
新しい年の初日の出を三上山山頂で迎えませんか？
日　時…平成30年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（当日受け付けします。）
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。お車でお越しの場合は、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

　市では、生ごみの減量に効果がある生ごみ処理容器等を購入される人に対して補助金を交付しています。

対　　象…市内に住所を有し、かつ居住する人
　　　　　※過去に補助金の交付を受けていない人に限ります。
補助対象…コンポスト・密閉容器・非電気式の生ごみ処理容器等
補�助�額…購入金額の１／２（100円未満切り捨てとし、１台につき3,000円を上限）
　　　　　※１世帯２台まで、先着順で受け付けします。ただし、予算がなくなり次第締め切ります。
申請・問い合わせ…�領収書（商品名、型式、氏名の記載があるもの）、印鑑、補助金の振込口座がわかるものを持

参の上、環境課☎587－6003、FAX587－3834
※必要に応じてカタログ等の資料提出をお願いする場合があります。

第45回　三上山初登山大会

外食などは、おいしく残さず食べきりましょう

～ 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。

　○家庭では
　　◦買いすぎを防ぎましょう
　　◦賞味期限を日ごろから点検しましょう
　　◦食べられる量を作りましょう
　○外食では
　　◦適正な量の注文を心がけましょう
　　◦宴会の席では、しっかり食べる時間（開始30分、終了10分前）を作りましょう
　　◦「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

生ごみ減量化推進補助金のお知らせ
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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。かかりつけ
歯科医をもち、定期的に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、または痛い。
□	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。

◇◆◇節目歯科健康診査のお知らせ◇◆◇
　市では、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。ぜひ受診してください。

実施期間…平成29年４月１日～平成30年３月31日
対　象…平成29年４月１日現在、40・50・60・70歳の人
内　容…問診、口腔内診査、診察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受診日の２週間前までに健康推進課で免除手続きを行ってください。
持ち物…健康保険証、眼鏡（必要な人　※問診票の記入があるため）
※委託歯科医院などの詳細は、健康推進課までお問い合わせください。

◇◆◇妊婦個別歯科相談のお知らせ◇◆◇
　妊娠中は、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。

日　時…平成30年１月12日㈮、３月９日㈮　午前９時30分～11時30分
場　所…野洲市健康福祉センター
内　容…歯科衛生士によるブラッシング指導、妊娠中・産後の歯の健康づくり相談
持ち物…母子健康手帳、歯ブラシ、筆記用具
※事前申し込み要、当日の診察はありません。

　　　　　歯周病を予防しよう

　高齢者インフルエンザ予防接種期間を10月１日～12月31日までとしておりましたが、ワクチン供給スケジュー
ルの関係により、今年度に限り実施期間を平成30年1月31日まで延長します。なお、対象は、平成29年12月31日時
点で65歳以上の人です。詳細は健康推進課までお問い合わせください。

高齢者インフルエンザ予防接種の実施期間を延長します

暮らしの情報
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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(月)～１０日（日）は「第６９回人権週間」です

○人権週間とは

　人権週間は、家庭で、職場で、学校で、家族と、友達と、みんなと人権を考える１週間です。男女差別、
障がい者差別、外国人差別、部落差別など、あらゆる差別や偏見をなくし、みんなが明るく暮らせる社会
を作りたいものです。そのためには、私たち一人ひとりが、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つことがとても大切です。
○人権週間啓発

　日　時…12月４日㈪　午後６時～６時30分
　場　所…アル・プラザ野洲店内、ザ・ビッグエクストラ野洲店内
　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10日㈰　午前10時15分～午後３時（受付／午前９時40分～10時15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…▽人権ラブソングコンサートなど
　　　　　▽記念講演「ありのままの私がいい！！～生きづらさを乗り越えるヒントに～」／
　　　　　　はるな愛さん（タレント）
　参加費…無料

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　固定資産税は、毎年１月
１日（賦課期日）の現況で
課税されます。
　１月２日以降に所有権を
移したり、家屋を取り壊し
たりした場合でも、その年
の４月１日から始まる年度
の固定資産税は、１月１日現在の所有者に全額が課税
されます。

