
平成31年度
こどもの家（学童保育所）

入所一斉申し込み

　平成31年４月からこどもの家に入所希望の人は、申し込
みが必要となります。
　なお、継続入所の人も申し込みが必要です。
　詳しくは、社会福祉協議会、こども課、市民サービスセ
ンターに設置している入所案内をご覧ください。市ホーム
ページにも掲載しています。

■入所申込書・入所案内設置場所
　�　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

■入所申し込み
　受付日時…12月13日㈭～15日㈯　午前9時～午後６時30分
　　　　　　※15日は午後５時まで
　受付場所…市役所本館１階第１会議室
　　　　　　※各こどもの家では受け付けできません。

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

新しい年の初日の出を三上山山頂で迎えませんか？
日　時…１月１日㈷　午前４時45分～（受付）
　　　　※御上神社楼門前集合・解散
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…�甘酒の振る舞い、記念集合写真撮影（500円）、新年の抱負短冊

など楽しいイベントを予定しております。また、参加者には、
参加記念証をお渡しします。

服　装…防寒服、軍手、帽子、リュック、運動靴等
持ち物…懐中電灯、タオル、温かい飲み物、おやつ、救急用品、ティッ
　　　　シュ、ごみ袋等
参加費…無料
※�早朝のため公共交通機関は利用できません。お車で来場される場合は、
コミュニティセンターみかみの駐車場をご利用ください。
※運営スタッフも募集しています。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587−6053、FAX587−3835
　　　　　　※12月29日以降は、三上山初登山大会実行委員会・板倉☎535−0350

第46回　三上山初登山大会

日　時…12月15日㈯
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　　　　　　（受付／午後１時～）
場　所…野洲市人権センター２階
　　　　じんけん交流研修室
内　容…�講演「多様なライフスタイルを

目指して�～どんな関係をもって
生きるのか～」／源　淳子さん
（世界人権問題研究センター嘱託�

　　　　研究員）
参加費…無料　※申し込み不要
問い合わ�せ…人権施策推進課
　　　　　　（参画やす事務局）
　　　　　　☎587−6041、FAX518−1860

男女共同参画
連続講座を
開催します
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問い合わせ…健康推進課☎588−1788、FAX586−3668

　歯周病は、口の中の細菌が原因で、歯を支えている組織が徐々に破壊されていく病気です。進行すると歯肉が
赤く大きく腫れ、歯がぐらついてくるなどの症状が起こり、最終的には歯が抜け落ち
てしまいます。

●歯周病と全身との関係
　歯周病菌は口の中だけでなく、全身をめぐります。糖尿病、心血管疾患、呼吸器
感染症、早産や低体重児出産、骨粗しょう症など全身の病気と関わっています。

●歯周病を防ぐために
　毎日正しいブラッシングを行うことが最も重要です。また、バランスの良い食事を規則正しく、よく噛んで
食べることが大切です。しっかり噛むことで唾液の分泌がよくなり、口の中の細菌を洗い流す働きがあります。
禁煙など生活習慣の改善も大事な予防策です。

●定期的に歯科受診を
　次の症状が１つでもあてはまれば、歯周病かもしれません。早めに歯科医院に受診しましょう。症状がない
うちからも、かかりつけ歯科医をもち、定期的に口の中の健康状態をみてもらいましょう。

□ 歯磨きの時に歯ぐきから血がでる。　　□ 歯ぐきが赤く腫れている。
□ 食事の時に歯が痛い、噛めない。　　　□ 歯が長くなったような気がする。
□ 歯がぐらぐらする。　　　　　　　　　□ 口臭が強いといわれたことがある。
□ 歯ぐきが痛い。

◇◆◇ 節目歯科健康診査のお知らせ ◇◆◇

　節目歯科健康診査を市内の委託歯科医院で実施しています。対象の人は、ぜひお受けください。

実施期間…平成30年４月１日～平成31年３月31日
対　　象…平成30年４月１日現在、40・50・60・70歳の人
内　　容…問診、口腔内診査、結果の説明と歯科保健指導
費　　用…1,000円
　　　　　※�住民税非課税・生活保護世帯の人は免除の申請を受診日

の２週間前までに健康推進課へ申し出てください。
持�ち�物…�受診料、健康保険証、眼鏡（必要な人、問診票の記入があ

るため）
※委託歯科医院の詳細はお問い合わせください。

◇◆◇ 妊婦個別歯科相談のお知らせ ◇◆◇

　妊娠中、女性ホルモンの分泌が高まり、歯肉の腫れ、出血などが起こりやすくなります。妊娠中から歯の健康
づくりをすすめていくことが大切です。
　歯科衛生士によるブラッシング指導や妊娠中・産後の歯の健康づくりをすすめるための生活習慣の相談を受け
ることができます。

