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介護者家族リフレッシュ・介護カフェのお知らせ
【介護者家族リフレッシュ事業】
市内の入所施設・デイサービスを見学し、施設
での生活や過ごし方などの話が聞けます。デイサー
ビスの食事を体験し、レクレーションで身体を動
かしながら参加者同士の交流をします。
日 時…11月11日㈮ 午前11時～午後３時
場 所…特 別養護老人ホーム悠紀の里、デイセン
ターさくら
集合時間・場所…
午前10時15分／野洲市健康福祉センター
午前10時30分／野洲市北部合同庁舎
対 象…介護している家族、介護に興味のある人、
先着20人
参加費…650円（昼食代）※おつりのいらないように
持ち物…筆記用具、お茶など
申し込み…11月８日㈫までに申し込み要

【介護カフェおこしやす】
認知症や介護の悩みを気軽に相談できる場、介
護に関する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流
や集いの場として気軽にご参加ください。認知症
の人や、家族が気軽に外出できる場としてもご利
用できます。
日 時…原則毎月第１火曜日 午後１時30分～３時
場 所…野洲市健康福祉センター１階
旧デイサービス室
対 象…どなたでも※申し込み不要
参加費…無 料 ※ 飲 み 物 や お
菓 子（ 各100円 程 度 ）
の実費負担有り

問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

第２回 身体・知的障がい者相談員による相談会のお知らせ
市が設置している身体･知的障がい者相談員が、障がいのある人やそのご家族などが困っていること、不安なこ
となど、問題解決に向け相談に応じます。
地域での暮らしや社会参加など気軽にご相談ください。
日 時…11月11日㈮ 午後１時30分～３時 ※申し込み不要
場 所…なかよし交流館（野洲市冨波甲1339番地24）
身体障がい者の相談 会議室、知的障がい者の相談 和室
※手話通訳、要約筆記（ノートテイク）が必要な人は、11月４日㈮までにご連絡ください。
連絡・問い合わせ…地域生活支援室☎587－6169、FAX586－2177

なんでも相談会開催のお知らせ
成年後見制度に関する相談会

高齢者・障がい者なんでも相談会

成年後見制度の仕組みや手続の方法など、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・申し込み不要・秘密厳守）
日 時…11月9日㈬ 午後１時30分〜４時
場 所…野洲市健康福祉センター３階研修室
対 象…市内在住者（本人・家族・施設職員やケアマ
ネジャー等支援者）
※手話通訳が必要な人は事前にご連絡ください。

高齢者や障がいのある人、その家族が抱えている悩
み、心配事を何でもご相談いただけます。消費生活や
相続など法律に関すること、福祉の制度やサービスに
関する困りごとなど、複数の専門職（弁護士、司法書
士、社会福祉士、精神保健福祉士等）が同席して生活
全般にわたる相談を受けます。（相談無料・申し込み
不要・秘密厳守）
日 時…11月27日㈰ 午後１時30分～４時30分
場 所…栗東市役所（栗東市安養寺一丁目13番33号）
対 象…野 洲市・草津市・守山市・栗東市在住者（本
人・家族・施設職員やケアマネジャー等支援者）
※手話通訳が必要な人は11月16日㈬までにご連絡くだ
さい。

問い合わせ…NPO法人成年後見センターもだま☎598－0246、FAX598－0888
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一人一人の協力で、使われなくなった家電製品は
新しい商品や資源になって生まれかわります
■リサイクル料金一覧
家電リサイクル料金
市の収集
（郵便局に支払う料金）
運搬料金
15型以下 1,836円/台～
画 面
2,900円
テレビ
サイズ
16型以上 2,916円/台～
エアコン
972円/台～
4,200円
170ℓ以下
3,672円/台～
冷蔵庫
4,800円
冷凍庫
171ℓ以上
4,644円/台～
洗濯機・衣類乾燥機
2,484円/台～
2,000円

対象品名

●家電リサイクル法って？〈特定家庭用機器再商品化法〉
資源の有効活用と、クリーンな環境のために、家庭
から排出される廃家電４品目（エアコン、テレビ、冷
蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の有用な資源の
再利用を促進し、廃棄物を減らすために家電リサイク
ル法が誕生（平成13年４月１日施行）しました。

