月１日以降に特定不妊治療のうち、男性不妊治療を終了し、県の特定不妊治療費助成を受けた人に
対して費用の一部を助成します。詳細はお問い合わせください。
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Welcome to Yasu!
　姉妹都市提携を結んでいるアメリカ合衆国ミシガン州、クリント
ン・タウンシップとは1993年旧野洲町時代から24年間、毎年交互にお
互いの市民が双方の国を訪れ、友好を深めてきました。今年は、中学
生から80代まで10人が野洲市を訪れホームステイします。滞在中は市
内の小学校や中学校を訪れ、子どもたちと交流するほか、巻きずし、
お箸作りや弓道を体験します。
　７月22日に開催される「野洲市夏まつり花火大会」の模擬店ではア
メリカのキャンプの定番デザート、「S’mores」（スモーア）を販売し、
市民の皆さんと交流します。皆さんお待ちしてます！

≪日　程≫

７月15日㈯ 市に到着、ホテル泊

16日㈰ ホストファミリーと対面、自由時間

17日㈷ ホストファミリーと自由時間

18日㈫ 市役所訪問、湖南広域消防局東消防署見学、篠原小
学校訪問

19日㈬ 鮎家の郷（巻ずし体験）、兵主大社拝観、野洲中学校
訪問（クラブ活動・剣道）

20日㈭ 甲賀の里忍術村、お箸作り体験

21日㈮ 田んぼ見学、たこ焼き・焼きそば体験、弓道体験

22日㈯ 野洲市夏まつり花火大会＆模擬店出店

23日㈰ ホストファミリーと自由時間

24日㈪ 伊吹山登山、近江八幡旧市街・八幡堀散策

25日㈫ さよならバーベキューパーティー

26日㈬ アメリカへ帰国
※内容は天候等により変更になる場合があります。

問い合わせ…野洲市国際協会☎586－3106、FAX586－3139

暮らしの情報
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　市では、粗大ごみとして処分する前に「まだ
まだ使用できる物品」の場合は、リユース（再
利用）を推進しています。
　不用となった物品で「誰か使ってくれる人は
いないかな…？」という気持ちを無駄にしない
ためには、あなたの意思表示が必要です。
　リユースが可能な物品を粗大ごみに出される
場合は、リユースに同意し
ていただける意思表示とし
てリユース欄の「可」の箇
所に「○」をお願いします。
　なお、リユースの意思表
示がない場合やリユースの
意思表示があっても再利用
が困難な物品は、粗大ごみ
として取り扱いますのでご
了承ください。

ご注意ください！
　集積所には、粗大ごみを処分できる集積所と、
処分の指定を受けていない集積所があります。
必ずお住まいの自治会や住宅の管理者などに確
認をお願いします。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　成年後見制度の仕組みや手続き方法など、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　所
７月12日㈬ 野洲市健康福祉センター

８月９日㈬ 栗東市役所

10月10日㈫ 守山市福祉保健センター（すこやかセンター）

時　間…いずれも午後１時30分～４時
対　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

安全なまちづくりをめざして 守山警察署

高速道路での交通事故防止

　経済的な理由などで保険料を納めること
が困難な場合、申請をして年金機構による
審査の結果、承認されると保険料の納付が
免除または猶予される「申請免除制度」や
「納付猶予制度」があります。平成29年度分
（７月～平成30年６月）の受け付けは、７月
３日㈪から開始します。

＜申請免除制度＞
　本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一
定額以下の場合に、全額免除または一部免
除が承認されます。

＜納付猶予制度＞
　50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の
所得が一定額以下の場合に、保険料の納付
が猶予されます（世帯主の所得は審査の対
象外です）。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

国民年金保険料
免除・猶予の手続き

　夏期は、レジャー交通が増加し、夏休みなど高速道路を
利用する機会が増えると思います。高速道路での交通事故
は重大な結果を招くおそれがあります。次のアドバイスを
参考に注意して運転してください。

≪高速道路走行の基本≫
◦走行前の準備は念入りに
　①燃料は十分か
　②エンジンオイル、冷却水、バッテリー液等の液量は適量か
　③タイヤの空気圧は適正か。またタイヤの溝の深さは十分か
　④ファンベルトの張り具合は適当か、ベルトに傷は無いか
◦「急」のつく運転操作は厳禁
　�　走行中は油断しないで前方に気を配り、前車との車間
距離を十分とりましょう。
≪高速催眠現象に陥らないために≫
　高速催眠現象とは、単調な景色が続くまっすぐな高速道
路を走行するうちに、眠気を催し居眠り運転に陥る現象で
す。次の予防策を参考にしましょう。
【予防策①】　�白色の破線を注視しない。視線は遠くに置く

ようにしましょう。
【予防策②】　�窓を開けて深呼吸する。車内の酸素濃度が低

下すると疲労感が生じ、眠くなります。新鮮
な空気を取り込みましょう。

【予防策③】　効果的な仮眠をとる。
　　　　　　�SA・PAで車を停める→カフェイン飲料を摂

取→15分程度仮眠をとる→目覚めて、車外で
軽いストレッチなどをしてから出発する。

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

粗大ごみのリユースに
ご協力を！！

成年後見制度に関する
相談会のお知らせ
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