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総務企画課　  ☎35-8112

平成 24年工業統計調査を実施します

問い合わせ先　総務企画課　☎３５－８１１２

工業統計キャラクター・
コウちゃん

● 死亡事故の多くは、 利用者の首がサイドレールとサイドレールのすき間やベッド
ボードとサイドレールのすき間に挟み込まれたことによるもので、平成 24年度
には、４件の死亡事故が発生しています（10月末時点）。

● 危険な部分があるかどうかを確認し、
正しい使い方によって未然に事故を防
ぎましょう。

（対応策）
・クッション材や毛布などですき間を埋
める

・すき間を埋める対応品を使用する
（対応品の内容については各ベッドメー
カーにご相談ください）

・サイドレール等の全体をカバーや毛布
で覆う

・危険な状態になっていないか、定期的
にベッド利用者が目視確認を行う

 総務企画課 ☎３５－８１１２
 滋賀県消費生活センター ☎２３－０９９９

介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による
死亡・重大事故が発生しています。

介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による
死亡・重大事故が発生しています。

消費者庁・厚生労働省・経済産業省
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121101kouhyou_2.pdf

消費者庁窓口：☎03-3507-9202
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総務企画課　  ☎35-8112

介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による
死亡・重大事故が発生しています。

年末年始のご案内
役場・豊栄のさと
●閉庁日 12月29日（土）

～ ～1月 3日（木）

図書館
●休館日 12月28日（金）

1月 4日（金）

豊郷町民体育館
●休館日 12月29日（土）

　～1月 3日（木）

●年末受付日 12月29日（土）9：00～11：30

●年始受付日 1月 4日（金） 9：00～16：30

ごみ搬入の受付
燃えるごみ　リバースセンター　☎45-0366

●診療日 12月29日（土）～1月3日（木）10：00～19 ：00

※受付は18：30まで
※診療科目は、内科・小児科です。

休日急病診療所
彦根市福祉保健センター内　☎22-1119

●年末受付日 12月29日（土）・30日（日） 9：00～16：30

●年始受付日 1月 4日（金） 9：00～16：30

　＊事前に住民生活課で許可書をもらってください。

燃えないごみ　中山投棄場　☎26-5250

●休業日 1月 1日（火）
　※ただし、予約受付業務は行います。

火 葬 業 務 紫雲苑　☎48-1318

歯科医院の救急診療

●診療時間　９：00～15：30
診   療   所 住　　所

12月 29日（土） 若松歯科医院 甲良町尼子2021－5 ☎38－4500

12月 30日（日） 慶祐会 むとう歯科医院 彦根市西今町363－5 ☎21－0008

12月  31日（月） きむら歯科クリニック 彦根市後三条町528－8 ☎23－2220

長寿歯科医院 １月  １日（火） 彦根市平田町422－13 ☎26－1993

 １月 ２日（水） 彦根市小泉町106－9 ☎22－6191安澤歯科小泉診療所

 １月  ３日（木） 中島歯科医院 彦根市元町3－12 ☎23－3907
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１月１９日(土)
　希望が丘文化公園スポーツゾーンにて新春凧揚げ大会を実施いた
します。午前中より凧を作り午後より新春の大空に自作の凧を天高く
揚げてみませんか？
　是非この機会にご参加ください。

参加費
アザック会　員：４００円
　　　　非会員：５００円

　その他、詳細につきましては後日配布の募集チラシをご覧ください。

アザック・とよさと事務局(豊郷町民体育館内)　☎３５－２５５０ 
 　 ３５－２９３０

特定 (産業別 ) 最低賃金 ( 平成24年12月28日発効 )
紡績業、化学繊維製
造業、その他の織物
業、染色整理業、繊
維粗製品製造業、そ
の他の繊維製品製造
業

ガラス・同製品、セ
メント・同製品、衛
生陶器、炭素・黒鉛
製品、炭素繊維製造
業

製鋼・製鋼圧延業、
鋼材、鉄素形材、鋳
鉄管製造業
（平成16年12月18日発効）

はん用機械器具、生
産用機械器具、業務
用機械器具製造業

時間額　742円 時間額　827円 時間額　775円 時間額　828円
計量器・測定器・分
析機器・試験機、光
学機械器具・レンズ、
電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業

