
高齢者見守りシールの配布をスタート！
～ 認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために ～

　平成29年度上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11月13日に開催されました。対象期間中の発注は
全体で62件あり、発注一覧や博物館収蔵庫増築工事
を含む５件の指定事案説明書に基づき審議いただき、
適正に事務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、FAX587－4033

入札・契約
事務手続きを
チェック！

◇◆◇安全・安心　高齢者を見守るアイロンシール◇◆◇
　一人歩きの高齢者が、何かのきっかけで家に帰れなくなることがあります。
　このような人のために、衣服や肌着などに貼る「高齢者見守りシール」を作成しました。

●高齢者見守りシールって何？
　自宅などに帰れなくなった高齢者が保護されたときに問題になるのが、認知症などによって自宅の住所や自
分の名前などが伝えられず対応が困難になることです。
　「高齢者見守りシール」は、連絡先などの情報をあらかじめ登録した番
号を記入したアイロンシールです。衣服や肌着、持ち物などに貼りつけ
て着用することで、素早く身元や連絡先を確認することができるもので
す。
　シールには３桁の個別登録番号と市役所および守山警察署の電話番号
のみ記され、氏名などの個人情報は記載されません。

●事前登録が必要となります
対　　象…�市内に住所を有し、かつ居住している人で、要介護１以上の認定を受け、認知症等により外出する

と戻れないことが「ときどきある」や「常にある」状態の人
費　　用…無料
登録方法…①申請書に必要事項をご記入の上、ご本人の特徴がわかる写真２枚（顔と全身）を添えて、高齢福

祉課に提出してください。
　　　　　②登録された人には高齢者見守りシール20枚をお配りします。
　　　　　※登録された情報は、守山警察署と共有します。
　　　　　※申請書は高齢福祉課に設置しています。

◇◆行方不明高齢者を見守る地域に◆◇
　家族は、事前に近隣の人に事情を説明し、本人を見かけたら声をかけてもらい、連絡をしてもらうなどの関係
を築いておくことで早期発見につながることがあります。
　地域でも、不自然な身なり（パジャマ、裸足など）、夜間の一人歩きなどを見かけたら、相手の視野に入ってか
ら、ゆっくり声をかけてみてください。あなたの見守りや声かけが、その人の命を救うことにつながります。

●その他のサービス
■徘徊高齢者家族サービス事業（徘徊高齢者等位置情報サービス（GPS））
　　行方不明になってしまった時に位置情報を確認できるGPS機器の貸し出しを行っています。このGPS機器

を身につけていれば電話やインターネットで現在位置を確認することができます。サービスの利用を希望さ
れる場合は、ご相談ください。

徘徊高齢者等事前登録事業

　▲見守りアイロンシール
　　（タテ2.0㎝×ヨコ5.0㎝）

野洲市―００１
野洲市役所　077-587-1121
守山警察署　077-583-0110

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
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　生活習慣病予防のため、市の国民健康保険に加入し
ている人が、医療機関等で人間ドック・脳ドックを受
けられた場合、その費用の一部を助成しています。

対　　象…次の①～③に全て該当する人
　　　　　①受診開始日に国民健康保険の被保険者で

ある人
　　　　　　※後期高齢者医療保険（75歳以上等）や
　　　　　　　社会保険などの被保険者は対象外
　　　　　②市税を滞納していない人
　　　　　③申請年度に特定健診を受診していない人
医療機関…市内・外などの制限はありません。
内　　容…�健診費用額に６割または８割を乗じた額を

助成します。ただし、その額が「限度額」
以上の場合は、「限度額」を助成します。

住民税
課税世帯

住民税
非課税世帯

助成率 ６割 ８割
限
度
額

人間ドック 24,000円 31,000円
脳ドック 18,000円 24,000円

組み合わせドック 41,000円 55,000円

助成間隔…３年度に１回
　　　　　※平成27年度または平成28年度にこの助成

制度を受けた人は、平成29年度は助成を
受けられません。助成対象となるかどう
かについてご不明な場合は、受診前に保
険年金課に確認してください。（要件に
該当しなかった場合は申請いただいても
助成金の支給はできません。）

