
　束ねた藁に点火すると、すぐさま勢いよく炎があがる。体
の周りでぐるんぐるんと回す姿は勇ましい。田植えを終えた
農家の娯楽（力自慢大会）が始まりという説も。住民が集い
楽しむひとときが今も大切にされている。

　束ねた藁に点火すると、すぐさま勢いよく炎があがる。体
の周りでぐるんぐるんと回す姿は勇ましい。田植えを終えた
農家の娯楽（力自慢大会）が始まりという説も。住民が集い
楽しむひとときが今も大切にされている。

舞うは

灼熱の炎
舞うは

灼熱の炎

北落の火まわし北落の火まわし

（7月5日　北落：野神社）

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

広がり、つながる。未来の輪
“Hand in hand” ～手に手をとって協力して～

　７月１日、町長室にて彦根保護区保護司会の小川昭雄様から野瀬町長に内閣総理大臣メッセージを、商工会会長
の濱野圭市様には大津保護観察所長メッセージを伝達していただきました。

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更正について
理解を深め、それぞれの立場において力をあわせ、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。

　梅収穫は、６月26日に呉竹梅林親水公園で
行われました。
　作業実習の一環として、梅収穫を体験し、近隣
の方々に手順などの指導を受けながら交流を深め
実習を通じて協働作業の大切さや楽しさを目的
として行われました。
　後日収獲した梅で梅干しや梅シロップ作りを
行うそうです。

第70回　“社会を明るくする運動”メッセージ伝達式

甲良養護学校　梅収穫交流体験実習
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【問合先】　甲良町空き家バンク　事務局　☎23－2123
電話対応時間10：00～18：00（土日祝・年末年始・GW・お盆を除く）

　高齢化や人口減少にともない、町内で空き家が増加しています。空

き家が増え、その管理が行われない状態が続くと、防犯や衛生面での

不安が高まるため、対策を講じることが求められてきました。そのよ

うな声に応えるために甲良町では、空き家所有者と空き家利活用希望

者をつなぐ『甲良町空き家バンク』に取り組んでいます。どなたでも

無料でご利用いただけます。

豊かに奏でる移住プロローグ

　ドイツで30年間活躍してきたチェロ奏者、野

瀬正彦さん。2020年３月から父の出身地、甲良

町北落の古民家に移り住み、チェロ教室を開いて

いる。出会った縁に感謝し恩返しすべく、演奏家

を育て音楽文化を残したいと語る。古民家で新し

い人生が奏でられようとしている。

空き家所有者と空き家利活用希望者をマッチングし
人と人をつなぎます

空き家所有者と空き家利活用希望者をマッチングし
人と人をつなぎます

甲良町空き家バンクの案内

3
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

●国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。

●国勢調査は、少子高齢化社会における日本に未来を描く上で欠くことのできないデータを得るために実

施します。調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用対策、生活

環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

●調査事項は全19項目です。

　《世帯員に関する事項》男女の別、出生の年月、就業状態など

　《世帯に関する事項》世帯員の数、世帯の種類、住宅の建て方など

●今回の調査では、調査員が各世帯を訪問のうえインターネット回答の案内と

調査書類一式を配布します。

●回答方法は、インターネット回答または調査票への記入です。

●調査票の回収方法は、郵送または、調査票を調査員に直接お渡しいただくようご協力をお願いいたします。

●９月14日から、調査員が調査書類の配布のためご自宅に伺います。

　コロナウイルス感染防止対策のため、できる限りオンライン（インターネット回答）

のご協力をお願いいたします。

５年に一度、日本に住むすべての人を対象に行う、
わが国最大・唯一の国民全数調査です。ぜひ、ご協力ください。

　国勢調査については「国勢調査2020キャンペーンサイト」をご覧ください。

　　https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/

検索2020国勢調査

開始から100年！令和最初の国勢調査がはじまります！
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【問合先】　建設水道課　☎38－5068（直通）

　甲良町では、滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業に伴い、耐震診断の受付を行っております。この木造

住宅耐震診断員派遣事業を希望される方々につきましては、次の要件および耐震診断までの流れをご確認

の上、申込みをお願いします。

　診断費用については無料です。

 対象木造住宅の要件

①　昭和56年５月31日以前に着工され、完成している。

②　延べ床面積の1/2以上が住宅として使われている。

③　階数が２階以下、延べ床面積が300㎡以下である。

④　枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）でない。

 耐震診断の流れ

 Step１　町の窓口へ申込み

申込み用紙に必要事項を記入の上、建築時期が分かる書類（建築確認済証の写し・固定資産税関

係の写し等）を添えて町の窓口にお申し込みください。（受付時に説明致します。）

 Step２　耐震診断決定通知

　　　　　耐震診断が決定されると、町から決定通知書が届きます。

 Step３　耐震診断の実施

決定通知書が届くと数日後「耐震診断員」の方から、診断日程の打合せ等の電話連絡がありま

す。

耐震診断の実施：居住者の方へのヒアリングがあります。

（診断当日は「立ち会い」をお願いします。）

 Step４　耐震診断結果

耐震診断結果書は、診断員がコンピューター等を活用し作成後審査機関の審査を経て、町から郵

送され、耐震診断員がご説明に伺います。

※申込みから耐震診断結果までの流れは、以上ですが不明な点等がありましたらご連絡ください。

※耐震性が乏しい木造住宅につきましては、耐震改修を行なうための概算費用につきましても算出します。

※甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金は、事前着工が認められませんので、必ずご相談ください。

