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甲良町消防団・犬上郡消防連合表彰者

山王大宮神社（池寺）

金色有功章を受賞されました 14

10

ふるさと再発見

山王大宮神社　十日講

所得税・住民税の確定申告はお早めに！

新作能「高虎」WEB配信上演



【問合先】　総務課　☎38－3311

【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

　新春恒例の甲良町消防団出初式・犬上郡消防連合出初式が１月10日に予定していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴い中止となりました。

　表彰者は以下のとおりです。（敬称略）

◎自警団永年勤続感謝　　　　　　　　　　　　　　◎甲良町長表彰
　　下之郷自警団　　　古川　洋　　様　　　　　　　○優良団員表彰　　奥川　勉
　　北落自警団　　　　近藤　敬彦　様　　　　　　　　　　　　　　　　上野　昌浩　　
　　横関自警団　　　　奥野　豪士　様　　　　　　　　　　　　　　　　鋒山　哲司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　太

◎滋賀県消防協会長表彰
　○勤功章　　　　　　杉江　耕治　　　　　　　　　○精励章銀賞　　　橋本　健
　○２０年勤続表彰　　北川　和弥              　　　　 ○精励章銅賞　　　奥川　勉
　○１０年勤続表彰　　寺居　友彦              　　　　 ○感謝状　　　　　中川　一樹

◎滋賀県消防協会犬上支部長表彰
　永年勤続表彰
　○２５年勤続表彰　　谷口　良信
　○１５年勤続表彰　　若林　章　　　西村　和彦
　○　５年勤続表彰　　奥川　勉　　　上野　昌浩　　鋒山　哲司　　小林 太

（厚生労働省が自費検査を提供する検査機関を公表）
　無症状の方が全額自費で受けるPCR検査等の検査費用および証明書発行費用を助成します。ただし、
同一年度内に、一人につき一回の検査費用のみの助成です。（助成上限額25,000円）
　また、厚生労働省より自費検査で受けられる検査機関が公表されましたので、厚生労働省ホームページを
確認いただくか、または町保健福祉課までお問合せください。

以下の検査が対象となります。
①直接医療機関に行って受けるPCR等の検査
②医療機関または検査機関から届く検査キットを郵送等で受け取り、その機関に検体を送付して
受ける検査

　助成対象外となるもの…抗原定性検査、抗体検査（症状がない方への診断に用いられない検査のため）、
自己判定するタイプの検査、検査に要する交通費等
　申請には医療機関または検査機関発行の領収書、領収明細の添付が必要です。町ホームページにも
ご案内を掲載しています。

甲良町消防団・犬上郡消防連合表彰者

新型コロナウイルス感染症PCR検査等の費用助成関連情報
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【問合先】　東保育センター　☎38－2087

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　１月10日（日）早朝より
池寺の山王大宮神社で、
十日講の式典がおこなわれ
ました。

　神事の終了後、弓打ち式場に
移動しそれぞれの矢に願いを
込めて、的にむかって放たれま
した。

　令和２年12月21日、東保育センターでクリスマス会を
おこないました。 
　コロナウイルス感染防止の為、例年通りのクリスマス会は
行わず各クラスでのクリスマス会の開催となりました。 
　子ども達には、サンタさんが風邪をひいてみんなの所へは
行けなくなりサンタさんからプレゼントを預かったと伝え、
園長サンタと副園長赤鼻トナカイが子ども達にプレゼントを
渡しました。

山王大宮神社　十日講

クリスマス会
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【問合先】　西保育センター　☎25－1752

　令和２年12月16日、西保育センターで彦根警察署様のご協力のもと『通報防犯訓練』を実施しました。
　警察官が到着するまでに、園児には極力恐怖心を与えないように、身の安全と距離・園児の退避が優先
であるので、いろいろと考えさせられる訓練となりました。

警察署の方々、忙しい時間を割いて、ご指導いただきありがとうございました。

通報防犯訓練を行いました
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駐在さんより気をつけることの
話や避難についての指導を
受ける子どもたち

防犯のビデオと紙芝居を
見る子どもたち

訓練についての、
アドバイスをもらう

  訓練の目的
☆生活の中で身を守るための安全な態度の育成や緊急時の避難の方法を身につける。
☆不審者への対応の仕方や子どもの避難方法等を確認し指導を受ける。
　常に、緊張感と意識づけが大切であると感じました。

