
簡易書留郵便での配達期間は、
　おおよそ３月16日㈭～31日㈮です
　現在お持ちの「国民健康保険被保険者証」（保険証（紫
色））は３月31日で有効期間が満了します。新しい保険
証（桃色）を３月下旬に簡易書留郵便（★）で世帯主様
あてに郵送します。
　配達時に不在等で受け取れなかった場合には、不在連
絡票が配られますので、郵便局に再配達を依頼するか、
または郵便局の窓口で受け取ってください。郵便局での
受け取りの場合、不在連絡票、印鑑、本人確認の証明資
料（運転免許証など）が必要です。
　郵便局での保管期間が過ぎた保険証は普通郵便で再度
郵送しますのでご了承ください。
※ 有効期限が切れた保険証は、４月１日以降にご自身で

廃棄処分してください。

★ 簡易書留郵便とは、郵便局の配達員が自宅に伺い、直
接手渡しする配達方法です。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　開発行為とは、都市計画法の規定で、「主として
建築物の建築やコンクリートプラントなどの特定
工作物を建築するために行う土地の区画形質の変
更」をいいます。
　区画形質の変更とは、概ね次のような場合です。
　　①土地の区画や大きさを変更する行為
　　② 土地の「形」の変更＝土地の盛土・切土で、

土地の形状を変更すること。
　　③ 土地の「質」の変更＝土地の利用形態を変更

すること。
※ 「変更する」とは登記など書面上で変わる場合は

含みません。

　開発行為は、法律等で許可基準が詳細に定められ
ており、法律に違反した場合には罰則があります。
　開発行為に該当するかの判断が難しい場合は、住
宅課まで問い合わせていただくか、建築設計事務
所、土地家屋調査士事務所、不動産会社、工務店な
どの専門家に相談し、法令遵守に努めましょう。

問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

適正な開発行為の
手続きを！

国民健康保険の被保険者証
（保険証）を更新します

心身に重度の障がいのある人への助成券交付のお知らせ

①自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券
　心身に重度の障がいのある人の通院にかかる移送経
費の負担軽減や生活行動範囲の拡大、社会参加の促進
を目的として、自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成
券を交付します。
　助成券の交付を申請される場合は、次の申請方法に
より申請してください。
対　象…�市内在住の身体障害者手帳（等級：１級・２

級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保健
福祉手帳（等級：1級）のいずれかを所持し
ている人

内　容…�助成券（１枚あたり燃料費：420円またはタ
クシー運賃：500円）を年間36枚（腎臓機能
障害により人工透析を受けている人は72枚）
交付します。ただし、年度の途中から助成対
象者となった場合は、申請月から平成30年３
月までの月数に３枚を乗じて得た枚数を交付
します。

②紙おむつ購入費助成券
　在宅で常時紙おむつを必要とする心身に重度の障が
いのある人や介護者の経済的負担の軽減を目的とし
て、紙おむつ購入費助成券を交付します。
　助成券の交付を申請される場合は、次の申請方法に
より申請してください。
対　象…�市内在住の身体障害者手帳（等級：１級・２

級）、療育手帳（程度：A）、精神障害者保健

福祉手帳（等級：１級）のいずれかを所持し
ている常時紙おむつを必要とする３歳以上の
在宅者

内　容…�１人１カ月につき5,000円分（500円×10枚）
の助成券を交付します。

≪ご注意ください≫
　新規交付申請の場合は、申請日の翌月分から交付し
ます。
　更新交付の場合は、紙おむつの使用状況、入院や施
設入所の有無の聞き取りをします。

【申請方法（共通）】
日　時…�３月８日㈬から午前８時30分～午後５時15分

　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）
場　所…�障がい者自立支援課（３月22日㈬午後のみ市

民サービスセンターでも実施）
※ 紙おむつ購入費助成券の新規交付申請は、障がい者

自立支援課でのみ受け付け
持ち物…①お持ちの障害者手帳すべて　②印鑑
問い合わせ…障がい者自立支援課
　　　　　　☎587－6087、FAX586－2177

高齢者等おむつ費用助成券の交付は、３月21日㈫
から高齢福祉課で行います。（３月22日㈬午後のみ
市民サービスセンターでも実施）該当者には、３
月中旬に別途通知します。
問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

郵便で
お届け

暮らしの情報
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　成年後見制度の仕組みや手続きの方法など、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…３月８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。
問い合わせ…ＮＰＯ法人成年後見センターもだま☎598－0246、FAX598－0888