木造住宅の無料耐震診断を実施します

5
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　夏の暑い時期には、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌（O157等）、

黄色ブドウ球菌などの食中毒菌が増えやすくなり、食中毒が多発します。しっかり予防しましょう。

食中毒予防のポイント！
☆食品を扱うとき、配膳するときは、しっかりと手を洗いましょう。

☆まな板、ふきんなどは熱湯や消毒薬で消毒しましょう。

☆できるだけ速やかに調理し、調理後は早く食べましょう。

☆食品は放置しないで冷蔵庫に入れましょう。

☆生ものはできるだけ避け、加熱する食品は、中心部まで十分に熱がとおるように調理しましょう。

☆特に鶏肉などの食肉は中心部まで十分に加熱調理し、焼き肉など調理しながら食べる場合は、生肉

に使うはしと、食べるはしは、別々にしましょう。

※　子どもやお年寄りの方は、食中毒重症化の危険性が高くなるので注意しましょう。

テイクアウト・デリバリーにおける食中毒の注意点
新型コロナウイルスの感染拡大により、テイクアウトやデリバリーの利用が盛んになってきましたが、テ

イクアウトやデリバリー利用の場合には、食べるまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが増大します。

夏場は気温の上昇による食中毒のリスクもあり、特に注意が必要です。

食中毒予防のために・・・

すぐに持ち帰る→寄り道の間に食中毒菌が増えることがあります。

放　置　し　な　い→車の中や直射日光の当たる場所など高温多湿を避けましょう。

早　め　に　食　べ　る→テイクアウトやデリバリー料理は調理後速やかに食べることを前提に作られて

　　　　　　　　　　います。

電子レンジで温めなおすときは、均一に加熱されるようにしましょう。

オー

8月は「食品衛生月間」です！
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　「心配なことがあるけど、どこにきけばいいの？」「知り合いにきけない」「相談しにくい」

　「病院に検査に行くのはちょっと…」など、ひとりでなやんでいませんか？

　匿名で（名前を言わずに）プライバシーをまもり、相談や検査を無料でうけることができます。

　HIVはウイルスの名前で、感染したあと知らずにほうっておくと、からだを病気から守る力＝免疫

（めんえき）が弱まり、AIDS（エイズ）という病気になります。

　HIV感染症は血液検査でしらべることができ、早くわかれば受診して薬をのむなどの治療でAIDSに

ならないよう予防することができます。

　ワクチンや完全になおす方法がないため、感染を予防すること、心配があるときは検査をうけて早

く対応することが大事です。

相談したいときは…

HIV専用電話相談（滋賀県）：毎週月曜と水曜の9：00～12：00

　　　　　　　　　　　　　 （土日祝日・お盆・年末年始をのぞく）

　　　　　　　　　　 TEL：077-524-0051

相談したい、検査を受けたいときは…

彦根保健所（湖東健康福祉事務所）土日祝日をのぞく月曜から金曜の８:３０～17：15

（検査の予約・相談TEL：0749-21-0281）

HIV検査・性感染症（梅毒）の検査・肝炎ウイルス検査（月2回）必ず予約してください。

HIV検査のみ当日に結果がわかります。

（ただし、検査結果により当日にわからないときがあり、その場合、

後日結果がわかりますので、もういちど結果をききに行く必要があります。）

HIV検査相談マップ
無料

無料

検査をしている時間帯

9：20～10：20

13：40～15：00

8月の検査日

8月4日（火）

8月18日（火）

9月の検査日

9月1日（火）

9月15日（火）

とくめい

ばいどく

こ  とうけんこうふく  し   じ　む しょ

HIV感染症について
エイチアイヴイ　かん　せん　しょう
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

・人の密度を下げる（１～２メートル程度空ける）　　　　　　・共用品の使用を避ける、少なくする
・咳エチケット・マスクの着用・換気　　　　　　　　　　　　・共用品をこまめに清掃・消毒する
・近距離での会話や発声を避ける　　　　　　　　　　　　　　・十分な手洗い（こまめな手ゆびの消毒）

　大雨や台風の影響で、避難所に避難される場合に、知っておいていただきたい注意点についてお知らせします。

 熱中症の症状と予防について
　暑い環境の中での体調不良は、すべて熱中症の可能性があります！

 暑い時期が旬のモロヘイヤはビタミンの含有量が野菜のトップクラス！カルシウムや食物繊維も豊富で、まさに
野菜の王様です。ネバネバ成分「ムチン」は夏バテ効果があり、さらに血糖値やコレステロール値の上昇を抑える
働きもあります。

