
― 介護予防普及啓発事業 －

いきいき百歳体操を学ぼう＆体験しよう

　いきいき百歳体操は、年齢を重ねてもいつまでも元気で過ごすため、筋力の維持・向上や体力づくりを目的と
した体操です。
　この体操を体験してみませんか？また、お住まいの地域で始めてみませんか？

日　時…９月22日㈮　午後１時30分～３時30分
場　所…野洲市総合防災センター２階研修室（野洲市辻町488番地）
対　象…おおむね60歳以上の市内在住者
持ち物…動きやすい服装・靴、筆記用具、めがね等（必要な人）、お茶か水
※�当日20台程度の駐車が可能です。満車の場合は、野洲図書館または野洲市健康福祉センターの駐車場をご利用
ください。
申し込み・問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

　体や脳などの現状を客観的に測定します。体力測定値と測定した体の成分（ミネラル量、タンパク質、筋肉量、
脂肪量）の結果を即日お渡しします。
　なお、当日は京都橘大学（共同主催）の学生が測定のお手伝いをさせていただきます。

日　時…９月７日㈭　午後１時～３時
場　所…野洲市総合防災センター２階研修室（野洲市辻町488番地）
対　象…65歳以上の市内在住者、先着40人
内　容…①身体計測（からだの成分や筋肉量・脂肪量などを測定します。）
　　　　②体の機能の測定（筋力、歩行、バランス能力など測定します。）
　　　　③呼吸機能の測定
　　　　④脳の機能の測定（記憶力や注意力などを検査します。）
持ち物…運動ができる服装、めがね等（必要な人）、お茶などの飲み物
参加費…無料
※お車で来場される場合は、野洲図書館駐車場をご利用ください。
申し込み・問い合わせ…�９月５日㈫までに氏名、生年月日、連絡先を記入の上、ファクスまたは電話のいずれか

で地域包括支援センターFAX586－3668、☎588－2337

いつまでも元気でありたい！
あなたのための高齢者体力測定会

暮らしの情報
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2018年版　県民手帳　予約受付中!!
内　容…１．日記帳／月間・週間予定表
　　　　２．�各種最新統計資料／滋賀県や県内市町の主な
　　　　　　統計データを掲載
　　　　３．�便利な生活情報／19市町別紹介／県内官公庁
　　　　　　や各種施設の一覧など
装　丁…サイズ139mm×82mm
料　金…600円／冊（税込）
申し込み・問い合わせ…９月29日㈮までに企画調整課☎587－6039、FAX586－2200
※引渡しは、11月上旬（予定）となります。

　県民手帳は、市内の書店（ふたば書房、未来屋書店、本のがんこ堂）や一部セブンイレブンでも販売
される予定です。

滋賀県イメージキャラクター
「うぉーたん」

60年以上続く隠れたベストセラー！
県内４施設の利用料割引パスポート付！
予定表は2019年３月まで使えて便利！

【万葉台自治会】
　同センターの宝くじ助成を受け、ホーンスピーカー、卓上アンプ、
卓上マイク、プロジェクター、ノートパソコンなどを整備されました。
　これにより更なるコミュニティ活動の活性
化が期待されます。

問い合わせ…協働推進課
　　　　　　☎587－6043、FAX587－4033

（一財）自治総合センター
助成を受け備品を
整備されました

　「ことばを話さない赤ちゃんには、何を言っても分から
ないの？」「叱っても分かるのはいつから？」など、子ど
もさんにどう接していいのか迷ったり困ったりしたことは
ありませんか。毎日ぐんぐん大きくなる子どもたちの体や
こころの成長について、赤ちゃんから３歳頃までの対応に
ついて考えてみませんか。

日　時…10月10日㈫　午前９時30分～正午
　　　　（受付／午前９時15分～）
場　所…野洲市健康福祉センター集団健診室
対　象…乳幼児とその保護者、先着40組
内　容…講話・グループワーク
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…
　　　　　健康推進課☎588－1788、
　　　　　　　　　　　　　　　　FAX586－3668

子どもの健康づくり教室のお知らせ
発達年齢にあった ほめかた・叱りかた 

～ 乳児から３歳ごろまで ～
　10月１日を基準日として就業構造基本調査
が実施されます。この調査は、国民の就業・不
就業の状態を把握し、雇用政策や経済政策など
の基礎資料として活用されます。
　市では、315世帯（15歳以上の世帯員）が対
象となり、９月中旬以降に、県知事から任命さ
れた調査員が調査票を持って対象となる世帯
を個別に訪問します。調査員には、お尋ねした
内容についての守秘義務があり、また調査員証
を携帯していますので、ご確認の上、ご協力を
お願いします。
※�今回の調査よりパソコンやスマートフォン
でのインターネット回答が可能となりまし
た！