成年後見制度

の相談会開催

日　時…３月４日㈯　午後２時～４時（受付／午後１時30分～）
場　所…コミュニティーセンターひょうず
対　象…�どなたでも、先着200人　※申し込み不要
　　　　　　　　　　（満席の場合は、お断りする場合があります。）
内　容…�講演「発達障がいを持つ子どもの苦労を知る～私たちが変わ

れば、子どもが変わる、その理由～」／早川星朗さん（ロイ
ヤルベルクリニック小児科発達外来医師）

参加費…無料
※託児はありません。
問い合わせ…発達支援センター☎587－0033､FAX587－2004

発達支援センター

研修・啓発事業

～講演会開催の
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

　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、医療機関などで人間ドック・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の
で、ご利用ください。

対　　象…次の①～③を全て満たす人
　　　　　①受診開始日に国保の被保険者である人
　　　　　②市税を滞納していない人
　　　　　③ 申請年度において、特定健診を受診して

いない人
医療機関…市内・市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」
以上のときは、「限度額」となります。

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

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
該当しない場合は申請いただいても助成
金の支給はできません。）

申し込み…１． 人間ドックなど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振込先口座番号の控えを
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

≪お詫びと訂正≫
　２月号３ページ「市主催の申告相談日程」記事中、指定対象地域に誤りがありましたので訂正してお詫びします。
　　（正） 三上 （山出 ・東林寺 ・前田 ・小中小路 ・大中小路）　　　（誤）三上（山手・東林寺・前田・小中小路・大中小路）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…税務課☎ 587 － 6040
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認知症サポーター
養成講座のお知らせ

　介護に関する情報交換、認知症や介護の悩み
を気軽に相談できる場、同じ悩みを持つ人との
交流の場など皆さんの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
してもご利用ください。

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
　　　　※飲み物やお菓子代100円程度別途要
問い合わせ…地域包括支援センター
　　　　　　☎587－1332、FAX587－5004

「介護カフェおこしやす」

開催お知らせ！

市民活動事例報告会の
お知らせ

～元気な活動団体を紹介します～　環境基本計画推進会議（えこっち・やす）緑の推進委員会では、
河辺林や鎮守の森の再生、街路樹の育成、工場や公共施設の緑化
を推進しており、市の環境基本計画の推進に取り組んでいます。
　この活動にご参加いただく意欲のある市民を対象に、樹木医に
よる樹木の管理と剪定技術の講習会を行います。

日　時…�３月25日㈯
　　　　午前／午前10時～正午（受付／９時30分～）
　　　　午後／午後１時～３時（受付／午後０時30分～）
　　　　※雨天時26日㈰
場　所…�コミュニティーセンターきたの
対　象…�どなたでも、先着30人　※申し込み多数の場合、自治会

役員や樹木の管理に関わっている人、初めての人を優先
内　容…午前／樹木の管理講習、午後／剪定実習
参加費…無料　※テキスト代400円別途要（希望者のみ）
持ち物…�軍手、筆記用具、剪定バサミ、のこぎり、弁当、作業の

できる服装
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（市内緑化推進市民の会）
その他…�当日は傷害保険に加入します。既に講習会を受講された

人は、午後のみの受講可
申し込み�・問い合わせ…３月22日㈬までに都市計画課☎587－

6324、FAX586－2176

　市では、市民団体の活動を市民活動情
報紙「つながり」や市ホームページで紹
介し、新たにNPO法人の立ち上げのため
の助成金支援を行うなど様々な形で応援
しています。
　地域での活動には、ともに活動する仲
間づくりやコミュニケーションが大切で
す。今回、市内で活動されている市民団
体の具体的な事業内容と活動事例の報
告、市民団体間の交流や情報交換を目的
として「市民活動事例報告会」を開催し
ます。
　市民活動のヒントを見つけ、今後の活
動に活かしてみませんか。

日　時…３月18日㈯
　　　　午後２時～３時30分
場　所…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、先着40人
　　　　※申し込み不要
問い合わせ…市民活動支援センター
　　　　　　☎518－0556、FAX518－0557

　認知症の知識や接し方について知り、認知症の人や
その家族を温かく見守り、できる範囲で応援する認知
症サポーターを養成する講座を開催します。
　多数のご参加をお待ちしています。

日　時…３月13日㈪　午前10時～正午
場　所…野洲市健康福祉センター２階研修室
　　　　※なるべく公共交通機関をご利用ください。
内　容…�講義「認知症をみんなで理解しよう！」、
　　　　グループワーク等
対　者…市内在住者、先着30人
参加費…無料
申し込み�・問い合わせ…３月８日㈬までに地域包括支