【モロヘイヤときのこの明太子あえ】

１．しめじとなめこはさっと湯通ししてからざるにあ
げ、冷ます。

２．モロヘイヤは塩を加えた熱湯でゆでて冷水にと
り、３㎝ぐらいの長さに切る。

３．明太子に白だし、レモン汁、みりんを加えて混
ぜ、水気をしぼったきのことモロヘイヤをあえた
ら出来上がり！

材料（2人分）
モロヘイヤ　　　　　50g
しめじ　　　　　　　40g
なめこ　　　　　　　20g
明太子　　　　　　　20g
白だし　　　　　　小1/2
レモン汁　　　　　小　１
みりん　　　　　　小1/2

応急処置
☆室温をできるだけ下げて涼しくする。または、涼しい場所へ行く。
☆体が熱いときは、冷たいタオルや保冷剤などで冷やす。
☆スポーツドリンクなどで、水分・塩分をとる。

※　応急処置を行っても症状が改善しないときや意識障害があるときは、救急車の要請が必要です！
　また、避難所でトイレを我慢するために水分を控えることは、熱中症のリスクがあり危険です。
こまめな水分補給をして、熱中症予防をしましょう。

 避難所での新型コロナウイルス感染予防
　避難所では手洗いが制限され、狭い密閉空間に人が密集する、多くの人が同じ物にふれやすいという環境にな
るため、予防が特に大切です。

軽い症状

・立ちくらみ
・筋肉のこむら返りなど

中等度の症状

・全身がだるい・力が入らない
・頭痛・吐き気・吐く・下痢など

重い症状

・体温が高くても汗が出ない
・意識がはっきりしない

甲良町健康推進員協議会作成

避難所での熱中症予防・
新型コロナウイルス感染症予防

感染予防のために

健康推進員のレシピ紹介　モロヘイヤで夏バテ知らず
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【問合先】　住民課　☎38－5063

～マイバック推進についてお願い～
　７月１日よりレジ袋全国有料化が実施されました。甲良町でもゴミの減量、地球

温暖化の第一歩としましてマイバックを推進しています。

　町内、各お店には、ポスターを掲示しご協力をお願いしています。町民のみなさ

んも環境への取組をよろしくお願いします。

　国民健康保険証は７月中旬から順次、世帯主様宛に郵送します。

尚、令和２年８月２日～令和３年７月31日までの間に70歳の誕生日を迎えられる方については、有効期限が誕

生月の月末（１日生まれの方は誕生月の前月末）になっており、70歳以降は保険証兼高齢受給者証が交付されま

す（別途案内します）のでご注意下さい。

※保険証のビニールカバーについては今回から世帯に１枚封入となっており、ご迷惑をお掛け

しますが、必要な方は住民課でお渡し出来ますのでお申し出ください。

　日本年金機構では、年金の請求のお手続きや、受給している年金についてのご相談を予約相談で受け付けてい

ます。お客様の相談内容を事前に準備のうえ対応しますので、お待ちいただくことなくスムーズに相談が出来ま

す。ぜひ、予約相談をご利用ください。

●予約相談の開始時間
　　　８：３０～１８：００（月曜日）

　　　８：３０～１６：００（火～金曜日）

　　　９：３０～１５：００（第２土曜日）

　　　　予約受付専用電話　　０５７０－０５－４８９０（月～金　８：３０～１７：１５）

　　　　彦根年金事務所　お客様相談室　　０７４９－２３－１１１６

住民課よりお知らせ

国民健康保険証の更新について（年次更新）

年金相談は予約相談をご利用ください
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【問合先】　社会教育課　☎38－3315

　平成30年６月13日に民法が定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする

「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

　これにより、令和４年（2022年）４月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにな

りました。

　そのため、毎年１月に開催している「新成人を祝う集い」について検討を行った結果、令和４年度以降

の対応を以下のとおりとすることにいたしました。

●対  象  者　　その年度に20歳を迎えられる方（現行通り）

●名　　 称　　「二十歳を祝う集い」に変更する（読み方：はたちをいわうつどい）

●開催時期　　１月上旬（現行通り）

※名称変更後最初の「二十歳を祝う集い」は、令和５年（2023年）１月上旬開催予定

　対象者は、平成14年（2002年）４月２日～平成15年（2003年）４月１日生まれの方です。

▽このような対応となった理由

・18歳の多くが高校３年生であり、受験勉強や就職活動などの進路に関わる大事な時期にあるため

・18歳を対象とした場合、2023年１月に３学年を対象に開催することが必要となるため

・成年年齢は、18歳に引き下げられるものの、飲酒・喫煙等の一部の権利は20歳のまま維持されるため

・日本財団が実施した18歳を対象とした調査で74%が20歳での実施希望であったため

 

令和４年度（2022年度）以降の「新成人を祝う集い」について
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【問合先】　保健福祉課（保健福祉センター1F）　☎38－5151

　令和２年10月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R１年10月生のお子さん）
の方は、８月26日（水）の「乳児の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

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中の方は、年に１回、児童扶養手当現況届または特別児童扶養

手当所得状況届の提出が制度上義務づけられています。

　この届けは、11月分以降の児童扶養手当および8月分以降の特別児童扶養手当を受ける要件を満たして

いるかどうかを確認するものです。この届出が無いと、手当を受けられなくなります。また2年間提出が

無いと手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。

　該当する方には案内文書をお送りしますが、下記の受付期間内になっても届かない場合は、保健福祉課

までお問い合わせください。

《受付期間》

児 童 扶 養 手 当：８月３日（月）～８月31日（月）（８月13日・14日は除く）

特別児童扶養手当：８月17日（月）～８月31日（月）

※受付時間は平日の午前９：00～12：00、午後１：00～５：00です。

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の
提出をお忘れなく！
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