実践練習

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

 

金色有功章を受賞されました

金色有功章受賞
　令和２年10月23日守山市民ホールに
おいて、開催された滋賀県赤十字奉仕団
大会において、甲良町の奥田都也子氏が
日本赤十字社表彰として、金色有功章を
受賞されました。奥田氏は、平成５年
から甲良町赤十字奉仕団の一員として
活動されており、平成21年１月から
令和２年３月まで、11年間にわたり、
甲良町赤十字奉仕団の委員長をされて
いました。

　表彰にあたり、受賞者代表謝辞をのべられました。
　また、甲良町赤十字奉仕団も50年表彰を受けられました。
　これからも健康にご留意いただき、甲良町赤十字奉仕団のご活躍を期待します。

まずは検診！！
がん検診は予防の第一歩です。

【お知らせ】女性がん検診のご案内
　・子宮頸がん検診は20歳以上の方
　・乳がん検診は40歳以上の方
★検診料金：無料
★検診は２年に１回！　必ず受診しましょう。
今年度の集団検診は終了しましたが、医療機関での検診は
令和3年3月31日まで実施しています。

毎年２月４日～10日は滋賀県がんと向き合う週間です
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

 

 

寒さにも負けず、楽しんで活動している参加者の方にお話をうかがいました

　　皆さん、色々工夫して続けられるように活動されています

（60代女性）

（50代女性）
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【問合先】　甲良町保健福祉課　地域包括支援センター　☎38－5161

      

　昨年の３月に65歳以上の方を対象に実施した、介護予防ニーズ調査の結果、65～75歳（前期高齢者）で

物忘れが多いと感じている方が４割もありました。そこで今回は…脳と体を同時に鍛えることが出来る

「コグニサイズ」とは・・・
頭で考えるコグニション（認知）と　体を動かすエクササイズ（運動）を

同時に行うことで、脳と体の機能を効果的に向上させることをねらいとしています。

今までに約50名の方々が、教室に参加しています。

～認知症予防トレーニングをはじめよう～

楽しく体を動かして、脳を鍛えるコグニサイズで 脳活 はじめませんか？？

コグニサイズコグニサイズコグニサイズ 教室を紹介します！

元気な高齢期を過ごすために。。。
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

子育て支援センターの専門職（社会福祉士・保健師・教師・保育士）に
子育て・家庭に関する相談ができます。悩みや不安のある方、気になる
ことがある方、お気軽にご相談ください！
〈対象〉町内にお住まいの方どなたでも　　★事前申込み不要です。
〈日時〉平日午前９時～午後５時　　　　　★電話でもけっこうです。

★月１回、臨床心理士にも発達
に関する相談ができます。
（要予約）

★相談者の情報や相談の内容は
守秘されますので安心して
ご相談下さい。

　12月の親子ふれあい教室はクリスマス会をしました。子どもたちは見慣れないサンタクロースにとまどい
ながらも、プレゼントをもらい、とてもうれしそうでした。ぺんぎん教室では、リトミックをしました。
　リトミックは、音楽に合わせて体を動かす遊びで、子どもの音感、表現力、創造力、集中力を育むそうです。
親子でピアノに合わせて体を動かしたり、踏むと音が鳴るドレミマットを使って大はしゃぎでした。また、身近な
材料を使い、触れるとカサカサという音を味わったり、手の感触を楽しみながらハンドルを作ってドライブ遊びを
しました。そのあと、ハンドルをリースに変身させました。短い時間でしたが、親子で楽しく過ごすことができま
した。お家でも、音楽に合わせて楽しく体を動かし、親子でふれあいましょう。

　令和３年４月号『天使の
ほほえみ』への掲載希望
（令和２年４月生のお子さん）の方は、
２月24日（水）の「10か月健診」時に
写真をご持参ください。
　写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、
生年月日、住所をご記入ください。

【問合先】
　企画監理課　☎38－5061
　保健福祉課　☎38－3314

ほっと館へようこそ！
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【問合先】　税務課　☎38－5064（直通）　彦根税務署　☎22－7640（代表）