家電リサイクル対象品はごみ集積所に出せません！

次のいずれかの方法で処分してください。
1．小売店で引き取ってもらう。
【家電リサイクル料金が必要】
2．自分で指定引取り所まで運ぶ。
【家電リサイクル料金が必要】
3．市 に収集運搬を依頼する。（毎月１回収集運搬日
を設定しています）
【家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要】
※パ ソコン、消火器、自動車・バイクおよびその部
品（タイヤ、バッテリーなど）、農機具、薬品、危
険物等もごみ集積所には出せません。詳しくは、
ごみ分別名人をご覧ください。

※一部メーカーによりリサイクル料金が異なりますの
で詳しくは下記へお問い合わせください。
《家電リサイクル券センター》
受付時間／午前９時～午後５時
☎0120－319640、FAX03－3903－7551
（日曜日、祝日は休み）
■最寄りの指定引取場所
1．日本通運㈱大津支店滋賀自動車営業課
（野洲市上屋123－7）
☎587－1022、FAX588－0377
2．㈱ケイロジ草津営業所
（草津市駒井沢町字横須198－1）
☎568－3003、FAX568－3008
※搬入時間はいずれも午前９時～午後５時です。日曜
日、祝日および搬入日の正午～午後１時の間は搬入
できません。

使用済小型家電を
無料回収します！

水銀体温計・水銀血圧計
などを無料回収します！

デジタルカメラなどの小型家電には、金やレアメタ
ルといった貴重な資源が含まれていることから、市で
は、市内３か所（市役所本館、北部合同庁舎、図書館
本館）に回収ボックス（投入口：縦17.5cm×横28cm）
を設置して資源物として回収しています。
今回、回収ボックスに入らないサイズの物を中心に、
無料で回収します。
日 時…11月12日㈯ 午前９時30分～午後１時
会 場…北部合同庁舎駐車場
回収品目…電源や充電器、電池で動く家電全般（デジ
タルカメラ、携帯電話、パソコン、ビデオ
レコーダー、炊飯器等）
※次の品目は対象外です。
①テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機（家
電リサイクル対象品）
②マッサージチェア、介護用ベッド、電子ピアノ・
オルガン、電子カーペット、オイルヒーター
回収方法…会場に設置された大型コンテナへ投入して
ください。
※携帯電話やパソコン等に登録されている個人情報は
事前に消去してください。

ご家庭にある体温計、血圧計の中には水銀を使用し
たものがあります。また、蛍光管などにも微量に水銀
が使われています。
水銀は、密閉された状態では危険性はありませんが、
空気に触ると蒸発する性質があります。そのため、水
銀が環境中に放出されると環境汚染や健康被害の原因
になるおそれがあることから、適正な処理を行う取り
組みを進めています。
このようなことから、今回、ご家庭で不用となった
水銀体温計や水銀血圧計、蛍光管を無料で回収します。
日 時…11月12日㈯ 午前９時30分～午後１時
会 場…北部合同庁舎駐車場
回収品目…蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計
※電球や割れた蛍光管、電子式のものは燃えないごみ
で出してください。
回収方法…会場に設置された専用ボックスへ投入して
ください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
2016.11

広報やす

14

暮らしの情報

錦秋の里山登山
錦秋の紅葉を楽しみながら、花緑公園から峠を
越えて妙光寺山へ歩きます。日頃のウォーキング
に替えて地元の里山歩きはいかがでしょうか。
日

時…11月26日㈯
午前９時（集合）～午後４時
※雨天中止
場 所…林業普及センター（旧森林センター）
駐車場集合（野洲市北桜978）
対 象…小学４年生以上、先着30人
内 容…林業普及センター⇒東光寺越え⇒御池⇒
出世不動明王（昼食）⇒妙光寺磨崖仏⇒
北尾根縦走路 ※約５㎞
主 催…環境基本計画推進会議（えこっち・やす）
自然・山部会
持ち物…長袖、長ズボン、軽登山靴、帽子、手袋、
タオル、弁当、飲み物、雨具、杖（必要
な人）
申し込み・ 問い合わせ…11月11日㈮までに住所、
氏名、年齢、電話番号を電話、ファクス
の い ず れ か で 農 林 水 産 課 ☎587－6004、
FAX587－3834
（当日☎090－7756－1792飯田）