　子ども成長支援教室『なごみ』は､何らかの理由で学校に行きにくい、小・中・高校生などを対象に、学習支
援・生活支援を行っています。『なごみ』に通室した日は、在籍校（小・中学校）の出席扱いになり、部分登校し
ながらの利用も可能です。
　子どもたちの自立に向けた成長を支援するため、学校や保護者と相談しながら、一人ひとりに応じた支援を
実施します｡

めざしていること
１.　子どもや保護者の思いに寄り添い、安心できる居場所である
２.　自分を見つめ、自分で考え、自分で決める経験を通して、自信をつける
３.　社会と関わり、自立していくための「生きる力」を身につける

　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２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。

教育相談
・不登校・ひきこもり・いじめ・学力の問題など子どもの成長にともなう
様々な問題についてご相談に応じます。

・ご相談は、保護者・ご本人、どなたからでも結構です。
・ご相談内容によっては、公認心理師によるカウンセリングも行っています。
・一人で悩まず、まずは、ご相談ください。　一緒に考えていきましょう。

支援内容

子育て支援センターにご相談ください！

甲良町子ども成長支援教室『なごみ』のご案内
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つまづきや特に苦手意識の高
い課題を重点的にサポート。

達成感、自信、
やる気の向上

● 学習支援 ●

食事や睡眠など基本的生活習
慣の重要性を理解し、自分自
身を大切にする。

心身の健康
自立力の向上

● 生活支援 ●

不登校や問題行動の背景に寄
り添う支援。公認心理師によ
るカウンセリングなど。

自己肯定感、
自尊感情の育み

● 心の支援 ●

【問合先】　総務課　☎38－3311

　夏場は、花火やバーベキューなど、火を使うことが多く、不注意による事故が多発します。
　火災ややけどなどの事故が起こらないようじゅうぶん注意して、周囲の迷惑とならないようルールとマナー
を守って楽しい夏にしましょう。

■花火を安全に遊ぶポイント
①子どもだけで、花火をしない、させないで下さい。必ず大人が付き添いましょう。
②花火に書いてある遊び方や、注意事項をよく読んで、花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののある場所で
遊んだりしないようにしましょう。また、服に火がつかないよう注意しましょう。
③水の入ったバケツを用意し、遊び終わった花火は、水につけて確実に消しましょう。
④気象条件を考え、風の強いときや空気が乾燥しているときは花火をやめましょう。
⑤正しい場所と正しい方法で点火してください。
マッチやライター、花火で点火せず、ろうそくなどで点けましょう。また一度にたくさんの花火に火を点けな
いようにしましょう。
⑥噴き出し、打ち上げなどの筒物花火は、途中で火が消えても、筒をのぞいてはいけません。大けがにつながる
恐れがあります。
⑦花火をポケットにいれて持ち運んだり、花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にしてはいけません。

■花火は、迷惑にならない場所と時間と後始末を
　深夜に花火をしたり、その後かたづけをしないなど、周辺住民への迷惑行為が深刻化しています。
　ルールとマナーを守りましょう。

■発電機の給油時は停止する
ガソリンの引火点は、マイナス40度です。給油中にこぼれたガソリンが発電機のマフラーなどにかかると発火
する危険があります。必ず発電機を停止させて、しばらく冷ましてから給油してください。

■間違った使い方でカセットボンベが爆発
カセットコンロ使用時に、大きな鉄板や鍋などをのせないでください。熱がこもりやすくなり、カセットボン
ベが加熱されると、爆発することがあります。

■露店などの届出
この夏、祭礼や縁日など多くの人が集まる催しで、火気を使用する露店などを開設する場合は、開催の３日前
までに「露店等開設届出書」を管轄の消防署または分署へ２部提出してください（届出例：自治会などの夏祭り
で、ガスこんろなど火を使う露店を出店する場合など）

危険物取扱者試験（乙種第4類）予備講習会を開催します
日時　9月13日（日）9：00 ～17：00
場所　消防本部（西今町）大会議室
定員　30人（先着順）
費用　5,000円（彦根防火保安協会会員事業所は3,000円) 
　　　※テキスト代は別です。
申込期間　8月17日（月）～9月11日（金）
問い合わせ先　彦根防火保安協会事務局（消防本部消防総務課内） 
　　　　　　 ☎ 22－0314、FAX 22－9427

備えていますか？
　　　住宅用火災警報器
　住宅用火災警報器は、すべての住宅に設
置が義務付けられています。まだ設置され
ていない住宅は設置しましょう。
　また、住宅用火災警報器は、古くなると
電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感
知しなくなることがあります。
　10年を目安に本体ごと取替えましょう。

夏場の火の取り扱いに注意
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【問合先】　人権課　☎38－5066