期間は令和３年２月16日●～３月15日●
申告会場は 甲良町保健福祉センター２階

火 月

　令和２年分所得税の確定申告と令和３年度町県民税の申告が、２月16日（火）から始まります。

　期間中は混み合いますので、申告前に必要書類の準備をお願いします。

□確定申告が必要な方。

　■所得税
①農業や営業を営んでいる方。

②給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方及び給与の年収が２千

万円を超える方。

③土地や建物などを売買された方。

④地代、家賃、配当、山林所得などがある方。

⑤給与所得者が年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けたが、その者に48万円を超える所得がある場合。

⑥令和２年中の各所得の合計額が各控除の合計額を超える方。

⑦確定申告をすれば税金が戻る方。

※申告期限までに申告をしない、または誤った申告をすると、加算税や延滞税がかかることがあります。

※所得税の納付期限は３月15日（月）までです。

　■住民税（所得税の確定申告が必要でない方でも、住民税の所得申告は必要です。）

令和２年中の所得（収入）の多少にかかわらず申告をしてください。

※特に、国民健康保険に加入している方は、令和２年中に収入が無い方でも必ず申告してください。

３月15日（月）までに申告がないと、所得証明書等が交付されません。また、国民健康保険税などの軽減が

受けられません。（この場合、地方税法第315条に基づいて所得の算定を行いますのでご了承願います。）

□申告には、次のもの（書類など）をご持参ください。
　　①給与や年金所得者は源泉徴収票。それ以外の方は収支明細書（内訳）や雇用主からの支払証明書など。

　　②生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払い証明書など。（領収書は不可）

　　③日本年金機構から送付された「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」。

　　④医療費控除や雑損控除などを受ける方は、医療費控除の明細書や補填額のわかる書類など。

　　⑤寄附金受領証明書など。（寄附金控除を受ける人）

　　⑥障害手帳、療育手帳など。（障害者控除を受ける人）

　　⑦印鑑（振替納税をされる方は、金融機関の届出印と口座番号）など、必ずご持参ください。

　　⑧マイナンバーカードなど。（詳しくは、11ページの「～確定申告にあたってのお知らせ～」をご覧ください。）

　　⑨「利用者識別番号」・・・既に取得されている方。

所得税・住民税の確定（所得）申告はお早めに！
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【問合先】　税務課　☎38－5064（直通）　彦根税務署　☎22－7640（代表）

◎確定申告納税相談日程（会場：甲良町保健福祉センター２階）

月　　  日

2

字名等 午前 午後

１６

１７

１８

１９

２２

２３

２４

２５

２６

２７

火

水

木

金

月

祝

水

木

金

土

正楽寺

法養寺

小川原

横　関

金　屋

在　士

下之郷

全集落

下之郷

池　寺

長寺西

全集落

全組

１～４組

１～３組

１～６組

全組

全区民

７～１２組

１～４組

１～１０組

全区民

全組

５～８組

４～６組

７～１２組

１～６組

全区民

１３～１８組

５～８組

１１～１９組

全区民

月　　  日

3

字名等 午前 午後

１

２

３

４

５

７

８

９

１０

１１

１２

１５

月

火

水

木

金

日

月

火

水

木

金

月

北　落

長寺東

尼　子

尼　子

呉　竹

全集落

全集落

全集落

全集落

全集落

全集落

全集落

１～５組

１～４組

１～６組

１４～１９組

１～６組

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

６～１０組

５～８組

７～１３組

２０～２５組

７～１２組

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

全区民

◇申告会場は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、甲良町保健福祉センター２階となりますのでご注意
ください。

　（受付時間：午前は９時00分～11時30分、午後は１時30分～４時00分）
◇２月23日（祝）、２月27日（土）、３月７日（日）は申告相談を実施します。
◇駐車場は、役場駐車場をご利用ください。
　（なお、甲良町保健福祉センター駐車場に空きがある場合はご利用いただけます。）（注１）
　　　※（注１）下記の日程は、甲良町保健福祉センター駐車場はご利用いただけませんのでご注意ください。
　　　　　　　　①土曜日、日曜日
　　　　　　　　②２月22日（月）の午前、３月９日（火）の午前（いずれも事業実施のため）
◇自宅や事務所等からインターネットを利用してパソコン・スマートフォンでも確定申告が行えます。詳しくは、
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでご確認ください。→

【医療費控除を申告する場合】
◇事前に「医療費控除の明細書」を作成して申告会場までお越しください。
※平成29年分の確定申告から領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
申告の際には「医療費を受けた人」、「医療機関・薬局」ごとに集計した明細書を作成してください。医療費の
領収書は５年間自宅等で保管する必要があります。

