
　市が相談業務を委託している身体障が
い者相談員と知的障がい者相談員が、障
がいのある人やそのご家族の相談に応じ
ます。
　地域での暮らしや生活自立、社会参加
など気軽にご相談ください。

日　時…１月20日㈮
　　　　午後１時30分～３時
会　場…コミュニティセンターひょうず
　　　　◦身体障がい者の相談
　　　　　　　１階　会議室
　　　　◦知的障がい者の相談
　　　　　　　２階　研修室
※手話通訳および要約筆記（ノートテイ

ク）を希望する人は１月10日㈫までに
ご連絡ください。
連絡・問�い合わせ…
　障がい者自立支援課地域生活支援室
　☎587－6169、FAX586－2177

　３月に中学校を卒業、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支度金を支給します。
申請期間…�１月16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）
申請場所…子育て家庭支援課
対象者…次の①～③を全て満たす人
　　　　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。
　　　　②１月１日で市内に在住されている母子家庭、父子家庭

または父母のいない家庭であること。
　　　　③平成28年度市民税において非課税世帯（注）に属して

いること。
　　　　（注）世帯員全員が市民税を課せられていない世帯
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
※申請には、申請者の振込口座がわかるもの（口座番号等）、印鑑、

児童扶養手当証書または福祉医療費受給券が必要になります。
※受給券をお持ちでない人はお問い合わせください。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

身体・知的障がい者相談員
による相談会のお知らせ

～ひとり親家庭の皆さんへ～
入学等支度金のお知らせ

　滋賀県保育士・保育所支援センターが野洲市三方よし人材バンク（無料職業紹介
所）と連携して、保育士・看護師・栄養士・調理師・保健師の資格、免許を持ってい
る人に、県内の保育所への就職相談会を実施します。お仕事を希望されている人や詳
しい内容を知りたい人はお気軽にお越しください。
　日　時…１月14日㈯　午前10時～午後３時
　場　所…アル・プラザ守山モリーブ１階セントラルコート
　　　　　（守山市播磨田町185－１）
　問い合わせ…�滋賀県保育士・保育所支援センター☎516－9090、FAX521－2117、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eメールotoiawase@shiga-hoikukyo.jp
　　　　　　市こども課☎587－6052、FAX586－2176、Eメールkodomo@city.yasu.lg.jp

保育所への

就労相談会を

開催します

　所得税の確定申告や住民税の申告で、医療費控除の「おむつ購入費の控除」を受ける場合、購入費用に係る領
収書のほかに、医師が発行する「おむつ使用証明書」の添付または提示が必要です。
　なお、２年目以降の申告は、申請に基づき市が交付する介護保険主治医意見書の「内容確認書（寝たきりであ
ることや尿失禁の発生可能性を確認した旨の書類）」で「おむつ使用証明書」に代えることができます。内容確
認書の交付は、高齢福祉課へ申請してください。（交付には１週間程度かかります。）
※「おむつ購入費の控除」を２年目以降に受ける場合でも、主治医意見書の内容がおむつ使用証明の要件と合致

しないときは交付できませんので、従来どおり医師の「おむつ使用証明書」が必要です。

申請に必要なもの…�内容確認書申請書（高齢福祉課に設置）、介護保険被保険者証、印鑑
申し込み・�問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
※医療費控除の詳細は、草津税務署☎562－1315または市税務課☎587－6040、FAX587－2439へお問い合わせくだ

さい。

医療費控除に「おむつ使用証明書」が必要です

暮らしの情報
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　貴重な文化財は後世に伝える必要があり、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。
　多数の見学をお待ちしています。

日　時…１月28日㈯　午前８時～９時
場　所…�生和神社（野洲市冨波乙631番地）および周辺一帯
問い合わせ…市文化財保護課☎589－6436
　　　　　　東消防署出張所☎589－3119

　COPD（ChronicObstructivePulmonaryDisease）とは日本語で慢性閉塞性肺疾患といい、かつては肺気腫・
慢性気管支炎と呼ばれていた病気です。COPDで一度失われた肺の動きは元には戻りません。早期からの予防や
治療でCOPDの進行・悪化を防ぎましょう。

日　時…１月21日㈯　午後２時40分～４時（受付／午後２時30分～）
場　所…中主防災コミュニティセンター２階（北部合同庁舎隣）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…�講演「息苦しい！その正体は？～肺の生活習慣病、COPDを防ぐには～」／塩

しお

田
た

哲
てつひろ

広さん（県立成人病
センター呼吸器内科科長）

参加費…無料
問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　野洲クリーンセンターと蓮池の里第二処分場のホームページが新しくなりました。ごみの処分に関す
る情報のほか、ごみ処理の運転状況およびごみの焼却で発生する排ガスの濃度をリアルタイムでご覧い
ただけます。イベント開催の情報なども、今後掲載していきますので、是非ご覧ください。
　また、施設の見学や会議室の使用についても情報を掲載しておりますので、ホームページでご確認く
ださい。