自動車・同附属品製
造業

各種商品小売業

時間額　810円 時間額　830円 時間額　757円

滋賀県最低賃金（平成24年 10月 6日発効）　　　時間額　716円

お問い合わせ先 滋賀労働局賃金室　　☎ 077-522-6654
 彦根労働基準監督署　☎ 0749-22-0654
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クレジット・サラ金からの借金が返せなくて…
相続の手続きはどうするのでしょうか？
交通事故の相手が修理代を払ってくれない　など

事前予約不要  相談無料  秘密厳守
【主催】近畿司法書士会連合会　
【共催】滋賀県司法書士会　
【後援】多賀町
問い合わせ先
近畿司法書士会連合会 ☎０６－６９４１－１５１１
 大阪市中央区和泉町１－１－６

－

－

石綿による疾病の労災認定について石綿による疾病の労災認定について

　中皮腫、肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿
（アスベスト）ばく露作業に従事していたことが原因であ
る（業務上疾病）と認められた場合には、労災保険給付ま
たは特別遺族給付金※が支給されます。
　詳しくは、最寄の労働基準監督署もしくは労働局へお
問い合わせください。

※労災保険の遺族補償給付の請求権は、労働者が死亡
した日の翌日から5年で時効となります。「特別遺族
給付金」は、石綿による病気で死亡した労働者（労災
保険特別加入者を含みます）の遺族が、病気の原因
が仕事であると長く気付かなかったことなどにより、
遺族補償給付の請求権を時効で失った場合に請求す
ることができます。ただし、請求の期限は平成３４年３
月２７日です。

問い合わせ先　彦根労働基準監督署　　☎0749(22)0654
　　　　　　　滋賀労働局労災補償課　☎077(522)6630

アスベスト

一人で悩まず、司法書士にご相談を！一人で悩まず、司法書士にご相談を！

　調理師免許をお持ちで、現に滋賀県内の飲食店や
給食施設等で働いておられる調理師の方は、調理師
法(第５条の２)により、２年ごとの年の１２月３１日現在
の従事状況「調理師業務従事者届」を知事に届け出
ていただくことになっています。
◇「調理師業務従事者届」用紙配布場所
　各県健康福祉事務所(彦根保健所)・県庁健康長寿課 
　ほか　(社)滋賀県調理師会 滋賀県ホームページから
　もダウンロードできます。

◇届出期間・受付時間　
　１月４日(金)～１月１５日(火)
　午前９時～午後４時３０分(土日祝を除く)

◇提出方法　郵送または持参

◇届出先・問い合わせ先
　社団法人滋賀県調理師会
　(守山市梅田町２番１号　セルバ守山１１０)
　　☎０７７－５８１－１２７７

◆調理師業務従事者届を提出してください◆◆調理師業務従事者届を提出してください◆

開　催　日　時

１月１９日（土）
13:00～16:00
(受付13時)

会　　　場 

多賀町中央公民館

（多賀町久徳１６０－１）
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　防災行政無線は、各ご家庭に１台ずつ設置しており、毎日午前６時30分と午後６時30分に定時放送
を行っています。音量を調整しているのに聞こえづらいなど　故障かな？と思われたら　総務企画課
までご連絡ください。無償にて交換させていただきます。
　また、普段はコンセントから電源を取っていますが、停電時などでも聴取できるように、乾電池(単１
電池)を入れるところがあります。１～２年で電池切れになり、放送が終わった後「ピッピッピー」と鳴り電
源表示ランプが点滅するようになります。電池表示ランプが点滅している場合は、乾電池の交換をお
願いします。

スピーカーから聞こえていますか？
ご家庭にある防災行政無線

スピーカーから聞こえていますか？
ご家庭にある防災行政無線

※防災行政無線が自宅に設置されていない場合は総務企画課　 35-8112 までお問い合わせください。
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気をつけよう！

デ 生きがいデイサービス

ア

ア
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