　甲良町では、法務大臣から委嘱され、法務局の職員と協力して人権侵害による被

害者の救済を行うほか、地域の皆さんが人権について関心を持ってもらえるような

啓発活動を行う、人権擁護委員の候補者を広く募集をしています。

　

■人権擁護委員とは
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、人権相談を受けたり、人権の考え

を広める活動をしている、まちの相談パートナーです。

　人権擁護委員の制度は、地域住民の中から選ばれた人たちが、日常生活の中で人権思想を広め、人権が侵害

されないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見

ない制度として発足しました。

　人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約14,000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村（東京都にお

いては区を含む）に配置されて、積極的な人権擁護活動を行っています。

　甲良町では３名の方が委嘱を受け、法務局による相談業務や、毎月１回の本町内で相談業務を実施するなど

の業務に従事されています。

人権擁護委員について、詳しくは法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/

JINKEN/index_yougoiin-a.html、もしくは右のQRコードから）をご覧ください。

■募集の内容等
１．募集人数　　３名

２．任　　期　　委嘱日から３年

３．応募資格　　下記の条件をいずれも満たす方

１．町内に在住で、選挙権を持つ方

２．人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方

４．応募方法　　甲良町人権課（保健福祉センター２階）窓口に設置、もしくは町ホームページに掲載の応募

用紙に必要事項を記入の上、人権課まで提出ください。

５．応募締切　　令和２年８月25日（火）

６．委嘱手順　　１．応募いただいた方と面談し、再度意思確認をさせていただき、推薦候補者とします。

ただし、結果的にお断りすることがあります。

２．甲良町議会に意見を求めたうえで、甲良町の推薦者として法務省へ名簿を提出します。

３．法務大臣の委嘱を受け、人権擁護委員として活動していただきます。

　　　　　　

　自薦、他薦を問いませんので、皆様の応募をお待ちしております。

人権擁護活動シンボルマーク

人権擁護委員候補者の募集について

14
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【問合先】　大津地方法務局人権擁護課　☎077－522－4673

【問合先】　（公財）びわ湖芸術文化財団　☎077－523－7146

【問合先】　人権課　☎38－5066

（相談電話番号）

●期　間 
　　８月28日（金）～９月3日（木）
　※土日も電話相談を受け付けています。　　 

●時　間 
　　午前８時30分～午後７時
　　（土・日は午前10時～午後５時）

　８月13日、14日は保健センター２階の人権課事務室に職員が在席しません。このため、期間中のお問合せは
甲良町役場代表番号　0749－38－3311までお願いします。

●相談内容 
　　いじめ，体罰，虐待，不登校など，
　　子どもの人権に関する問題全般

●相談担当者 
　　法務局職員，人権擁護委員

全国一斉 
「子どもの人権110番」強化週間 

夏季集中休暇期間中の取扱いについて
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フリーダイヤル ぜろ ぜろ なな の ひゃくとおばん

０１２０－００７－１１０

相談無料・
秘密厳守!!



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

厚生社
　甲良町は農業を基幹産業として発展してきました。「甲良う米」と称される良質のお米をはじめ、キャベツ、
大根、トマトなど、数多くの農作物が近郊都市へ出荷され、町の発展に厚生社が大きな原動力になりました。

　では写真で、甲良東支所を見ていきます。

■甲良東支所新築（昭和45年）
　甲良東支所は、事務所や倉庫などの施設が県道をはさ
んで点在しており、交通量が増すなか、利用者の安全を
考えて施設を集約し、木造２階建、延べ面積168㎡の事
務所が新築され、同時に野菜集荷場、集乳所も新築され
ました。

■マーケット改装オープン（昭和52年）
　昭和51年のくみあいマーケット河瀬店の増築に続き、昭和52年甲良東
店のマーケットがオープンし店舗の充実が図られました。地域から「生の
魚を置いてほしい」「営業時間を夕方まで」と強い要望があっただけに、
開店と同時にたちまち満員、レジには長蛇の列ができました。

■そ菜の出荷にはげむ農家の人々　
　右は北落地域のナス、トマトの苗だし作業
（昭和56年）
　左は特産甘らん（キャベツ）栽培（昭和47年頃）

■米の出荷を学ぶ（昭和58年９月29日）
　「お米の出荷はどのようにされるの」と東小学校２年生が、米作
りの勉強のために支所を訪問しました。今までにも、耕起、播種、
田植え、収穫等、実際の仕事や機械を見学し、最後の検査を甲良東
支所で見学したところが新聞に掲載されました。

　平成に入って、農業を取り巻く環境はますます厳しいものとな
り、農協の広域合併の動きが高まるなか、平成３年10月湖東地区広
域農協合併推進協議会が設立されました。そして、専門性の発揮、
効率化、マネジメントの強化等の観点から、平成９年４月１市５町
の農協（厚生社、彦根市、愛知中部、稲枝、多賀荘）が合併し「東びわこ農業協同組合」が誕生しました。
　町内では、平成24年在士661番地に甲良支店が新築されました。
　　　　