ビワマスの採捕が
禁止されています！
10月1日～11月30日
滋賀県下全域にビワマスの採捕が禁止さ
れ、所持・販売も禁止されています。
違反した場合は、滋賀県漁業調整規則によ
る罰則が適用されることがあります。
罰則：６月以下の懲役もしくは
10万円以下の罰金またはこれの併料
違反行為を発見した場合は、滋賀県水産課
もしくは市農林水産課までご連絡ください。
連絡・問い合わせ…
滋賀県水産課☎528－3872
市農林水産課☎587－6004
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野洲川自然の森
ふれあいイベント
～森巡り・竹細工・竹飯を楽しもう～
市三宅地先の旧野洲川北流跡には、整備が進み、散
策もできる自然豊かな森があります。森を巡り、森の
ひろばで、櫓登りや竹笛などの竹細工、竹筒で炊いた
竹飯も楽しみます。
日 時…11月12日㈯ 午前９時～正午頃
※雨天の場合13日㈰
場 所…野洲川自然の森
（市三宅地先 市道市三宅竹生線そば）
対 象…幼稚園年長者、小学生およびその保護者、先
着15組
参加費…無料
持ち物…飲み物、タオル、軍手、筆記用具、ドングリ
など木の実を入れる袋、山歩きの服装、長袖、
長ズボン、帽子、運動靴など
主 催…環境基本計画推進会議（えこっち・やす）
緑の推進委員会
共 催…やす緑のひろば
申し込み・問い合わせ…11月９日㈬までに住所、氏名、
年齢、連絡先（電話番号・ファクス）を都市
計画課☎587－6324、FAX586－2176
（当日☎090－9010－5802熊本）

『家棟川・童子川・中ノ池川に
ビワマスを戻すプロジェクト』

ビワマスフォーラムの開催
「家棟川・童子川・中ノ池川にビ
アメノウオ（ビワマス）
ワマスを戻すプロジェクト」は、市
ご飯の試食あり！
民・事業所・行政・関係機関の協
働により、家棟川水系を遡上するビワマス生息環境の保全・再
生に向け取り組んでいます。
家棟川水系の現状とビワマスを戻すための課題や対策につい
て、事例発表を受けながら、ビワマスが遡上するきれいな川づ
くりについて、いっしょに考えてみませんか。
日 時…12月10日㈯ 午後１時30分～４時
会 場…市民活動支援センターホール（野洲図書館併設）
対 象…どなたでも※申し込み不要
内 容…滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤主任研究員
による講演ほか
参加費…無料
主 催…家 棟川・童子川・中ノ池川にビ
ワマスを戻すプロジェクト
問い合せ…環境課
☎587－6003、FAX587－3834

野洲健康マラソン大会
日

第13回 兵主大社庭園紅葉ライトアップ

時…12月４日㈰

午前９時30分～開会式
午前９時45分～競技開始
（受付／午前８時45分～９時15分）
※雨天決行
会 場…野洲川河川公園陸上競技場周回コース
対 象…市内在住・在学・在勤者（小学生以上）
内 容…小学生２㎞、中学生３㎞、親子２㎞、一般4.2
㎞、8.4㎞等
参加費…100円
申し込み・問い合わせ…11月25日㈮午後４時までに参
加費を添えて野洲市体育協会事務局（北部合
同庁舎２階、開館／午前９時～午後４時）
☎・FAX589－3381
※日曜日、祝日は休み

国の名勝に指定されている兵主大社庭園を今年もラ
イトアップします。期間中の土曜・日曜日、祝日には、
舞楽やミニコンサート、お笑いライブなどを同時開催
します。昼間では味わえない幻想的な紅葉の景色をお
楽しみください。
日 時…11月17日㈭～30日㈬ いずれも午後５時～８
時30分（入園／午後８時まで）
※土曜・日曜日、祝日は午後９時まで
（入園／午後８時30分まで）
場 所…兵主大社庭園（野洲市五条566）
入園料…大人500円、高大生300円、中学生以下無料
その他…11月１日㈫～16日㈬にお得な前売り券を販売
します！
販売場所：野洲市観光物産協会、野洲市商工
会（北部合同庁舎内）、兵主大社
入園料：大人400円、高大生250円
お問い合わせ…野洲市ライトアップ事業実行委員会
（商工観光課内）
☎587－6008、FAX587－3835