問い合わせ…企画調整課
　　　　　　☎587－6039、FAX586－2200

就業構造基本調査
のお願い
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問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

“県内一斉”屋外広告物クリーンキャンペーンを実施します！

９月は “同和問題啓発強調月間” です

　県内では、一人ひとりが同和問題についての正しい理解と認識を深め、部落差別をはじめとするあらゆる差別
の解消に向けて主体的に行動いただけるよう、毎年９月を「同和問題啓発強調月間」として、さまざまな啓発事
業を集中的に実施しています。
　本市でも地域から人権尊重の輪を広げるため、街頭啓発や同和問題講演会などの取り組みを行います。

●９月２日㈯に同和問題講演会を開催します

　昨年12月16日に部落差別解消法が施行されましたが、その背景にあるものや法律の目的を学び、今われわれ
が何をすべきかを見つめ直す機会として開催します。

　日　時…９月２日㈯　午前10時30分～正午（受付／午前１0時～）
　場　所…さざなみホール
　内　容…�講演「部落差別解消法が成立�どんな法律？」／奥田均さん（近畿大学人

権問題研究所教授）
　参加費…無料　※申し込み不要

　９月１日㈮～10日㈰は屋外広告物適正化旬間です。この期間に合わせ、「屋外広告物クリーンキャンペーン」を
実施し、屋外広告物の適切な維持管理や日常の安全点検の普及啓発、違反広告物の是正指導、パトロール等を行
います。ルールを守り、安全で美しいまちづくりにご協力ください。

◆安全管理に努めましょう
　平成27年２月、北海道札幌市内で屋外広告物の一部が強風により落下し、通行人が意識不明の重体となる事
故が発生しました。屋外広告物は、風雨や強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされており、表面はきれい
な看板に見えても、内部では知らないうちに腐食が進み、落下や倒壊等の事故が発生し、取り返しのつかない
事態となる恐れがあります。定期的に汚れ、サビ、破損、部品の欠落等の危険サインをチェックし、屋外広告
物の安全管理に努めましょう。　
　また、老朽化した看板は撤去するなど、適切な処置をお願いします。

◆指導の適正化を図ります
　市では良好な景観の形成または公衆に対する危害を防止す
ることを目的として、平成26年８月より屋外広告物法の規定
に基づいた、「野洲市屋外広告物条例」を施行しています。
一定規模以上の屋外広告物を掲出する場合には同条例に基づ
く許可申請が必要になり、基準に違反する場合は是正をお願
いしています。昨年度までに実施した現地調査では、基準に違反しているものを含め、多数の未申請物件を確
認しています。この現状を踏まえ、９月より屋外広告物の規制に係る指導の適正化を図ります。
　屋外広告物の設置基準や許可申請手続きなど詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

≪お詫びと訂正≫
　８月号５ページ「高額療養費の自己負担限度額が変わります」記事中、【平成 29 年７月まで】および【平成 29 年８月から平成 30 年
７月まで】の表の金額に誤り（３カ所）がありましたのでお詫びし訂正します。
　　（正） 外来+入院（世帯単位）44,400 円　　　（誤）外来+入院（世帯単位）44,000 円　　　　問い合わせ…保険年金課☎ 587 － 6081

暮らしの情報
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　この機会に、応急手当の必要性と救急車の正しい利
用法を考えてみませんか。
◆応急手当を学びましょう
　応急手当で助かる″大切な命″、万一の事故や急病
のとき、救急車が来るまでに行う応急手当が、救命の
ために非常に重要です。
　消防署では、応急手当を学んでいただくため、救命
講習会を無料で開催していますので、最寄りの消防署
にお問い合わせください。
◆病院を探すとき
　傷病者の様子や事故の状況から、急いで病院へ行っ
たほうが良いと思うときは、迷わず119番通報してく
ださい。また、休日や夜間などで診察可能な病院がわ

からない場合はお問い合わせください。
◎救急医療情報案内　☎553－3799（自動音声案内）
　ホームページ「救急医療ネットしが」で検索
◎小児救急電話相談
　�　こどものケガや急病で、病院に行くか判断に迷っ
たときご利用ください。
　　短縮ダイヤル…＃8000または☎524－7856
　　利用日時…▽月曜～土曜日
　　　　　　　　　午後６時～翌日午前８時
　　　　　　　▽日曜日、祝日、年末年始
　　　　　　　　　午前９時～翌日午前８時