援センター☎588－2337、FAX586－3668

第６回 樹木の管理と
剪定技術講習会

暮らしの情報
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　予防接種率を向上させるための週間です。予防接種は病気に対する免疫をつくることで、発症を抑えたり、かかっ
ても症状を軽くしたりします。また、本人の免疫獲得だけでなく、まわりの人や次の世代の感染症を防ぐ効果も
あります。予防接種を正しく理解し、かかりつけ医とよく相談しながら、接種しましょう。
●市内の実施医療機関

医療機関名 住　所 電話番号 3/1㈬ 3/2㈭ 3/3㈮ 3/4㈯ 3/6㈪ 3/7㈫午前 午後
えとうクリニック 吉地1193－1 575－8808 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
甲原医院 小篠原2057番地1 587－0070 × ○ ○ × × ○ ○
澤田医院 冨波甲1087－1 588－5855 ○ ○ ○ × × × ○
すぎやま内科 小篠原1974番地1 586－1218 ○ × ○ ○ × ○ 午前
高田クリニック 行畑736番地 535－1528 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
たちいり小児科医院 久野部198－1 588－0141 午前 ○ ○ ○ ○ ○ ○
田中医院 比江816 589－2113 × ○ ○ ○ × ○ ○
ちかもち内科医院 小篠原2208－1 518－0511 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
本田医院 近江富士2丁目5番2号 588－3500 ○ × ○ ○ × ○ ○
南医院 吉地1412番地 589－5061 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
もりおか小児科医院 三上2112番地9 586－4900 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
吉川医院 吉川928番地 589－3901 ○ 午前 ○ ○ × ○ 午前
吉田クリニック 市三宅2732番地 588－5080 ○ × ○ ○ ○ ○ ○
野洲病院 小篠原1094番地 587－1332 × ○ × × × ○ ×
※事前予約が必要です。（実施可能な予防接種の種類は、各医療機関にお問い合わせください。）
※守山・草津・栗東市の医療機関でも実施しています。
※野洲・守山・草津・栗東市以外の一部の県内医療機関は、事前手続きが必要です。

第62回北村季吟顕彰記念事業　俳句募集！

【募集の部】
　応募作品の中から選者ごとに特選３句、準特選５句、
入選35句（句集掲載のみ）を選びます。
対　象…どなたでも
俳　題…�四季雑詠（季節・題は自由、自己の作品・未

発表作品に限る）
組　数…５句１組（何組でも可）
投句料…1,000円／組
選　者…�北田夏生、野瀨章子、藤野鶴山
　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順、敬称略）
申し込み�・問い合わせ…４月10日㈪までに所定の投句

用紙【募集の部】に必要事項を記入し、投句
料を添えて持参または郵便小為替を同封の
上、郵送のいずれかで北村顕彰会事務局（生
涯学習スポーツ課内）（〒520－2395野洲市

小 篠 原2100番 地 １） ☎587－6053、FAX587－
3835

※郵送での申し込みは、当日消印有効
※投句原稿・投句料は返却しません。
※ 投句用紙は、生涯学習スポーツ課、野洲文化ホール、

さざなみホール、各コミセン、市民サービスセン
ター、歴史民俗博物館、野洲図書館、市民活動支援
センター、北自治会館に設置しています。

【当日の日程】　※会場は、野洲文化ホール小ホールです。
10時30分～　俳句巻開
　　　　　　第１部　 募集の部・表彰式
11時～　　　第２部　お話会・歌声コンサート
正午～　　　第３部　 当日の部（北村季吟賞）選評、

総評、表彰式

　　　　　☆★☆確認をお願いします☆★☆
　次の予防接種をまだ受けておられない人は、対象期
間を確認のうえ、早めに受けましょう。
◆ＭＲ（麻しん風しん）予防接種　第2期
対象および接種回数…小学校就学前の１年間（平成22
年４月２日～平成23年４月１日生まれの人）／１回接種
接種費用…３月31日までは無料
◆日本脳炎予防接種　第1期・第2期
対象および接種回数…第１期／３歳～７歳半未満、第
２期／９歳～13歳未満　計４回接種
※ 次の対象年月日の人は、接種回数をご確認ください。

特例措置の対象となりますので、健康推進課までお

　問い合わせください。
①平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人
② 平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれの人
◆B型肝炎予防接種
対象および接種回数…平成28年４月１日以降生まれの
１歳未満の人／３回接種
※ 平成28年４～５月生まれの人は、接種期限が迫って