赤ちゃんをすこやかに育てるために
シ

ズ

～揺さぶられ症候群とSIDS
（乳幼児突然死症候群）を知ろう～
お母さんやお父さん、育児中の皆さんにぜひ知っ
て欲しいことがあります。
乳幼児揺さぶられ症候群について
～赤ちゃんを激しく揺さぶらないで～
小さい子どもは激しく揺さぶられると、脳が頭
蓋骨の内側に何度も打ちつけられて損傷を受け、
重大な障がいを負うことや、命を落とすことがあ
ります。
赤ちゃんは生後しばらくは、理由もなく泣くこ
とがあります。赤ちゃんが泣きやまなくて困った
とき、まずは、自分の気持ちを落ち着かせて、次
のことを試しましょう。
◦お むつ交換や授乳、体調確認など、いろいろお
世話をしてみましょう。
◦そ れでも泣き続けるときは、そのまま安全なと
ころにあおむけに寝かせ、赤ちゃんから離れて
気分転換を図りましょう。（数分後に様子を確認
します）
◦家 族などの親しい人や相談窓口に電話などで話
してみましょう。
★も しも、赤ちゃんを揺さぶってしまったら、す
ぐに医療機関を受診して正直に話します。対応
が早ければ赤ちゃんを救える可能性があります。
SIDS（乳幼児突然死症候群）について
この病気は、赤ちゃんが睡眠中に突然死亡する原
因不明の病気です。生後２カ月から６カ月に多く、

まれに１歳以上でも発症することがあります。次の
①～③で、発症を減らせることがわかっています。
①うつぶせ寝は避けよう
 医学上の理由でうつぶせ寝をすすめられてい
る場合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけ
に寝かせるようにしましょう。なるべく赤ちゃ
んを一人にしないことや、寝かせ方に対する配
慮をすることは、窒息や誤飲、けがなどの事故
を未然に防ぐことにもなります。
②タバコはやめよう
 タバコは、SIDS発生の大きな危険因子です。
両親が喫煙する場合、両親が喫煙しない場合の
約4.7倍発症率が高いと報告されています。妊娠
中の喫煙は、おなかの赤ちゃんの体重が増えに
くくなりますし、肺などの呼吸中枢にもよくな
い影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろ
んのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙もよ
くありません。身近な人の理解も大切ですので、
日頃から喫煙者に協力を求め、喫煙者は禁煙を
目指しましょう。
③できるだけ母乳で育てよう
 母乳で育てられている赤ちゃんは、人工乳（粉
ミルク）で育てられている赤ちゃんと比べて
SIDSの発症率が低いと報告されています。人工
乳がSIDSを引き起こすわけではありませんが、
赤ちゃんが、よろこんで飲み、体重が順調に増
えているなら、できるだけ母乳を与えましょう。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
2016.11
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11月は児童虐待防止推進月間です!
～さしのべて あなたのその手 いちはやく～
児童虐待に関する相談対応件数は、毎年増加してお
り、子どもの命が奪われるなどの痛ましい事件が後を
絶たない状況です。
児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害するもので
あり、その心身の成長および人格の形成に重大な影響
を与え、将来の世代の育成にも懸念を及ぼします。
平成27年度の児童虐待相談件数は、滋賀県で6,023件
（対前年比：101.3％）、野洲市では419件（対前年比：
107.7％）と年々増加しており、年齢別では小学生以下
が全体の86％を占めています。
子どもたちにとって最も安心できるはずの家庭の中
で起こることから、その発見や対応が難しく、社会全
体で取り組むべき課題です。
子どもたちは自分で身を守ることができません。守
れるのは社会であり、私たちです。子どもや保護者か
らの【サイン】を見逃さないことが大切です。
「気になるなあ」「もしかして虐待かも？」と疑った
らご連絡ください。

【保護者からのサイン】
◇いつもイライラして子どもに当たる
◇子どもの健康や安全への配慮がない
◇子どもを家に置いたままの外出が多い
◇地域との交流がなく孤立している
◆子育て・虐待などの相談ダイヤル
☎189（いちはやく）
◆児童相談所（24時間対応）☎0570－064－000
◆市家庭児童相談室
☎587－6140、
FAX586－2176
子育て中の保護者で、なかなか子育てが思うように
いかないと不安や悩みをかかえておられる人も多いの
ではないでしょうか。
話すことで気持ちが軽くなったり、冷静になれます。
身近な人に話しをしたり、家庭児童相談室にご相談く
ださい。

【子どもからのサイン】
◇不自然なあざ・やけど
オレンジリボンは子どもを虐
◇極端にやせている
待から守るメッセージリボン
◇衣服やからだが不潔
です!
◇無表情、大人を見るとおびえる
◇落ち着きがなく乱暴、情緒不安定