【農家の皆さんへ】
申告までに収支計算を行い、収支内訳書を作成していただきますようお願いします。また、申告会場へは収支
内訳書をご持参のうえ、お越しください。
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【問合先】　税務課　☎38－5064（直通）　彦根税務署　☎22－7640（代表）

【問合先】　甲良町商工会　☎38－3530

～確定申告にあたってのお知らせ～

 

 

　確定申告書の提出の際には、「申告書等へのマイナンバーの記載」＋「本人確認書類の提示又は写しの
添付」が必要です。
（本人確認書類の例）
　例１　●個人番号カード（マイナンバーカード）
　例２　●通知カード　＋　運転免許証または健康保険の被保険者証、パスポート　等　
※個人番号カード（マイナンバーカード）がなくても申告できます。

～感染症対策のためのお願い～
　感染症対策のため、以下の対策に取り組みますのでご理解とご協力をお願いします。
・受付前に検温を実施します。（検温の際に37.5℃以上ある方は、入場をお断りさせていただく場合が
あります。）

・また、アルコール消毒およびマスクの着用をお願いします。
・会場の窓や扉を定期的に開けて、換気を行います。暖房を使用しますが、換気により会場が冷え込む
ことがあります。体調が優れない場合は、ご来場を控えてください。

～彦根税務署からのお知らせ～
◇２月16日（火）から３月15日（月）の間（土・日・祝日は除く）は、彦根税務署の申告会場は、彦根
商工会議所４階大ホールです（彦根税務署では、申告書の受付、納税及び納税証明書の発行を行って
おり、申告会場ではありませんのでご注意ください。）

【事業の申告をされる方へ】
甲良町商工会館で行われる申告指導にお越しください。予約が必要になりますので、事前にお問い合わせくだ
さい。
税理士による申告指導日　１月27日（水）、２月４日（木）、２月９日（火）、２月15日（月）
　　　　　　　　　　　　２月24日（水）、３月４日（木）、３月12日（金）
　　　　　　　　　　　　（受付時間：10：00～16：00）

【こんな時は税務署で申告をお願いします】
　・青色申告者。
　・土地、建物などを売買された方。
　・株式など有価証券の譲渡のある方、繰越損失の特例を受ける方。
　・住宅ローン控除を初めて受けられる方。
　・上場株式の配当等で申告分離課税を選択される方。
　・先物取引、FX（外国為替証拠金取引）、仮想通過取引がある方。
　・年の途中で死亡した人の申告（準確定申告）をする方。
　・過年分を申告される方。
　・その他、複雑な内容のある方。
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【問合先】　彦根年金事務所　☎0749－23－1114

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

令和２年度　コミュニティバス収支等状況    

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、若年者納付猶予、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方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）の受け取り額が

少なくなります。

　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って

古い月分から納める（追納）ことができます。

　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年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に

一定の加算額が上乗せされます。

　・一部免除を受けた期間は、残りの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。

　・老齢基礎年金をすでに受給されている方は、追納できません。

　・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。

　※追納のお申込み・ご相談はお近くの年金事務所へお願いします。

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

国民年金保険料の追納をお勧めします！

12
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※コミュニティバスとは、地域住民の日常生活に必要不可欠な地域を運行し、地域住民の福祉を確保するための
バスのことです。甲良町では湖国バスのことを言います。

　たまにはクルマをおいてお出かけすることによって新たなまちの
魅力を発見できるかも知れません。
　バス停までは少し遠いけど、歩くことで健康に良く、環境に
やさしい湖国バスを利用しましょう！！

【令和元年10月１日～令和２年９月30日の甲良町内を走る湖国バスの収支状況です。】

おでかけに、通勤通学に、環境にやさしい公共交通を

運　　行　　経　　路
経常収益
（円）

2,727,448

経常費用
（円）

13,352,115

経常損益
（円）

10,624,667

№

甲良線 河瀬駅 金屋 富之尾1

【問合先】　産業課　☎38－5069
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【問合先】　ふるさとプロジェクト（図書館）　☎38－8088　FAX38－8089