＜ホームページ＞　http://www.yasu-clean.jp/
＜運転状況のページ＞　http://www.yasu-clean.jp/gas/
※スマートフォンでは正常に表示されない場合があります。

　クリーンセンターへ搬入された剪定枝を細かく砕いた剪定枝チップ
を無料配布します。チップは、土壌改良材やマルチング材として利用
いただけます。希望される人は、野洲クリーンセンターへ事前に問い
合わせの上、お越しください。

問い合わ�せ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

健康づくり研修会開催

野洲クリーンセンターのホームページをリニューアルしました

文化財防ぎょ訓練
のお知らせ

剪定枝チップの無料配布を始めました
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　市内事業所等から排出される一般廃棄物を取り扱うために必要な収集運搬業の受け付けを行います。

受付期間…２月１日㈬～10日㈮いずれも午前９時～午後５時（土曜・日曜日は除く）
対　　象…野洲市一般廃棄物処理業許可書を有するもの
※食品廃棄物の年間排出量が100ｔ以上の食品関連事業者から委託を受け

再生利用等を実施するため新規に収集を希望する場合は、別途ご相談
ください。

申し込み・問合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
※申請書類等については、事前にお問い合わせください。

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
　　　　　　　　　　（午前11時30分～午後１時30分除く）
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…追加登録を希望される業者
　　有効年度…平成29年度
○建設工事
　　対　　象…更新・新規登録を希望される業者
　　有効年度…�平成29年度（市内、準市内）
　　　　　　　平成29～31年度（県内、準県内、県外）
○測量、建設コンサルタント
　　対　　象…更新・新規登録を希望される業者
　　有効年度…�平成29～31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

　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８日㈰　午前９時30分～
会　場…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…市生活安全課
　　　　　☎587－6089、FAX587－4033
　　　　　東消防署
　　　　　☎587－1119、FAX586－2266

入札参加資格審査申請のお知らせ
野洲市消防出初式

のお知らせ

事業系一般廃棄物処理業の許可更新申請のお知らせ

お済ですか？
プラごみ袋の交換！

　平成28年９月のプラごみ分別収集の終了により、使用で
きなくなったプラごみ袋の交換は、３月31日㈮までです。
　在庫をお持ちの人は、早めの交換をお願いします。
交換場所…環境課、市民サービスセンター
交換時間…�毎週月曜～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分（祝日は除く）
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

暮らしの情報
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　市では舗装の老朽化により舗装修繕工事を行います。工事は、通行車両の安全を確保するため終日全面
通行止めで行います。迂回路看板や誘導員の指示により通行願います。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力よろしくお願いします。

○工事名称…市道大篠原入町線舗装修繕工事
○工事期間…１月中旬～２月末
○問い合わせ…道路河川課
　　　　　　　☎587－6323、
　　　　　　　FAX586－2176

舗装修繕工事に伴う迂回路のお知らせ

知っておきたい！お酒のこと
◆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。

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
　　　　　　　　　　　（年末年始･祝日は除く）
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、健康的に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。次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

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
　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…�新規として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…①12月までの掛金を完納していること②納期を経過した市税を完納していること
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月の間
※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

びわ湖線

近江八幡市

新幹線

JR篠原駅

国道 8号光
善
寺
川

寺

村田製作所

篠原小

迂回路

工事区間
普通車の迂回路

大型車の迂回路
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　ひとり親家庭を対象にスポーツ交流会＆お楽
しみ会を開催します。親子で楽しいひとときを
過ごしませんか？

日　時…２月５日㈰　午前10時～正午
場　所…コミュニティセンターぎおう
内　容…ニュースポーツ体験他
料金…無料
申し込�み・問い合わせ…１月27日㈮までに
　　　野洲市社会福祉協議会
　　　☎589－4683、
　　　　　FAX589－5783

　湖南広域消防局では携帯電話やスマートフォ
ンを利用して外出先からでも119番通報ができ
る「NET119緊急通報システム」を平成29年４
月１日㈯から運用を開始します。
　本システムの利用には、事前に登録手続きが
必要となりますので、登録説明会を開催します。
　詳細は、ホームページに掲載しています。
　　　　　　　　　　　　（「湖南消防」で検索）

日　時…①１月29日㈰　②２月４日㈯　③２月19日㈰　④２月25日㈯
　　　　いずれも午前９時30分～正午
会　場…①草津市コミュニティ防災センター（草津市上笠町477番地１）
　　　　②野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）
　　　　③守山市コミュニティ防災センター（守山市石田町377番地の１）
　　　　④湖南広域行政組合総合庁舎（栗東市小柿三丁目１番１号）
対　象…�草津市・守山市・栗東市・野洲市在住・在勤・在学者で聴覚

や言語機能に障がいがあり、音声による119番通報が困難な人
定　員…先着30人　※申し込み多数の場合は調整します。
申し込み�・問い合わせ…住所、氏名、連絡先、「登録説明会希望」と