参考：厚生社の歩み　甲良町町勢要覧　　写真提供：東びわこ農業協同組合

こう  ら　　　まい

は  しゅ

No.
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

図書館の行事はすべて無料です！

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

9

21日（金）11：00～

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」

８日（土）11：00～

おはなし会

『いるのいないの』
京極　夏彦／作　町田　尚子／絵《岩崎書店》

　おばあさんの古い家で暮らすことになった「ぼく」。ある日、
家の梁の上の暗がりを見ていた「ぼく」は、じっと下を見て
いる顔を見つけた。こわくなった「ぼく」は…。

『うみぼうず』
杉山　亮／作　軽部　武宏／絵《ポプラ社》

　不漁のため、禁断の領域に船を出した男の子とおじいさん。
漁を終え、急いで浜に戻る途中で出会ったのは恐ろしい“うみ
ぼうず”でした。

『おろしてください』
有栖川　有栖／作　　市川　友章／絵

《岩崎書店》
　道に迷ったぼくが見つけた小さな駅。
　やって来た列車に乗り込んだぼくの目に
飛び込んできたものは！？悪夢の列車が走
り出す！

『悪い本』
宮部　みゆき／作　吉田　尚令／絵

《岩崎書店》
　この世の中のどこかに存在する悪い本。
そんな本いらない？でもきっとほしくなる。
いつかどこかで、誰かを嫌いになり、誰かが
いなくなればいいと思う。そのときに…。

『夜の神社の森のなか』
大野　隆介／作《ロクリン社》

　神社で遊ぶ子どもたち。一人の少年が、
不思議な物を見つけ鞄にしまった。その
夜、少年が再び神社の前を通りかかった
時、少年は不思議な世界を体験する。

～絵本読み聞かせ講座を開催します～
８月29日（土）13：30～15：00

講師／中西美季さん
内容／①子どもに届く絵本って？
　　　②やってみたい！わらべうた、手遊び
　参加ご希望の方は図書館カウンター、またはお
電話にてお申し込みください。

※３月に開催を予定していましたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止となった講座
です。是非、ご参加ください。

『こわい絵本～おとなと子どものファンタジー～』
《平凡社》

　恐怖のなかに人生の真実が読みとれる
絵本や、「こわい」を乗りこえる勇気の絵
本、想像の翼を与えてくれる絵本など、
「こわい」がはらむ豊かな“真理”を、
さり気なく気づかせる絵本を紹介。

   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

8        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

※新型コロナウイルス感染防止のため一部の行事を中止しています。
　ご理解・ご協力をお願いいたします。
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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、「大萩町①」とある場合は１ヶ月に１回で申込みいただいた
大萩町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。

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①②③
長寺①

下之郷③・北落①②③・在士②③
金屋①②③
長寺②
長寺②

小川原②・呉竹①③
池寺①②③
長寺③

呉竹①・小川原①
小川原①

不　　定　　期
尼子①

正楽寺①・法養寺①②③
長寺①

下之郷③・北落①②③・在士②③
金屋①②③
長寺②

不　　定　　期
小川原②・呉竹①③

池寺①②③
不　　定　　期

１日（火）
２日（水）
３日（木）
７日（月）
８日（火）
９日（水）
14日（月）
15日（火）
17日（木）
18日（金）
23日（水）
28日（月）
29日（火）

◆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２年８月８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

◆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２年08月21日（金）13：00～15：00
　　　　　　　　　10月16日（金）　　　　〃
　　　　　　　　　12月18日（金）　　　　〃
　　　　　令和３年02月19日（金）　　　　〃
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。

（誤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正）

甲良町 し尿収集カレンダー【令和２年９月】

くらしのかわら版

【お詫びと訂正】7月号22ページに記載しました「ひとのうごき」の記事中、
　　　　　　　　下記のとおり記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

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

3,312

3,536

6,848

2,612

417

368

785

1,968

1,987

3,955

927

1,181

2,108Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 30.78%
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。

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

3,312

3,536

6,848

2,612

417

368

785

1,931

1,864

3,795

964

1,304

2,268Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.11%
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。
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【問合先】　大阪海上保安監部管理課　〒552-0021　大阪市港区築港４丁目10番３号　☎06－6571－0221

甲良町のキャラクター
ココラちゃん

広報に広告をのせませんか？
１コマ　１０，０００円／月

詳しくは企画監理課☎38－5061へ

【海上保安大学校学生採用試験】
　海上保安庁は、2020年度「海上保安大学校学生採用試験」を次のとおり実施します。
○受験資格：2020（令和２）年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日か

ら起算して２年を経過していない者及び2021（令和３）年３月までに高等学校又は中
等教育学校を卒業する見込みの者。または同等の資格があると認める者。

　　○受付期間： ８月27日（木）～ 9月7日（月）
　　○一次試験：1０月31日（土）～11月1日（日）

◇採用予定数◇
　約60名
　採用予定数は5月1日現在の見込みであり、今後変動する場合があります。変動があった場合には最新
の情報を8月中旬に、別途人事院ホームページ（国家公務員試験採用情報NAVI）に掲載する予定ですの
で、御確認ください。
◇試験の日程◇

詳細はお問い合わせ下さい。

第1次試験合格者発表日
第2次試験日

最終合格者発表目

受付期間
申込みは、インターネットにより行ってください。
8月27日（木） 9：0 0 ～ 9月7日（月）［受信有効］
※インターネット環境（原則パソコン）及びプリンターが必要になります。