金屋橋
　今月は、頭首工と並ぶ金屋橋を紹介します。
　旧金屋橋は、一ノ井古文書によると、「金屋橋一ノ井堰ニ通ズル横道ヨリ東迄ハ従来当組合ノ経済ナルヲ
以テ今回ノ起工ニ対スル寄附金ハ当組合各大字十七ヶ村（金屋、池寺、長寺、法養寺、横関、北落、小川原、
在士、下之郷、尼子、雨降野、八町、石畑、八目、四十九院、葛籠町、法士）ノ協議費ヲ以テ申渡し候
云々」とあります。

　各村へ旧石高に合わせ「御舘橋ナラビニ道路改修ニ対
スル寄附金割当」の通達がされ各村から合計3,999円28銭
９厘（現在の価値に換算して約４千４百万円）の寄附金が、
橋及び一ノ井に通じる道の経費にあてられ明治38年４月
９日に金屋橋渡橋式が行われています。

　旧金屋橋は、川のほぼ中ほどの大きな岩を橋脚とし、
部材の節点がピン接合の三角形が基本単位となる構造骨組で
モダンな「直弦ワーレントラス」の木橋でした。
　その後、犬上ダムの建設（昭和９年着工21年完全
竣工）が決定し、膨大な資材の重量物の輸送に堪えられる鉄筋コンクリート橋が必要となり架け替えられ、
昭和12年11月４日渡り初め式が行われました。
　平成にはいり、県道野口敏満寺線バイパス新設に伴い金屋橋は撤去の予定でしたが、金屋土地改良
組合が中心となって、一ノ井堰に由緒のある橋として存続保存要請がされ残されました。
　橋脚は現在も直方体の桃色がかった桝岩の上に立っており、橋の長さは62.2メートル、幅員は４、５
メートルあります。

　犬上川は、豪雨ともなると一気に金屋橋まで水位が増し堤防の決壊や家屋被害をもたらします。
　写真は、昭和28年９月25日の台風13号豪雨による大氾濫により堤防被害、一ノ井幹線水路が埋没した
時のものです。令和２年には、河川防災カメラが設置され水位の状況がライブ配信されています。

参考資料：金屋誌、多賀町史、湖国百選「石岩」　写真提供：犬上川沿岸土地改良区

△ワーレントラスのモダンな木橋

△現在の金屋橋 △災害時の金屋橋写真（昭和28年）

みたちのばし

ますいわ

No.

17
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

【開館時間】
水～金　10：00～18：00
土・日　10：00～17：00

3

10

10

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

「まいにちのこどもニット90～140cmのウエアと
かわいい小物」
《日本ヴォーグ社》

　へちま衿のカーディガン、縁飾りケープ、マフラー付きねこ帽子、
折り返しルームブーツ…。90～140cmのこどものニットウエアと
かわいい小物を紹介。

「表目と裏目だけで編むニット」
ベルンド・ケストラー／著《NHK出版》

　ロングスヌード、花びらえりのネックウォーマー、三角ショール…。
ドイツ出身のニットデザイナーが、棒針編みのもっとも基礎的な
編み方である「表目」と「裏目」だけで編める本。

「身のまわりのものでできる手作りマスク」
《日東書院本社》

　今、生活にかかせないマスク。この寒い時期はニットマスクを
作ってみてはいかがですか。BABY～LLサイズのさまざまな
マスクの作り方を、写真やイラストでわかりやすく解説します。

「林ことみのこれであなたも
Sock Knitter」

林ことみ／著《日本ヴォーグ社》
　８種類のヒールと６種類のつま先、
様々な楽しい模様を組み合わせて編む
ソックス20パターンを紹介。これで
足元は毎日ポカポカ！

「かぎ針で編むどうぶつのバッグ」
小鳥山いん子／著《日本文芸社》

　ナマケモノ、インコ、ネコ、パンダ、ハリ
ネズミ…。人気のどうぶつをモチーフに
した、かぎ針で編むバッグを紹介。バッグ
チャームやブローチも作れますよ。

図書館の行事はすべて無料です！

ぴよぴよひよこのおはなし会
「0, 1, 2歳児向けのおはなし会」

26日（金）11：00～

13日（土）11：00～

おはなし会

　布の森展は14日まで
開催中です。どうぞおこし
ください。

≪展示のお知らせ≫
布の森展

１月20日（水）～　　
　　　２月14日（日）

　図書館では１年に一回、所蔵する本を１冊１冊確認・点検する
作業をしています。期間中はご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
※CD・DVDに関しましては、故障・破損の原因ともなりますので、
ブックポストへの返却はさけ、24日以降にご返却ください。