日　　時…平成31年２月８日㈮　午前9時30分～11時30分
場　　所…野洲市健康福祉センター
持�ち�物…母子健康手帳、歯ブラシ、筆記用具
※事前予約が必要です。当日の診察はありません。

　　　　　歯周病を予防しよう
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　　≪世界人権宣言70周年≫  みんなで築こう 人権の世紀
～ 考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心 ～

１２月４日（火）～１０日（月）は 「 第７０回 人権週間 」 です

○人権週間とは

　�　昭和23（1948）年12月10日、国連第３回総会で、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の
基準」として「世界人権宣言」が採択されました。
　�　人権週間はこの宣言の採択を記念して定められ、家庭、職場、学校など、みんなで人権を考える１
週間です。一人ひとりが、人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持ちましょう。

○人権週間啓発（市内）

　日　時…12月４日㈫　午後６時～６時30分
　場　所…アル・プラザ野洲、ザ・ビッグエクストラ野洲店
　内　容…街頭啓発

○人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい

　日　時…12月9日㈰　午前9時50分～午後３時（受付／午前9時20分～）
　場　所…滋賀県立文化産業交流会館（米原市下多良二丁目137／JR米原駅西口より約500ｍ）
　内　容…記念公演／金田賢一さん、丸尾めぐみさん（ユニット＜朗読三昧＞）�他
　参加費…無料

問い合わせ…人権施策推進課☎587−6041、FAX518−1860

食べきり やす

３
さんまる

０・１
いちまる

０ 運動にご協力を！
　市では、「ごみを減らそうプロジェクト」
と協力し、食品ロス削減のため、「食べきり
やす�30・10運動」を展開し、食べきる意識
の定着などに努めています。年末年始を控
え外食なども多くなりますので、家庭や職
場などで、食べ物を無駄にしないように一
人ひとりができることから、始めましょう。

○30・10運動を
　�　忘年会・新年会などで、外食や宴会が
多くなります。全国では、30・10運動の取
り組みが広がっています。これは、宴会の
開始30分と終了10分前は席に着いて料理
を楽しんで食べましょうという運動です。

○外食では
　◦適正な量の注文を心がけましょう
　◦�「食べ残さないように」と声かけをし
ましょう

　◦�食べきれない料理は、仲間で分け合い
ましょう

問い合わせ…環境課
　　　　　　☎587−6003、FAX587−3834

外食などは、おいしく
残さず食べきりましょう

　皆さんから納めていただく市税や県税は、福祉・教育など生
活を支える身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
　市町と県では、12月を「ストップ滞納！！強化月間」として、
税の公平な負担の観点から、一斉に滞納整理を強化します。も
う一度、納め忘れがないかお確かめください。

納付が困難なときは…
　納期限内に納付が難しい場合は、納税推進課までご相談くだ
さい。その人の事情に応じた納付相談を受け付けています。

　◦�使わなくなった軽自動車の廃車手続はお済みですか？
　◦�国民健康保険に加入されていた人で就職等により社会保険
に加入された場合、国民健康保険の脱退の手続きはお済み
ですか？

　◦�病気や失業、事業の廃止などやむを得ない事情があります
か？

　◦�多重債務などで困っていませんか？
　など、お気軽に納税推進課までご相談ください。

　県と県内市町では、公平な税負担と税収の確保を図るため、
「滋賀地方税滞納整理機構」を設置し、連携・協働して県税と
市町税の滞納整理を推進しています！

問い合わせ…
　　　▽市税に関すること
　　　　　納税推進課☎587−6013、FAX587−2439
　　　▽県税に関すること
　　　　　南部県税事務所納税課☎567−5406、FAX566−0439

税金の納め忘れは
ありませんか？
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　湖南広域行政組合が発注する一般（指名）競争入札等に
参加を希望される場合は、業者登録を行ってください。