申請手続き…１．人間ドック等を実施している検査機
関等で各自受診してください。

　　　　　　２．受診後２カ月以内に、①領収書②
検査結果③認印④振込口座がわかる
ものを持参の上、保険年金課へお越
しください。

　　　　　　３．窓口で申請書と生活習慣の調査票
（保健師が健康づくり指導の資料にさ
せていただくため）をご記入くださ
い。後日、指定口座に振り込みます。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　市が行う競争入札等の参加資格審査の申請を
受け付けます。

受�付�日…種別、地域区分によって指定
　　　　　（１月中旬～２月下旬）
受付時間…�午前９時～午後４時
　　　　　　　　　　※一部午後３時まで
　　　　　（午前11時30分～午後１時30分は除く）
受付場所…市役所東別館２階

※申請要領（受付日含む）、申請書等の様式は、
市ホームページをご確認ください。

○物品供給・役務の提供
　対　　象…更新・新規登録を希望される業者
　有効年度…平成30～32年度
○建設工事
　対　　象…�更新・新規登録・追加登録を希望

される業者
　有効年度…�平成30年度（市内、準市内）※更

新・新規登録
　　　　　　平成30・31年度（県内、準県内、

県外）※追加登録
○測量・建設コンサルタント
　対　　象…追加登録を希望される業者
　有効年度…�平成30・31年度（市内、準市内、

県内、準県内、県外）
問い合わせ…総務課
　　　　　　☎587－6038、FAX587－4033

入札参加資格審査申請の
お知らせ

国民健康保険「人間ドック・脳ドック健診助成金」のお知らせ

　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　時…２月６日㈫・７日㈬　午前９時～午後４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…次の①～③のいずれかに該当する人
　　　　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
申し込み�・問い合わせ…１月31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

※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。

生活援助訪問サービス従事者
養成研修会を開催します

暮らしの情報
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　貴重な文化財を後世に伝えるため、文化財防
火運動の一環として文化財防ぎょ訓練を行いま
す。
　当日は、サイレン等を吹鳴しますので火災等
とお間違いのないようお願いします。

日　時…１月28日㈰　午前８時～９時
場　所…�佛性寺（野洲市乙窪191番地）および

周辺一帯
問い合わせ…文化財保護課
　　　　　　☎589－6436、FAX589－5444
　　　　　　東消防署出張所
　　　　　　☎589－3119、FAX589－5421

就学援助制度の新入学児童生徒学用品費
入学前支給のお知らせ

　市では小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が困難と認めら
れる場合、学用品費や給食費などの一部を就学援助費として支給しています。
　平成30年度の入学予定者から、その就学援助費のうち入学に必要な新入学児童生徒学用品費について、
入学前（３月）支給を実施します。

対　象…次の①～③に全て該当する人
　　　　①申請時に市内に居住している人（転出予定者は除く）
　　　　②平成30年４月に公立小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者
　　　　③経済的な理由から入学準備が困難で、就学援助費支給要件に該当して

いる人（要件についてはお問い合わせください。）
　　　　※生活保護受給中の人は、新入学児童生徒学用品費の対象になりません。
申請・問�い合わせ…２月15日㈭までに印鑑、振込口座がわかるもの、年金や税金の減免を受けている場合

はそれを証明する書類、借家にお住まいの場合は家賃額を証明する書類を持参の上、学校教育課
☎587－6017、FAX587－3835

※この時期に申請されない場合でも、平成30年度就学援助費を申請し、４月からの認定となった場合は、
学期末に同額が支給されます。

　市消防団・自主防災組織等合同の出初式を挙行
します。

日　時…１月７日㈰　午前９時30分～
場　所…総合体育館（訓練は体育館裏第２駐車場）
内　容…�式典、一斉放水訓練など
問い合わせ…生活安全課
　　　　　　☎587－6089、FAX587－4033
　　　　　　東消防署
　　　　　　☎587－1119、FAX586－2266

野洲市消防出初式
のお知らせ

文化財防ぎょ訓練の
お知らせ
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　近年、お口の健康と全身の健康が大きく関係していることが明らかになっています。よく噛んで味わっ
て食べる食習慣は、生活習慣病の予防や心身の健康保持増進などが期待できます。歯やお口もケアをし
て健康長寿をめざしましょう。