≪蔵書点検のお知らせ≫
２月17日（水）～２月23日（火）
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【問合先】　滋賀県庁広報課県民の声係　☎077－528－3046

　県政モニターは、県がお届けする情報で県政への理解を深めていただきながら、インターネットを通じて
アンケートにお答えいただく活動が中心であり、気軽に御参加いただける内容です。
　日頃の生活の中で気づいたことや、県政に対する思いをお聴かせください！

■募集人数　　300名（応募者数が300名を超えた場合、性別・地域・年齢等の
　　　　　　　　　　　  バランスを考慮したうえで抽選）

■応募資格
令和３年４月１日現在で次の全てを満たす方
・県内在住の満15歳以上の方
・県政に関心を持ちモニター活動ができる方
・インターネットを利用してサイトの閲覧、メールの送受信およびアンケートへの回答ができる方（タブレット、
スマートフォンはご利用いただけます。携帯電話端末（フィーチャーフォン）はご利用いただけません）

※ただし、国または地方公共団体の議員や常勤の公務員の方（会計年度任用職員を含む）は応募いただけません。

■応募締切　　令和３年２月10日（水）17時（令和２年12月９日（水）募集開始）

■応募方法
滋賀県ホームページ「しがネット受付サービス」よりお申し込みください。
https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8705

■応募のお問い合わせ先
〒520－8577（住所記載は不要） 滋賀県庁広報課県民の声係
TEL：077－528－3046
FAX：077－528－4804
E-mail：ab0001@pref.shiga.lg.jp

令和３年度　県政モニターを募集します！

16
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【問合先】　クリーンライフ湖東（有限責任事業組合）　☎ 35－5205　FAX 35－5206

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。
※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。
①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回でのお申込みを表し、「呉竹①」とある場合は１ヶ月に１回で申込みいただいた呉竹
のお宅を収集させていただきます。
なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の15日後（２～３日は前後します）に収集させて
いただきます。

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

呉竹①・小川原①

小川原①

小川原①

尼子①

正楽寺①・法養寺①

法養寺②③

長寺①

長寺①

下之郷①③・北落①②③

在士②③

金屋①②③

長寺②

長寺②

呉竹①③・小川原②

池寺①②③

長寺③

呉竹①・小川原①

小川原①

小川原①

尼子①

正楽寺①・法養寺①

法養寺②③

不　　定　　期

長寺①

下之郷①③・北落①②③

―

金屋①②③

不　　定　　期

長寺②

呉竹①③・小川原②

池寺①②③

不　　定　　期

１日（月）

２日（火）

３日（水）

５日（金）

８日（月）

９日（火）

10日（水）

11日（木）

15日（月）

17日（水）

18日（木）

22日（月）

23日（火）

24日（水）

29日（月）

31日（水）

　交通事故で保護者を亡くした県内在住のお子様（0歳～
高校卒業まで）に対して奨学金、新入学給付金等の支給や
夏レクなどの厚生援護事業を行っております。
＜お問合せ先＞　公益財団法人おりづる会事務局
　　　　　　　　（滋賀県庁道路保全課内）
　　　　　　　　TEL：077－528－3682

おりづる会は交通遺児を援護します

甲良町 し尿収集カレンダー【令和３年３月】
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38－2744

【問合先】　税務課　☎38－5064

◆行政書士による無料相談会の開催について
相談内容
相続手続き全般（遺言書の書き方・遺産分割協議書の作成等・
その他相続相談）
※事前に相談内容をお知らせ頂ければ、より的確なご返答が行え
ます。

相談会日時：令和３年２月19日（金）13：00～15：00
相 談 会 場：甲良町役場
連　絡　先：滋賀県庁行政書士会彦根支部
　　　　　　支部長　岸田　090－9547－1441
※コロナウイルスの影響により急遽中止させて頂く場合があります
ので、予めご了承下さい。

◆行政相談
総務省の行政相談は、公平・中立の立場から、行政などへの
苦情や意見・要望を受け付け、その解決や実現を促進すると
ともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。国の
事務について困ったときは、お気軽にご利用ください。ご予約は
無料・予約不要・秘密厳守です。