登録対象…建設工事および測量・コンサルタント業務
有効期間…平成31（2019）～32（2020）年度
受付期間…
　　▽管内業者（持参）
　　　◦建設工事
　　　　平成31年１月24日㈭～28日㈪
　　　　午前9時30分～午後３時30分
　　　　　（平日の正午～午後１時、土曜・日曜日は除く）
　　　　※受付日は所在地により異なります。詳しくはホー
　　　　　ムページをご確認ください。
　　　◦測量・コンサルタント業務
　　　　平成31年２月22日㈮
　　　　午前9時30分～午後３時30分
　　　　　（正午～午後１時は除く）
　　▽管外業者（郵送）
　　　◦建設工事および測量・コンサルタント業務
　　　　平成31年１月７日㈪～２月22日㈮
※継続される場合も申請が必要です。
※�申請書類は、12月20日㈭から配布します。ホームページ
からダウンロード可
受付・問い�合わせ…湖南広域行政組合総務課（〒520−

3024栗東市小柿三丁目１番１号）☎551−2727、
FAX551−2729、 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.
konan-kouiki.jp/

入札参加資格審査申請のお知らせ

　日本年金機構の全国の年金事務所では、
年金相談や年金請求手続きについて、「事
前予約」を行っています。お待たせ時間の
少ない「予約相談」をぜひご利用ください。
　予約は、全国共通の予約専用受付電話
（☎0570−05−4890）、または最寄りの年金
事務所に、電話・来訪時にお申し込みくだ
さい。

　◆�予約相談希望日の１カ月前から前日ま
で受け付けしています。

　◆�基礎年金番号のわかるもの（年金手帳
や年金証書など）をご用意ください。

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
年金相談・手続きは、

ぜひご予約を！

農業施策に関する意見書を市へ提出しました

　市農業委員会は10月24日に合理的で持続可能な農業経営と農業生産力の向上等の施策を展開されるよう、市に
次の内容で意見書を提出しました。

１．農業者への支援について
　　⑴農業経営の安定化対策について
　　⑵農業支援制度の情報提供について
　　⑶人手不足の解消について
　　⑷災害復旧支援事業の継続について
２．地産地消の推進について
３．農地の集積・集約化の推進について
４．農業の担い手確保について
５．有害鳥獣対策について
６．農業用施設の保全について
７．環境こだわり農産物の推進について

※意見書の詳細は、市ホームページ「農業委員会」に掲載しています。

問い合わせ…農業委員会事務局☎587−6007、FAX587−3834
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担当日 医院名 所在地 電話・FAX

12月30日㈰ 高 田 歯 科 草津市野路１丁目１４－３８ ☎ 56１－４３８８
FAX56１－４３８7

12月31日㈪ 芦 田 歯 科 医 院 栗東市御園１８２5 ☎ 55８－１6１5
FAX559－２6２5

平成31年
１月１日㈷ 志 津 歯 科 草津市青地町１6０３－２ ☎ 569－０１１８

FAX569－０１１２

１月２日㈬ 野 洲 U 歯 科 野洲市久野部１9４－１ ☎ 5８6－6４８０
FAX5８6－6４８１

１月３日㈭ 二 町 中 西 歯 科 医 院 守山市二町町堂ノ内２１6－３ ☎ 5１４－００２０
FAX5１４－００２１

　※開院時間はいずれも午前１０時～午後４時

草津栗東守山野洲医師会　年末年始休日救急歯科診療当番表

市役所の年末年始休業は
12 月 29 日㈯～１月３日㈭

　市内の各施設の休業は次のとおりです。
　年末年始の休業日のほか、通常の休業日も含んでいます。
　※戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、この期間中も受け付けします。

休業日 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 備
金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日 考

市民サービスセンター
野洲市健康福祉センター
地域包括支援センター
野洲市子育て支援センター
ふれあい教育相談センター・発達支援センター
野洲市人権センター
市民交流センター
野洲クリーンセンター・蓮池の里第二処分場
蓮池の里多目的公園
野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみホール
総合体育館・体育センター
中主 B&G 海洋センター・市民グラウンド
野洲図書館本館
野洲図書館中主分館
野洲川歴史公園田園空間センター
歴史民俗博物館（銅鐸博物館）
桜生史跡公園
野洲川河川公園
なかよし交流館
コミセンぎおう・しのはら ･ みかみ・きたの・
やす・なかさと・ひょうず
自動交付機（市役所本館）
コンビニ交付 ※ ※28日は19:30まで

　◆◇◆�ごみカレンダーの訂正のお知らせ�◆◇◆
　皆さんに配布しています「ごみカレンダー」では、12 月 29 日㈯野洲クリーンセンターは休みの表記になって
いますが、通常どおり、午前９時～正午、午後１時～４時の間、搬入できます。
　なお、蓮池の里第二処分場も、12 月 29 日㈯は、午後１時～４時の間、搬入できます。
※年末年始のごみの搬入は、大変混雑することがあります。
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