10月31日（土）
　12：00 （受付開始）
　12：30 （試験開始）～17：10（試験終了）

11月 1日（日）
　 9：40 （試験開始）～11：10（試験終了）

12月11日（金）9 : 00
12月18日（金）
2021（令和3）年1月21日（木） 9 : 00

第1次試験日

実　施　日 試 験 種 目
学科試験（多肢選択式）

作 文 試 験

基礎能力試験（多肢選択式）

学科試験（記述式）

海上保安大学校学生採用試験のご案内

2020年度　国家公務員

海上保安大学校学生採用試験
一高等学校卒業程度一　受験案内

人事院・海上保安庁
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【問合先】　（公財）びわ湖芸術文化財団　地域創造部　☎077－523－7146

【問合先】　ハーティーセンター秦荘（指定管理者　一般社団法人愛荘町文化協会）　☎37－4110
新型コロナウイルス拡大防止のため、急遽、公演を取りやめることがございます。

◆主　　　催　 滋賀県／滋賀県教育委員会／滋賀県芸術文化祭実行委員会／（公財）びわ湖芸術文化財団
　滋賀県美術展覧会は、広く県民の皆さんが日頃の創作活動の成果を発表する場、また、身近に芸術を鑑賞する場
となることを目指し、滋賀県芸術文化祭の主催事業として毎年開催しているものです。この歴史ある美術展覧会
に、あなたも是非ご応募ください。
◆募集締め切り　11月１日（日）
◆会　　　場　滋賀県立文化産業交流会館
　　　　　　　ＴＥＬ 0749－52－5111　〒521－0016 米原市下多良二丁目137
◆作　品　搬　入　【平面・立体・工芸・書】
　　　　　　　　令和２年10月31日（土）、11月１日（日）10時30分～16時（時間厳守）
　　　　　　　　搬入場所：滋賀県立文化産業交流会館　小劇場搬入口
　　　　　　　　＊県立文化産業交流会館では、全部門の作品を受付します。
　　　　　　　【平　　面　　・　　書】
　　　　　　　　令和２年11月１日（日）10時30分～16時 （時間厳守）
　　　　　　　　搬入場所：草津市立草津クレアホール　活動室
　　　　　　　　＊草津クレアホールでは、平面および書のみ受付します。
　　　　　　　　　立体および工芸は、県立文化産業交流会館へ搬入してください。
　　　　　　　　※作品搬入時には、混雑を避けるため、お時間を頂く場合があります。
◆会　　　期　令和２年11月12日（木）～11月18日（水）

◆詳しい内容の問い合わせ先
　　　　　　（公財）びわ湖芸術文化財団　地域創造部 
　　　　　　〒520-0806　大津市打出浜15-1
　　　　　　ＴＥＬ 077－523－7146　ＦＡＸ 077－523－7147
　　　　　　E-mail geibunsai@biwako-arts.or.jp
　　　　　　https://www.biwako-arts.or.jp/rd/about/shiga_art/

　新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、展覧会の中止等もございますので、作品の搬入・返却およ
び鑑賞にあたっては、びわ湖芸術文化財団のホームページなどで事前の確認をお願いいたします。なお、ご来場
の際にはマスク着用など咳エチケットにご配慮ください。体調が優れないとお感じの方は、ご来場をお控えくだ
さい。

ご観覧の皆様には、
展覧会会場で出品
作品の撮影をして
いただけます。

　本場青森での修行を経て、多くの大会で好
成績を収めておられる、気鋭の女流三味線奏
者　徳田恵美さんを迎えます。力強さの中に
繊細さを併せ持ち、聴くものを引き付ける演
奏をお楽しみください。

　お待たせしました！
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期に
なっていました「ハーティー講談会」の公演日が決
定しました！！ 
　赤穂浪士のお話や、大河ドラマで話題の『明智光
秀』のお話も！他にも歴史上の人物の物語や人情噺
など、臨場感あふれる語りをお楽しみください。

※ご家庭にアルミ缶やペットボトルのキャップ、使用済み切
手などありましたら、福祉作業所の運営資金にさせてい
ただきますので、お持ちよりください

※新型コロナウイルス感染症予
防のため十分に座席間の距離
を確保し、人数制限を行いま
す。

日　時　10月4日(日)14時から
場　所　ハーティセンター秦荘 中ホール
出演者　徳田　恵美
入場料　無料　＊限定50席
整理券はハーティーセンター秦荘と愛知川公
民館にて配布

日　時　10月24日(土)14時から
場　所　ハーティセンター秦荘 大ホール
出演者　旭堂南左衛門、旭堂南舟、旭堂南斗、旭堂南雲
入場料　全席指定 　＊限定118席
　　　　前売：1,000円（税込）＊当日：200円増
プレイガイド　ハーティーセンター秦荘・愛知川公民館・るーぶる愛知川・ひこね市文化プラザ・みずほ文化センター

第二回

8/22整理券配布開始
8/29発売開始

第50回 滋賀県芸術文化祭　主催事業
第74回 滋賀県美術展覧会《作品募集》
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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