相談日：令和３年２月13日（土）
場　所：甲良町役場　第三会議室
時　間：10時～12時
問合せ：甲良町　総務課　0749－38－3311
　　　　滋賀行政監視行政相談センター　077－523－1100

日　　時：２月26日（金）19：00～21：00
開催場所：ビバシティ彦根　２階　研修室
募集人員：30名程度（講師除く。環境フォーラム湖東会員含む。）
そ  の  他：参加費　500円　　　応募期限：２月15日（月）
主催・お申し込み先：環境フォーラム湖東
　　　　　　　　TEL：0749－27－2255（湖東環境事務所内）

◇町税の納付には便利な「口座振替」をご利用ください。
お手続きは、預金口座の届け出印をご持参のうえ、役場税務課までご来庁ください。

◇役場会計室、コンビニエンスストア、銀行、郵便局、「Pay B」アプリからも納付
できます。

２月の町税

納期限：令和３年３月１日

・・・ ９期
・・・ ４期

・
・
国民健康保険税
固 定 資 産 税

●愛犬家の皆さん、ドッグランをお気軽にご利用ください！
　昨年10月に道の駅芝生広場に、滋賀県の道の駅としては
初のドッグランを、指定管理者が整備しました。
　ドッグランは無料でご利用いただけますので、愛犬家の皆
様もぜひご利用ください。
　また、道の駅のピザ店「UNO（ウノ）」では、ワンちゃん
ピザを提供しております。
　ドッグランの利用方法の詳細は、HP及びドッグラン入口に
利用規約を掲載していますので、ご確認ください。
【ドックラン営業時間】9：30～17：00
　　　　　　　　　　　（11月～令和３年２月末迄16時終了）

●クレープ店『Crepes』からのお知らせ
　２月、3月の期間限定メニューは、甲良町産のイチゴ使った「甲良産
フレッシュイチゴのクレープ」です。
　この機会に地元甲良の美味しいイチゴを使ったクレープを！
【クレープ営業時間】10：00～17：00

くらしのかわら版 えこサロン28
トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え～

町税は納期限内に
必ず納付しましょう！

道の駅せせらぎの里こうらです！
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38－5155

　

温水プール・香良の湯カレンダー
利用案内　http://www.tac-sports.co.jp/koura-pool/　　 ＊営業日・営業時間等詳しくは、問合せ先までご連絡ください

【営業時間のご案内】
・温水プール
　受付時間　12：45～20：30
　　　　　　（日曜日は19：30まで）
　遊泳時間　13：00～21：00
　　　　　　（日曜日は20：00まで）
・香良の湯
　受付時間　12：45～20：00
　入浴時間　13：00～（閉場時間20：30）

《水泳教室受講手続き》
空き状況をお問い合わせいただき、教室受講料と
印鑑をご持参の上、温水プール受付まで。

〇春の短期水泳教室を開催します！　３/31～４/２（３日間）
　参加者全員に水中写真のプレゼント特典付き！！
　【春の短期スクール（３/31.４/１.２　３日間）】

　【参加申込方法】　　
令和３年２月24日（水）　13時から甲良町温水プールにて直接受付開始。（先着順）
　　　　　　　　　　　　  電話申込は14時からとさせていただきます。（0749－38－5155）

　【参加者特典】
①短期から新規入会の方は４月の月会費が半額！2,050円（通常4,100円）、指定用品700円相当をプレゼント！
　（キャップ・ワッペン）
②現在スクールに通っている方で４月も継続される方は、４月の受講料3,000円（通常4,100円）

〇ジュニア水泳教室　ワンコイン（500円）体験会開催中！（１月～３月）
さらに！体験から１週間以内にご入会いただいた方には、スイムキャップ（600円）をプレゼント！
教室体験ご希望の方は、前日までにご予約下さい。（事前予約制）