◆家屋を建てたときは連絡を
　　家屋には、床面積の大小にかかわらず、固定資産
税が課税されます。建築確認申請が不要な床面積10
㎡未満の小規模な家屋を建てたときや、増築をした
ときは、税務課まで連絡してください。
◆取り壊したときは届け出を
　　家屋を取り壊したときの届け出には、取り壊し証
明など、取り壊した日が確認できる書類が必要な場
合があります。届け出がないと引き続き課税される
場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

　皆さんから納めていただく県税や市税は、福祉・教
育など身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
　県と市町では、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。
　未納のまま放置されますと、預貯金・給与等の差押
えや自宅などの捜索を行うことがあります。もう一度、
納め忘れがないかお確かめください。
　例えば、使わなくなった軽自動車の廃車手続はお済
みですか。廃車手続をしない限り、使わない軽自動車
にも課税され続けますのでお気をつけください。
　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

家屋を建てた・取り壊した
ときは届け出を

税金の納め忘れは
ありませんか？
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　野洲市社会福祉協議会では、次の世帯を対象にした
要保護世帯支援事業を実施します。

対　象…
●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29年10月１日現在
で３カ月以上市内に在住されている世帯

支給額…�歳末たすけあい募金配分委員会にて決定しま
す。

申請方法…�12月14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
委員児童委員が同協議会に申請します。

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

　国民年金保険料の納付には、口座振替が
利用できます。
　口座振替を利用すると保険料が自動的に
引き落とされ金融機関などに行く手間が省
けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また、口座振替は、月々の保険料を当月
末での引き落としとなり、月々50円割引さ
れる早割制度や、現金納付よりも割引額が
多い６カ月前納・１年前納・２年前納があ
り、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書または
年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、
ご希望の金融機関または年金事務所へお申
し出ください。
　平成30年４月分からの前納をご希望の場
合、申し込み提出期限は平成30年２月末で
す。（クレジットカードでも「２年前納」を
行えるようになりました。）

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

12月20日㈬～平成30年１月10日㈬
　年末年始の慌しい時季は、火災の発生が増加するおそれ
があるため、「火災のない安全・安心
なまちづくり」に取り組み新しい年を
迎えることを目的として年末年始の火
災予防運動を実施します。
■最近の主な火災原因
　★放火（疑い）　★たばこ　★焚き火
　★コンロ（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、ゴミ等はなるべく置かない。

■運動期間中の主な取り組み
１．寺社等の年末年始における火気管理体制の確認
２．消防車両等による一斉パトロールおよび防火広報の実施
３．年末年始繁忙期を迎える店舗および事業所への立入検
　　査の実施
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

国民年金保険料の納付は、
口座振替がおトクです

年末年始の火災予防運動

歳末たすけあい募金配分事業のお知らせ

暮らしの情報
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市役所の年末年始休業は
12 月 29 日㈮～１月３日㈬

　戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、この期間中も市役所本館のみ受け付けします。
　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。
※�年末年始の野洲クリーンセンターへのゴミの搬入は大変混雑することがあります。

休業日 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 備
水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 考

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
野洲図書館本館
野洲図書館中主分館
市民活動支援センター
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
野洲川河川公園
なかよし交流館
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
歴史民俗博物館
市民サービスセンター
コミセンぎおう・みかみ・きたの・なかさと
コミセンしのはら・やす・ひょうず
野洲川歴史公園田園空間センター
桜生史跡公園 ６日～開園
自動交付機（市役所本館）
コンビニ交付 ※ ※28日は19:30まで

担当日 歯科医院名 所在地 電話・FAX

12月30日㈯ ふ る や 歯 科 医 院 野洲市冨波乙812－1太陽ハイツ冨波1F ☎ 586－6778
FAX586－6778

12月31日㈰ 十 禅 歯 科 ク リ ニ ッ ク 草津市野路東5－25－24 ☎ 563－9908
FAX563－9908

平成30年
１月１日㈷ 大 橋 歯 科 ク リ ニ ッ ク 守山市播磨田町683-1 ☎ 581－0084

FAX582－1230

１月２日㈫ う か い 歯 科 栗東市手原2丁目2－8 ☎ 598－0412
FAX598－0411

１月３日㈬ 大 上 歯 科 医 院 草津市東草津3丁目5－27 ☎ 563－4678
FAX563－4718

　※診療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
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