記入の上、ファクスで湖南広域消防局災害管制課FAX552－
5050、☎552－8119

※各会場には、手話通訳と要約筆記を準備しています。

　湖南広域行政組合が発注する一般
（指名）競争入札等の入札参加資格審
査の申請を次のとおり受け付けます。

対　　象…物品関係
　　　　　（メンテナンス関係含む）
有効年度…平成29～31年度
受付期間…�１月16日㈪～２月８日㈬
　　　　　いずれも午前９時～午後４時
　　　　　　（正午～午後１時は除く）
受付場所…�湖南広域行政組合総務課

（〒520－3024栗東市小柿三
丁目１番１号総合庁舎５階）

※申請書類は、１月16日㈪から配布し、
ホームページにも掲載しています。

※郵送による提出も可
※継続される場合も申請が必要です。
問い合わせ…�湖南広域行政組合総務課

財政管理係☎551－2727、
FAX551－2729、ホームペー
ジhttp://www.konan-
kouiki.jp/

日　時…１月28日㈯午後１時30分～４時まで
　　　　（受付／午後１時～）
場　所…コミュニティセンターきたの大ホール
対　象…どなたでも
参加費…無料
内　容…①式典／功労者表彰、功労団体表彰等
　　　　②シンポジウム「深めよう地域の絆高めよ

う地域の防災・福祉力」／コーディネー
ター：桑原英文さん（コミュニティ･エン
パワメント･オフィスFEELDo代表）、登
壇者：NPO法人篠原シニアネット、冨波
松陽台自主防災隊

問い合わせ…野洲市社会福祉協議会
　　　　　　☎589－4683、
　　　　　　FAX589－5783

湖南広域行政組合
入札参加資格審査
申請のお知らせ

野洲市社会福祉大会
開催のお知らせ

母子・父子家庭
スポーツ交流会＆お楽しみ会

聴覚や言語機能に障がい等のある人へ
～事前登録制「ＮＥＴ１１９緊急通報システム」を開始～

暮らしの情報
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【20歳になったら国民年金】
　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての
人は国民年金に加入して保険料を納めることにな
ります。
　自営業者・学生・フリーターの人が20歳になっ
たときは、住所地の市町村役場で国民年金加入の
手続きが必要です。また、厚生年金保険や共済組
合の加入者（第２号被保険者）に扶養されている
配偶者の人が20歳になったときは、第２号被保険
者の勤務先を経由して加入の手続きを行うことに
なります。
　なお、第２号被保険者が20歳になったときは、
加入の手続きは必要ありません。
　国民年金の加入手続きをきちんとして、保険料
を納めましょう。
　

【20歳になられた学生の皆さんへ】
　学生の皆さんは、所得が少ない等の理由で国民
年金保険料を納めることが経済的に困難な場合が
多いため、在学期間中の保険料の納付を猶予する

「学生納付特例制度」があります。
　対象となる人は、大学等に在学する20歳以上の
人で、本人の前年所得が118万円以下の人が対象
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

●110番のかけ方
　110番をかけると、「110番緊急
電話です」「何がありましたか」

「事件ですか、事故ですか?」とお
尋ねしますので、「何があったか」
を伝えてください。
　事件であれば「いつ」「どこで」

「どのような事件か」「犯人の人相
着衣・逃走方向など」、事故であ
れば「どういう事故なのか」「け
が人はいるのか」「119番通報はし
ているか」等を順に聞いていきま
すので、慌てず警察官の質問に答えてください。
●110番通報から警察官が到着するまで
　滋賀県内で110番通報をされると、すべて大津市に
ある滋賀県警察本部に繋がります。
　110番通報を受けた警察官は直ちに状況を聞きます
が、会話内容は他の警察官も同時に聞いており、現場
に一番近いパトカーに指令を出すことができます。
●110番の正しい利用のお願い
　110番は、事件・事故など、警察に緊急通報するた
めの専用電話で、その回線も限りがあります。緊急で
ない相談事や免許の照会などで110番を使用されます
と、事件・事故の際に110番がかかりにくくなってし
まいます。
　警察に対する意見要望、問い合わせ、各種相談につ
いては「#9110」または守山警察署までお願いします。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして

守山警察署

110番の正しい利用

しがの女性活躍応援フォーラム
　女性が多様な生き方や働き方を選択し、持てる力を
存分に発揮できる社会の実現に向けた社会的気運の醸
成を図るためのフォーラムを開催します。

日時…２月４日㈯　午前10時～正午
場所…県立男女共同参画センター大ホール
　　　（近江八幡市鷹飼町80－４）
内容…�【第１部】講演「女性が活躍する社会に向けて

～私が伝えてきたこと、いま伝えたいこと～」
／国谷裕子さん（キャスター※H28年３月まで
NHK「クローズアップ現代」キャスター）

　　　【第２部】パネルディスカッション

対象…先着300人
　　　◦女性活躍に関心のある人、女性活躍を応援す

る人
　　　◦地域活動や創業等に関わる人
　　　◦企業や団体等の経営者、リーダー層など
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…滋賀県女性活躍推進課
　　　　　　　　　　　☎528－3770、FAX528－4807

※詳細は、滋賀県女性活躍推進課ホームページをご覧
ください。
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