いますので、ご注意ください。

問い�合わせ…健康推進課☎588-1788、FAX586-3668

3月1日（水）～7日（火）は「子どもの予防接種週間」です

　北村季吟顕彰会では、６月10日㈯に行う第62回北村季吟顕彰記念俳句会の俳句を募集します。たくさんの投句
をお待ちしております。
　「募集の部」に投句いただいた人に限り、「当日の部」に投句できます。まずは、「募集の部」に投句を！！

2017.3　広報やす　　12



　

■スポーツ教室
教　室　名 対　象 定　員 時　間 曜　日 開始日 回　数

水泳選手育成
障がいのある人で当センターの
条件（注１）を満たす人（小学
校６年生以上）

15人程度 18：30～
20：30 金 4/7～ 45

セラバンドを使った筋力アップ 障がいのある人・障がいのない
人 10人程度 13：30～

14：30 木 4/13～ 12

ヨ　ガ 身体障がい者・精神障がい者・
障がいのない人 20人 10：00～

11：30 火 4/25～ 11

楽しく笑顔でリハビリ
在宅のパーキンソン病の人（身
障手帳または特定医療費（指定
難病）受給者証所持者）

15人程度 13：30～
15：30 木 4/27～ 12

　注１：滋賀県障害者スポーツ大会・全国大会への出場を希望し、高い意識で参加できること。
■文化教室

教　室　名 対　象 定　員 時　間 曜　日 開始日 回　数

パソコン
身体障がい者・精神障がい者で
条件（注２）を満たす人（小学
校３年生以上）

８人 13：30～
15：30 土 4/8～ 3

　注２：文字打ちのできる人、パソコンを持参できる人
参加費…無料　※スポーツ教室はスポーツ安全保険料、障がいのない人は、施設使用料別途要
申込期間…スポーツ教室／３月１日㈬～20日㈷
　　　　　　　文化教室／３月10日㈮～31日㈮
　　　　　　　※いずれも執務時間内に限る
申し込み・問い�合わせ…所定の受講申込書・予備調査表に必要事項を記入の上、郵送、ファ

クスまたは持参のいずれかで滋賀県立障害者福祉センター（〒525－0072
草津市笠山八丁目５番130号）☎564－7327、FAX564－7641

※受講申込書・予備調査表は、ホームページに掲載しています。
                                            　http://www.shiga-fukushi-center.com/
※文化教室は、予備調査票の提出は不要です。
※申し込み多数の場合は、障がいのある人を優先し抽選となります。

　各サークルの１年間の活動の成果を発表・展示
します。多数のご来場をお待ちしています。

日　時…３月14日㈫　午後１時30分～３時30分
場　所…コミセンきたの
問い合わせ…高齢福祉課
　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

※ 生きがいづくり事業として市が（担当課：高齢
福祉課）実施していました「生きがいづくりの
会」は、平成28年度をもって終了します。

　平成29年度からは、野洲市老人クラブ連合会の
　傘下で、新たに活動を開始します。

「生きがいづくりの会クラブ」
平成29年度新規サークル会員募集！

　野洲市老人クラブ連合会では、趣味サークル
「生きがいづくりの会クラブ」を創設し、高齢者
の生きがいづくり・仲間づくりを応援します。何
か趣味を持ちたい人、楽しみながら仲間づくりを
したい人など、多数の入会をお待ちしております。

募集サークル…
【コミセンやすで活動のサークル】
　　民踊、エルダー体操、編物
【野洲市健康福祉センターで活動のサークル】
　 　園芸、エルダー体操、健康太極拳、健康料理、

俳画、作陶、アートフラワー、囲碁、将棋、笑
いヨガ、ストレッチ・ヨーガ、健康マージャン、
ちぎり絵、編物
対　象…�60歳以上の市内在住者で、野洲市老人ク

ラブ連合会に加入または加入予定の人
※ 平成28年度「生きがいづくりの会」の会員で平

成29年度も継続加入される場合は、申し込み手
続きは不要です。
会費・活�動費等…各サークルによって異なりま

す。詳細は、老人クラブ連合会、高齢福
祉課、市民サービスセンター、野洲市健
康福祉センターに設置の募集案内チラシ
をご覧ください。

申し込み�・問い合わせ…野洲市老人クラブ連合会
事務局（野洲市健康福祉センター内）

　　　　☎588－2940

「生きがいづくりの会」発表会のお知らせ

平成29年度スポーツ教室・文化教室募集

暮らしの情報
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　春になると、新１年生となり小学校に通う子どもや、
新たに幼稚園・保育園（こども園）に通う子どもが増え
ます。子どもを悲惨な事故から守るために、交通ルール
を教え、ドライバーは安全運転に努めましょう。
　交通ルールを守ることは、交通事故を防止し、自分の
命を守るためにとても大切なことです。子どもには正し
い交通ルールを繰り返し教え、命を守る意識を持たせ身
近な危険に対応できる力を育てましょう。
　子どもは、大人のすることをよく見ていて、真似をし
ます。そのため、保護者をはじめとした周りの大人が交
通ルールを守ることが大切です。子どもの手本となる行
動を心掛けてください。
　新入学（園）児がいる家庭では、子どもと一緒に通学