９月 お風呂・プール

9/30の教室はお休みとなります。
９月からは火曜日が休館日となります。

【営業時間のご案内】7月・8月は火曜日も開館！
・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）
　※6月～9月の土日祝は、受付/遊泳11：00～
　　7月20日～8月31日までの平日は10：00～
・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。

日 土月 火 水 木

3

10

17

24

6

13

20

27

7

14

21

28

金

1

8

15

22

29

４

11

18

25

教室日

教室日

教室日

教室テスト

5

12

19

26

教室日

教室日

教室日

教室テスト

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室テスト

８月 お風呂・プール

8月12.14.15日の教室はお休みとなります。
８月は休館日はありません。

日 土月 火 水 木

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

金

5
教室日

12

19
教室日
26
教室日

４

11

18

25

7
教室日

14

21
教室日
28
教室日

1
教室日
8

教室日

15

22
教室日
29
教室日

〇サマータイムのお知らせ！　
　暑くなる季節、今年の夏はステイホームタウン！家族みんなでプールへ遊びに来てください！
①6月～9月の土曜日・日曜日・祝日のプールは11時から開館しています！
②7月、8月は毎日開館！（火曜日も臨時開館！）
③7月20日～8月31日までの平日はプールの開館時間延長！（午前10時から開館！）
①③は温水プールのみ　②は温水プール・香良の湯両施設で実施

　安全・安心・快適にご利用いただけるよう、コロナウイルス対策を講じ、皆様の利用をお待ちしております。
〇今年の夏のプールはいつもと違う（夏休み企画）！　
１．日曜日の自由コース、浮き輪解禁！　

毎週日曜日　11時～16時の自由時間で浮き輪が使えます！（遊具や大きな浮き輪は不可）
お気に入りの浮き輪やアームヘルパーを着けて遊べば、プールが苦手なお友達も楽しく遊べますよ！

２．無料レンタル品拡充！
・泳ぐ方向けにビート板に加え、プルブイを配置しました。（全営業時間）
・日曜日はお子様向けに、アームヘルパー、ヘルパー（無料レンタル）を配置してお待ちしています。

３．職業体験（ライフガード業務体験）イベント開催！
８月15日（土）13：00～14：00で小学生対象のプール監視員の業務体験を実施！
参加費：無料　定員：８名（先着順）申込受付中　夏の想い出や社会経験の機会としてご参加ください。

〇甲良町温水プール　スクール入会キャンペーン実施中！　
・ジュニア4,100円　成人水泳/ヨガ4,500円　水中ウォーキング/健康体操2,100円　各スクール月4回開催

〇温水プール・香良の湯スタンプカード大好評実施中！！
　１回券・回数券利用の方は、スタンプを10個貯めたら施設無料券を１枚プレゼント！
　家族でご利用の場合は、スタンプをひとつのカードにまとめることも可能なので、さ
らにお得にご利用いただけますよ！
　香良の湯は屋内風呂＋露天風呂もあり、料金は大人250円と公衆浴場よりもお安くご
利用いただけます。
   仕事帰りの疲れを洗い流したり、大きなお風呂で家族団らんに是非ご利用ください！

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

◇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ー2744

人権なんでも相談日を再開します人権なんでも相談日を再開します
新型コロナウイルス感染症の影響より
当分の間実施しません。
再開のおりは、またご連絡します。

４月６日（月）・５月11日（月）
　 13：30 ～ 15：30
　 保健福祉センター２階 相談室 

８月３日（月）・９月７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

3,311

3,522

6,833

2,610

413

368

781

1,934

1,861

3,795

964

1,293

2,257

＜－　１＞

＜－１４＞

＜－１５＞

＜－　２＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.03%
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
R２ .７ . 1現在

問合先　保健福祉課　☎38－3314

８月後半分（会場：保健福祉センター）

９月前半分（会場：保健福祉センター）

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

こころの健康相談

すこやか相談

4日（金）

14日（月）

13：30～15：00

予約制

特になし

母子健康手帳

こころの健康状態に不安をお持ちの方
（予約制）保健師が対応いたします。

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。

対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

1歳６ヶ月健診

中期離乳食教室

乳児健診４か月

乳児健診１０か月

こころの健康相談

18日（火）

25日（火）

26日（水）

26日（水）

27日（木）

13：00～13：30

９：30～10：00

13：30～13：40

13：00～13：10

10：00～11：30

H30年12月・H31年１月生まれの児
前回受けられていない児

Ｒ１年12月・Ｒ２年１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

Ｒ１年10月生まれの児
前回受けられていない児

こころの健康状態に不安をお持ちの方
（予約制）保健師が対応いたします。

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
 写真

(広報への掲載希望者)

母子健康手帳
質問票

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

特になし

対　象　の　方　（児）

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、咳などの症状のある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。
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滋賀県内の消費生活相談窓口

　

全国共通ダイヤル 消費者ホットライン
☎１８８  いやや（１８８）！泣き寝入り！！

　消費生活相談窓口では、納得できない請求や買物、契約のトラ
ブル、製品事故や多重債務などのご相談をお受けします。
　お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください

　最寄りの市町の相談窓口や滋賀県消費生活センターにつながり
ます。通話は有料です。