日　時…１月20日㈯　午後２時40分～４時（受付／午後２時30分～）
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
内　容…講演「歯・口のケアで健康長寿を目指そう！注目されるオーラル・フレイルの予防」／
　　　　小林加枝さん（草津栗東守山野洲歯科医師会歯科医師）
参加費…無料
※手話通訳が必要な人は１月12日㈮までにご連絡ください。

　健康づくりはあしもとからです。「効果的なウォーキングの方法を知りたい」「食事や運動に気をつけ
ているのになぜかやせない」そんなあなたにオススメ！健康づくりのプロがサポートします。

日　時…１月24日㈬　午後1時30分～３時30分（受付／午後１時～）
場　所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対　象…40歳～74歳までの市内在住者、先着30人　※事前申し込み要
内　容…健康運動指導士による運動のアドバイスと実技
　　　　※グループワークあり
持ち物…動きやすい服装、筆記用具、タオル、飲み物（水分補給用のお茶やお水）
参加費…無料

　平成30年３月に中学校を卒業および同年４月に小学
校や中学校に入学する児童を養育している人のうち、
ひとり親家庭であるなど一定の要件を満たす人に入学
等支度金を支給します。

申請期間…１月15日㈪～３月15日㈭
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）
対　象…次の①～③に全て該当する人
　　　　①３月に中学校を卒業および同年４月に小学

校や中学校に入学する児童を養育している
人

　　　　②平成30年１月１日現在、市内在住の母子家
庭、父子家庭または父母のいない家庭であ
ること

　　　　③平成29年度市民税において非課税世帯（注）

に属していること
　　　　（注）市民税非課税世帯とは世帯員全員が市

民税を課せられていない世帯です。

支度金の額（児童１人につき）…
　　　　　　　　　　▽小学校入学　5,000円
　　　　　　　　　　▽中学校入学　10,000円
　　　　　　　　　　▽中学校卒業　15,000円

　※２月28日までに申請された場合は３月中旬、３月
１日～15日までに申請された場合は、３月下旬に
支給します。

申請に必要なもの…
　　児童扶養手当証書または福祉医療費受給券、印鑑、
　振込口座がわかるもの
　※受給券をお持ちでない人はお問い合わせください。
申請・問�い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

健康づくり研修会のお知らせ

生活習慣病予防セミナー開催 ！

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

～ ひとり親家庭の皆さんへ ～ 入学等支度金申請のおしらせ

暮らしの情報
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　市では、中小企業退職金共済に加入している事業所に対して、その掛け金の一部を補助しています。

対　象…�新規に退職金共済契約を締結し、常時雇用する従業員の数が20人未満で、市内に事業所を有しており、
かつ、現に事業を営んでいる中小企業者

条　件…次の①②に該当していること
　　　　①12月までの掛金を完納している
　　　　②納期を経過した市税を完納している
補助額…�納付の対象となった従業員１人につき１月5,000円の掛金を限度として、掛

金の20％（最大、1従業員あたり月額1,000円の補助）
交付期間…新規に共済契約が成立した月から12月間
※前年中に納付した掛金を１月中に申請していただきます。また、年途中に契約が

あった場合、２年に渡って補助金を交付します。詳しくは商工観光課までお問い
合わせください。
問い合わせ…▽補助制度に関すること　市商工観光課☎587－6008、FAX587－3835
　　　　　　▽共済制度に関すること　中小企業退職金共済事業本部☎03－6907－1234

◆一人で抱えないで　お酒のトラブル
　お酒は心身の疲れを癒したり、人間関係を円滑にす
る一方で、不適切な飲酒は健康を損なうだけでなく、
飲酒運転、暴力、虐待、自殺といった社会問題とも密
接に関連しています。
　アルコールは依存性があり、お酒を飲む人であれば
誰でも、飲酒をコントロールできなくなるアルコール
依存症になる恐れがありますが、治療と周囲のサポー
トがあれば十分に回復できる病気です。
　アルコール関連問題は社会問題として、みんなで向
き合っていくことが大切です。アルコールに関する心
配事などありましたら、一人で悩まずご相談ください。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