10月６日

オレンジリボンキャラバン隊が訪問
ゆきはたこども園の園児たち（５歳児）

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日（土）～25日（金）
暴力は、性別や加害者・被害者の間柄を問わず決
して許されるものではありません。特に、配偶者等
からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス
（DV）や性犯罪、ストーカー行為、売買春、セクシュ
アル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人
権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を
形成していく上で克服すべき重要な課題です。
「女性に対する暴力をなくす運動」をひとつの機会
ととらえ、今一度、女性の人権を尊重することについ
て考えてみましょう。
○身体的暴力
◦殴る、蹴る、首を絞める
◦髪の毛をつかんでひきずる
◦物を投げつけるなど
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○性的暴力
◦嫌がっているのに性行為を強要する
◦避妊に協力しない
◦無理にポルノビデオ等を見せるなど
○精神的暴力
◦無視する
◦「殴るぞ」「出て行け」「別れるなら殺す」と脅す
◦「 おまえはバカだ」「誰のおかげで生活できるん
だ」など無能だと思わせるなど
○経済的暴力
◦生活費や保険証を渡さない
◦過度にお金を細かく管理する
◦酒や賭け事に生活費をつぎ込むなど
ひとりで悩まずにご相談ください。
相談・問い合わせ…家庭児童相談室
☎587－6140、FAX586－2176
DV相談ナビ0570－0－55210

安全なまちづくりをめざして 守山警察署

指名手配被疑者の発見、
逮捕にご協力を
お願いします！
平成28年８月末現在、全国の警察から指名
手配者は、警察庁指定重要指名手配被疑者を
始めとして、約730人に上っています。
これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事
件、暴行、傷害等の粗暴事件、窃盗事件、詐欺、
横領等の知能犯事件などに関して手配されて
おり、再び犯行を行うおそれがあります。
警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定
した上で、11月中に全国警察の総力を挙げて
追跡捜査を行うこととし、これら被疑者の早
期検挙に取り組んでいるところです。
この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活
動には、皆様のご協力が是非とも必要です。
指名手配被疑者によく似た人を見かけた、
知っている等といった情報があれば、どんな
わずかなことでも結構ですので、警察に通報
していただくようご協力をお願いします。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

平成28年度

平成28年 秋の火災予防運動を実施します！
11月9日（水）～15日（火）
火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防の啓
発を図ることで、火災の発生を防止し、火災による財産の損
失および死傷者を発生させないことを目的に実施します。

住宅防火～いのちを守るポイント～
１.逃 げ遅れをなくすため、住宅用
火災警報器を設置しましょう。
設置している人は、点検と交換
時期に注意しましょう。
２.コンロ等を使用している時は、そ
の場を離れないようにしましょ
う。離れる時は、必ず火を消しま
しょう。

【第45回湖南広域消防局防火ポスター展】
ポスター展で入賞した市内の小学生の防火ポスターを展
示していますので、どなたでもご自由にご覧ください。
期 間…11月１日㈫～15日㈫
場 所…野 洲市総合防災センター・湖南広域消防局東消防
署１階玄関（野洲市辻町488番地）
問い合わせ…湖南広域消防局
東消防署
☎587－1119、FAX586－2266
東消防署出張所 ☎589－3119、FAX589－5421

歳末たすけあい募金配分事業

市社会福祉協議会では、下記の世帯を対象にした要
保護世帯支援事業および福祉施設を対象にした福祉施
設等助成事業を実施します。

要保護世帯支援事業

●ひとり親世帯
（両親がなく、祖父母等が養育している世帯を含む）
 次の①②ともに該当する世帯
①18歳以下の子どもがいる ②一定の収入がない
●高齢者のみの世帯
（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む）
 おおむね75歳以上で、年金（国民年金に限る）収
入のみで生計を立てている世帯
●障がい者世帯
 常時、障がいのある人を介護する必要があるため、
就労が困難であり一定の収入がない世帯
※障がい者とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人
●疾病等による要介護世帯
 常時、疾病等のある人を介護する必要があるため、
就労が困難であり一定の収入がない世帯

●東日本大震災で被災し野洲市に避難されてきた世帯
※被災したことが証明でき、平成28年10月１日現在
で３カ月以上野洲市に在住していること
申請方法…11月21日㈪までに各地区の担当民生委員児
童委員へ相談してください。各地区の民生
委員児童委員から同協議会に申請します。

福祉施設等助成事業

●野洲市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）
申請方法…11月21日㈪までに施設および団体から同協
議会に申請してください。
【支給額】
 いずれも助成額等については、歳末たすけあい募
金配分委員会にて決定します。
問い合わせ…野洲市社会福祉協議会
☎589－4683、FAX589－5783
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