問い合わせ…湖南広域消防局救命救急課
　　　　　　☎552－9922、FAX552－0988

　高齢者虐待は、誰にでも起こりえる身近な問題です。
市では高齢者虐待に関する相談の対応を行なっていま
す。
●高齢者虐待とは？
◇身体的虐待…叩く、つねる、蹴る、縛るなど
◇�経済的虐待…日常的に必要なお金を渡さない、使
わせないなど
◇�心理的虐待…怒鳴る、無視する、ののしる、子ど
も扱いするなど
◇�性的虐待…性的行為を強要する、裸のまま放置す
るなど
◇�介護・世話の放棄・放任…必要な介護や食事等を
与えず放置する、不衛生な状態や劣悪な住環境の
中に放置するなど

●虐待の要因は身近なもの！
◦介護の仕方や認知症の人への対応がわからない
◦経済的に苦しく、介護費用が支払えない
◦仕事と介護の両立で疲れてイライラする
　他にも、高齢者虐待が起こる背景にはさまざまな
要因があります。高齢者虐待は誰もが直面する可能
性のある問題です。介護に関する悩みなどを一人で
抱え込まずに、気軽に相談してください。

　※秘密厳守ですので安心してご相談ください。

相談・問い合わせ…
　▽平日／午前８時30分～午後５時15分
　　�地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668
　　�高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
　▽その他の時間
　　�市役所代表☎587－1121、FAX586－1598

９月10日（日）は「下水道の日」です

　毎年９月10日は「下水道の日」です。せっかく下水道が整備されても、宅内排水工事をしないと住環境や河川
の美化につながりません。供用開始区域で宅内排水工事がまだのご家庭は、早めに下水道への接続工事をお願い
します。
◎宅内排水工事をするには…

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

①工事店の決定
　野洲市指定工事店の中から工事店
を選び、工事に関して設計、見積書
の内容をよく検討します。以後の工
事手続きは工事店が代行します。指
定工事店は、上下水道課または市ホー
ムページでご確認ください。

➡

②工事開始
　市からの計画確認書が
届いたら工事開始です。
排水管、汚水桝を取り付
け、排水管を公共汚水桝
に接続します。

➡

③完了検査
　工事が終わり、工事店から
上下水道課に完了届が提出さ
れると、上下水道課の検査員
が検査を行います。合格した
ものに「排水設備検査済証」
を交付します。

９月３日（日）～９日（土）は「救急医療週間」
９月９日は「救急の日」です

防ごう！高齢者虐待！9月15日（金）～21日（木）は「老人週間」です
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9月24日（日）～30日（土）は 【 結核予防週間 】

　結核は昔の病気ではありません。今も１日に50人の新しい患者が発生し、５人が命を落としている日本の重大
な感染症です。定期的に健診を受け、かぜかなと思う下記のような症状が長く続くようなら、必ず診療を受けて
ください。

　　　■咳（せき）が２週間以上続く　■体がだるい　■痰（たん）がでる（痰に血が混ざる）
　　　■微熱が続く

★�満65歳以上の人（昭和28年３月31日以前に生まれた人）は、結核検診を実施医療機関（野洲・
守山市内）で受けることができます。（無料）
　※詳細は健康推進課までお問い合わせください。
★�40歳～64歳の人は平成28年５月より新たにスタートした肺がん検診をお勧めします。なお、65
歳以上で肺がん検診を希望する人は、結核検診においても胸部Ｘ線（レントゲン）検査を行う
ため、同一年度内は、どちらかの受診となりますのでご注意ください。

　薬物の乱用から薬物依存になると不安、被害妄想などの症状が現れます。幻覚や妄想によって重大犯罪を引き
起こすこともあります。危険ドラッグをはじめ麻薬や覚せい剤などをたとえ、１回
使用しただけでも乱用にあたります。

■薬物乱用の恐ろしい特徴“薬物の依存性と耐性”
　薬物の特徴は、何度もくり返し使いたくなる「依存性」をもち、薬物なしでは
いられない薬物依存の悪循環にはまってしまいます。しかも、乱用薬物には使用
を繰り返しているうちに、それまでと同じ量では効かなくなる「耐性」という性
質があります。一回だけと思って始めた人も、使用する量や回数がどんどん増え
て、自分の意思ではやめることができなくなります。

■未成年の喫煙は薬物乱用につながります
　タバコの煙は、4,000種もの化学物質から成り立っていますが、その中でもニコチンには依存性があり、未成
年は特に短期間で依存性ができやすいのです。その他、のどや気管支をいためるアンモニアや窒素化合物など
各種のガス、発がん性のあるタールや、全身の細胞に酸素不足を起こす一酸化炭素などが含まれます。

■「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持とう
◦薬物乱用の危険性は身近にあり、自分には関係ないと思わないこと。
◦誘われても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持つこと。
◦一人で悩まないで友人や家族に何でも相談すること。
※�詳しくは厚生労働省ホームページ「薬物乱用防止に関する情報」をご覧ください。