野洲断酒会　例会・酒害相談のご案内
　例会では会員の皆さんが、自分の体験を語り合
い、酒害からの回復を実践されています。飲酒の
ことで悩んでいる人やそのご家族もぜひご参加く
ださい。（秘密厳守）
日　時…毎週金曜日　午後１時30分～３時
　　　　　　　　　　　（祝日、年末年始は除く）
場　所…野洲市健康福祉センター２階
参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…
　　健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
　　野洲断酒会世話人・仲村☎090－8886－6304

　年末年始はお酒を飲む機会が多くなる季節です。お
酒の特徴を知り、健康的で楽しくお酒と付き合うこと
が大切です。そのために、適切なお酒の量を知りましょ
う。目安は純アルコール量で男性20ｇ、女性はアルコー
ルの害を受けやすいため半分の純アルコール量で10ｇ
です。下記の表を参考に日頃の飲み方を見直してみま
せんか？

◆お酒の種類と適切な量（純アルコール量10ｇ）
酒の種類（基準%） 酒の量 だいたいの目安

ビール・
発泡酒（５%） 250mL 中ビン・ロング

缶の半分

チュウハイ（７%） 180mL コップ１杯または
350mL缶の半分

焼酎（25%） 50mL 0.3合

日本酒（15%） 80mL 0.5合

ウィスキー・
ジンなど（40%） 30mL シングル１杯

ワイン（12%） 100mL ワイングラス
１杯弱

知っておきたい！お酒のこと

野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金のお知らせ
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　野洲市体育協会では、各構成団体から推薦された
人（団体）を選考委員会で選考し、表彰（功績賞・
奨励賞・功労賞等）を行っています。

推薦対象…次の①または②に該当する人
　　　　　①平成29年２月１日～平成30年１月31日

までに開催され、終了（予定）したス
ポーツ大会において優秀な成績を収め
られた人

　　　　　②長年スポーツの振興に貢献された人
推薦方法…推薦書に必要事項を記入してください。
※推薦書は、同協会事務局に設置しています。
提出・問い�合わせ…２月５日㈪午後４時までに推薦

書を持参の上、野洲市体育協会事務局
（北部合同庁舎２階）☎589－3381（日曜
日、祝日は除く）

～新成人の皆さんへ～
20歳になったら国民年金

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害
が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、
働いている世代みんなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。
　国民年金は20歳以上60歳未満の人は加入すること
が義務付けられています。20歳になったら、忘れず
に国民年金の加入手続きをしましょう！

◆将来の大きな支えになります
　国民年金は、国が責任をもって運営するため、安
定しており年金の給付は生涯にわたって保障されま
す。

■「学生納付特例制度」
　学生の人は一般的に所得が少ないため、ご本人の
所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が
猶予される制度です。
　対象は、学校教育法に規定する大学、大学院、短
期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および
各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海
外大学の日本分校に在学する人です。

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

国民年金のお知らせ 野洲市体育協会

　被表彰者の推薦募集！

　市の地産地消の推進を目的に、新鮮な地場野菜や水産加工品等を販売している「すまいる市」は出張販売を実
施しています。販売場所・日時は次のとおりです。
　

問い�合わせ…農林水産課☎587－6004、FAX587－3834
　　　　　　すまいる市☎587－5225
　　　　　　　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　（日曜日、年末年始は除く）

　　　　　「すまいる市」は出張販売も行っています

販売場所 販売日時 備　考
　市役所
　　本館と西別館の間

　毎週金曜日
　　正午～午後１時 　祝日、年末年始は除く

　野洲市健康福祉センター
　　１階フロア

　毎月第２・第４水曜日
　　正午～午後１時 　祝日、年末年始は除く

　近江富士会館
　　（野洲市近江富士３丁目14番７号）

　毎月第２・第４木曜日
　　午後２時～３時

　祝日は、翌週に振り替える
　場合あり

　ケアハウス　ピスガこうせい
　　（湖南市菩提寺327－４）

　毎月第１水曜日、第３火曜日
　　正午～午後１時30分 　年始は除く

近江富士会館にて販売

暮らしの情報
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