・水泳教室（ジュニア4,100円　成人水泳4,500円　水中ウォーキング2,100円）各スクール月４回開催中！

〇甲良町温水プールでは一緒に施設で働いてくれる仲間を募集しています！
・職種：受付事務、プール監視員、水泳指導員　　　　・募集人数：２～４名
・時給：900円～　※プール指導は+手当有　　　　　・対　　象：18歳以上（高校生は勤務時期相談）
・時間：13：00～21：30　１日４Ｈ以上　週２回～　日数・時間等は応相談
☆フリーター、主婦、学生、大歓迎（Wワーク可）！　研修があるので未経験者でもやる気があれば大丈夫！☆
☆安心の公共施設でのお仕事です。中～長期勤務したい方にピッタリです。地域の為に働きませんか？☆
・興味のある方は、お気軽にお電話ください。38－5155（担当：松井、下山）13：00～21：00（火曜以外）

２月 お風呂・プール
日 土月 火 水 木
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3/31（水）は教室休校日

日 土月 火 水 木
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３月 お風呂・プール

スイミングスクール　タイムスケジュール
水 金 土

15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00

成人水泳
小学１・２年
幼児　※

小学５・６年

幼児　※
小学１・２年
小学３・４年
小学５・６年
成人水泳

15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00

幼児　※
小学１・２年
小学３・４年

水中ウォーキング

幼児教室　　　午後２時～午後３時
ジュニア教室　午後３時30分～午後４時30分

16名
24名

定員
４歳～未就学児

小学生
３月31日（水）・４月１日（木）・２日（金）

日程対象

◇甲良町温水プールのジュニア水泳教室のポイント
 その１　8段階のプログラムで学年別・レベル別のクラス編成
 その２　１クラス10名以下（指導者１人当たり）の少人数制
 その３　経験豊富なインストラクターによる丁寧な指導
※令和２年４月から令和３年３月中の誕生日で４歳になる方から
幼児クラスへご参加いただけます。

・ジュニア水泳教室ではスイミングキャップ（600円）とワッペン
（100円）が指定となります。水着は自由です。

道の駅　せせらぎの里こうら
<営 業 日>

<営業時間>

<電話番号> 

年中無休
（※12月31日～１月３日までは休み）

9：00～18：00 
　※１月 9：00～17：00

38－2744

人権なんでも相談日
２月１日（月）・３月１日（月）
　 13：30 ～ 15：30
　 保健福祉センター２階 相談室
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15歳以上
　 ～ 65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

男

女

合　計

世帯数

3,291

3,497

6,788

2,618

411

358

769

1,908

1,849

3,757

972

1,290

2,262

＜－　１＞

＜－　４＞

＜－　５＞

＜－１０＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.32%
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R３ .１ . 1現在

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

発熱、のどの痛み、頭痛、下痢、体のだるさ、においや味がわかりにくい等の症状が
あるかたは、かかりつけ医か身近な医療機関に、必ず電話してから受診してください。
医療機関がわからない場合は、滋賀県受診・相談センターにお問合せください。

　　　　　　 TEL：077－528－3621
　　　　　　 FAX：077－528－4865（24時間/毎日受付）
●症状はないが心配な方は、滋賀県新型コロナウイルス感染症一般電話相談窓口にお問い合わせください。
　（TEL：077－528－3637　FAX：077－528－4865　E-mail：corona-soudan@shigaken.net）

滋賀県受診・相談センター
（24時間/毎日受付）

問合先　保健福祉課　☎38－3314

健診・教室には、体温測定のうえご来場ください。
発熱、だるさ、咳など体調不良のかたは参加を控えていただきますよう、感染防止対策にご協力をお願いします。

２月後半分（会場：保健福祉センター）

３月前半分（会場：保健福祉センター）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

１歳６か月健診

乳児健診４か月

乳児健診10か月

こころの健康相談

16日（火）

24日（水）

24日（水）

25日（木）

13：00～13：30

13：30～13：40

13：00～13：10

Ｒ１年６月・７月生まれの児
前回受けられていない児

Ｒ２年４月生まれの児
前回受けられていない児

10：00～11：30
（予約制）

13：30～15：00
（予約制）

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

Ｒ２年10月生まれの児
前回受けられていない児

母子健康手帳・質問票
 写真

(広報への掲載希望者)

特になし

対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

すこやか相談

２歳６ヶ月健診

こころの健康相談

８日（月）

11日（木）

12日（金）

予約制

9：30～10：00

子どもの健康、食生活、予防接種等に
関する相談を行います。

Ｈ30年７月・８月生まれの児
前回うけられていない児

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
保健師が対応いたします。

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
保健師が対応いたします。

母子健康手帳

母子健康手帳・質問票

特になし

対　象　の　方　（児）
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