■薬物乱用防止相談窓口…
　　　　　　滋賀県薬務感染症対策課☎528－3630
　　　　　　滋賀県立精神保健福祉センター☎567－5010　　　

薬物の乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

暮らしの情報
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「高齢者・障がい者なんでも相談会」を開催します

平成２９年度 野洲市秋季体育大会

　秋季体育大会の各種目の出場チーム（個人）を次のとおり募集しています。
主　催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会
申し込み・問合せ…野洲市体育協会事務局（北部合同庁舎２階　社会教育関係団体室内）
　　　　　　　　　☎589－3381（受付／午前９時～午後４時、日曜日、祝日は除く）

競技種目 開催日 開催場所 申込締切日
弓道 10月１日㈰ 守山市民体育館 ９月９日㈯

グラウンド・ゴルフ 10月５日㈭ 蓮池の里 　９月14日㈭～
　　22日㈮

バスケットボール
（中学生・一般）

10月７日㈯
　　８日㈰

総合体育館
※一般は８日のみ ９月22日㈮

ソフトボール 10月15日㈰ 野洲川河川公園 10月６日㈮
ゲートボール 10月16日㈪ 健康福祉センター ９月30日㈯
ペタンク 10月19日㈭ 市民グラウンド ９月30日㈯

軟式野球 10月22日㈰
　　29日㈰

野洲川河川公園・
市民グラウンド

10月１日㈰
　　　　　※当日のみ

ショートテニス 11月18日㈯ 総合体育館 11月４日㈯
バドミントン（小学生） 12月２日㈯ 総合体育館 11月11日㈯

健康マラソン 12月３日㈰ 野洲川河川公園 11月24日㈮
武術太極拳 ２月４日㈰ 総合体育館 12月22日㈮

　野洲・草津・守山・栗東市では、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの権利擁護を図るため、成
年後見制度の利用を促進しており、この制度の利用相談・申立支援などを「NPO法人成年後見センターもだま」
に委託しています。
　同法人では、委託事業の一環として、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
相談できる「高齢者・障がい者なんでも相談会」を開催します。
　この相談会は、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に対し、
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）が同席して相談を受けますので生活全般に
わたる相談が一度に可能となります。
　市民の皆さんだけでなく、福祉現場等で支援されている人もお気軽にご相談ください。

日　時…９月17日㈰　午後１時～４時
場　所…コミュニティセンターやす
対　象…野洲・草津・守山・栗東市在住者
参加費…無料　※申し込み不要
※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
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安全なまちづくりをめざして　守山警察署

９月21日（木）～30日（土）は
秋の全国交通安全運動です

　国民年金保険料の免除（全額免除・一
部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付
特例の承認を受けられた期間がある場合、
保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年
金（65歳から受け取ることができる年金）
の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額する
ために、免除等の期間の保険料は、10年以
内であればさかのぼって納めること（追
納）ができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間
の翌年度から起算して３年度目以降の場
合は、当時の保険料額に一定の加算額が上
乗せされます。
　追納は、古い月のものから納付すること
となりますが、次の点にご注意ください。

◎�一部免除を受けた期間は、納付すべき保
険料が納付されていなければ追納はで
きません。
◎�「法定免除・申請免除期間」が「納付猶
予・学生納付特例期間」より先に経過し
た月分である場合は、どちらを優先して
納めるか本人が選択できます。
追納の希望やご相談はお問い合わせくだ
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

国民年金保険料
免除期間・納付猶予期間

がある人へ

【運動の重点】
（１）子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
（２）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
（３）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
（４）飲酒運転の根絶
　また、この運動の最終日９月30日㈯を「交通事故死ゼロを目指す日」と
しています。交通事故のない安全安心なまちを目指し、交通マナー向上の
輪を広げましょう。

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

滋賀県情報発信拠点

「ここ滋賀」
10月29日㈰オープン！

　滋賀の魅力を見て、触れて、食べて感
じることのできる拠点が、東京・日本橋
にオープンします。
　ぜひ、お知り合いにご紹介ください。

問い合わせ…
　　滋賀県東京本部情報発信拠点
　　☎03－6225－2951

ホームページはこちら➡

➡交通アクセス
　東京メトロ「日本橋駅」
　B６、B８出口すぐ
　JR「東京駅」徒歩６分

１階…�滋賀県産の食品・工芸品
等の物販、地酒バー、テ
イクアウトコーナー、観
光案内等

２階…�滋賀の食材を使った本格
的な和食ダイニング

屋上…�テラス席、季節にあわせ
たイベント等

暮らしの情報
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