（園）路を歩きながら、どこに、どのような危険があるの
か、子どもの目線で考え、教えましょう。
　「飛び出しはしない」「信号を守る」「横断歩道を渡る」
という交通安全の基本は、なぜそうするのか考えさせ、
安全確認することの大切さと、車が来ていたら渡らない
ことも同時に教えましょう。
　また、ドライバーは、子どもの行き来が予想される場
所を通行する場合や、子どもを見かけたときは、徐行し
子どもの動きに注意して、不意の行動に対応できるよう
な運転を心がけましょう。
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

新入学（園）児の交通事故防止

○特定期間
　国民年金の第３号被保険者が、配偶者（第２号被
保険者）の退職やご本人の収入が増加等により扶養
から外れた場合には、第１号被保険者への切替手続
きが必要です。
　この切替手続きが２年以上遅れ、時効により国民
年金の保険料を納付することができなかった期間は、
届出により年金の受給資格期間に算入することがで
き、年金を受けとれない事態を防止できる場合があ
ります。（年金額には反映されません。）
○特例追納制度
　届出により特定期間とされた期間は、平成27年４
月１日から平成30年３月31日までの３年間、特定保
険料を納付（特例追納）することで年金額を増やす
ことができる場合があります。
（既に年金を受給している人は、特例追納をしても
年金額が増えない場合があります。）
【特例追納の対象期間】
◦ 特例追納する時点で60歳未満の人：承認があった

月前10年以内の期間
◦ 特例追納する時点で60歳以上の人：50歳以上60歳

未満であった期間
※ 詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ…
　● ねんきん加入者ダイヤル…☎0570－003－004（ナ

ビダイヤル）（050から始まる電話でおかけにな
る場合は☎03－6630－2525）

　　受付時間： 月曜～金曜日　午前８時30分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　午後７時
　　　　　　　　　　　　　　　　　（祝日は除く）
　　　　　　　　第２土曜日　午前９時～午後９時
　●草津年金事務所…☎567－2220
　　受付時間： 月曜～金曜日　午前８時30分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　午後５時15分

国民年金 特定期間・
特例追納制度のご案内

　不法投棄の早期発見
には市民の皆さんの協
力が欠かせません。
　不法投棄が行われる
と景観が損なわれ、悪
臭や周辺の土壌・水の
汚染などさまざまな自
然環境に悪影響を及ぼ
します。不法投棄した人には、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」により５年以下の懲役または、
1,000万円以下の罰金が課せられます。
　私たち一人ひとりが、自分の出したごみに責任
を持ち、マナーを守り、「私一人ぐらい捨てても」
ではなく「私からごみをなくそう」という気持ちに
なって、ごみを捨てにくい環境づくりを心掛けま
しょう。また、不法投棄をしているところを見つけ
たら警察に通報してください。
　土地・建物の所有者・管理者は、その場所を清
潔に保つよう努め、もしごみが捨てられ、行為者
が特定できない場合は、自らの責任で処理しなけ
ればなりません。
　日頃から、簡単に人が立ち入りできないように
囲いを設けるなど、土地の管理には十分な心掛け
をしてください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

■最近の主な火災原因
★放火（疑い）　★たばこ
★焚き火　　　 ★天ぷら鍋の放置
～気の緩みが火災を引き起こします！
今からできる火災予防４つの習慣～
４つの習慣

☆寝たばこは、絶対にしない！
☆ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

使用する！
☆ 調理器具などのそばを離れるときは、必ず火を

消す！
☆家の周囲を整理、ゴミなどはなるべく置かない！
■予防運動期間中の東消防署の主な取り組み�
　１．保育園等への防火訪問の実施
　２． 消防車両などによる防火広報と市内街頭広
　　   報の実施
　３．事業所への立入検査の実施
お家の住宅用火災警報器、取り替え
時期ではありませんか？
10年が目安です。適正に
維持管理しましょう！
問い合わせ…
　東消防署☎587－1119、FAX586－2266
　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421

ごみの不法投棄はやめましょう！
～皆さんの力で美しく住みよいまちに～

３月１日（水）～７日（火）
春の火災予防運動実施中
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