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健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !2

新成人の皆さん、おめでとうございます！

３ 新成人を祝う集い

介護保険制度による障害者控除対象者認定書の交付について

８ 所得税・住民税の確定（所得）申告はお早めに！
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13 あなたも統計調査員になりませんか?

農業委員等の推薦・募集を行います

国民年金保険料を忘れずに納めましょう。
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―おめでとうございます！―
中学生「税についての作文」の表彰式が行われました。

令和２年甲良町消防団出初式・犬上郡消防連合出初式新成人を祝う集い

　全国納税貯蓄組合連合会および国税庁が主催する、令和元年度中学生の「税についての作文」の

表彰式が、去る12月18日に行われ、甲良中学校から次の３名の方が受賞されました。

甲良町長賞

２年　田島　承太郎さん

近畿税理士会彦根支部長賞

３年　谷口　朱音さん

彦根愛知犬上納税貯蓄組合連合会優秀賞

３年　羽渕　鈴笑さん

心からお祝い申し上げます。

　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12日に挙行されました。
　町消防団の他、各字自警団も一堂に会し、寒空の下、今年の防火防災への気持ちを新たにしました。
　出初式における表彰者は以下の通りです（敬称略）

◎自警団永年勤続感謝状
　　金屋自警団	 小松　治信　様
　　正楽寺自警団	 若林　裕太　様　　若林　航介　様
　　池寺自警団	 村西　儀昭　様　　村岸　一真　様
　　横関自警団	 奥川　和哉　様

◎甲良町長表彰
　○優良団員表彰	 松原　智之

◎滋賀県消防協会長表彰
　○功績章	 谷口　良信
　○勤功章	 西村　和彦
　○30年勤続表彰	 田中　章浩
　○10年勤続表彰	 村田　茂典　　三ツ谷　勝巳
　○精励章銀賞	 寺居　友彦　
　○精励章銅賞	 北川　伸一
　○感謝状	 白木　澄治　　寺居　秀幸

◎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	 村西　徳弘
　　○15年勤続表彰	 枝村　賢一　　金田　正広
　　○５年勤続表彰	 松原　智之

～甲良町消防団に新しく消防車両が入りました。～

　１月12日に新成人を祝う集いが開催されました。
　晴れやかに成人となられた皆さん、おめでとうございます。
　感謝の気持ちを忘れず、大きく飛躍されることをお祈り申し上げます。

【問合先】　総務課　☎38−3311【問合先】　税務課　☎38ー5064

【問合先】　「新成人を祝う集い」実行委員会事務局（社会教育課）　☎38−3315

新成人の誓い 実行委員の皆さん
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「絵本×大道芸ライブ」を開催しました！

地域との餅つき交流体験

明るい選挙推進啓発用作品「優秀賞」を受賞

　去る12月8日（日）、図書館で大道芸人・オマールえびさんによる「絵本×大道芸ライブ」が開催され

ました。絵本の読み聞かせでは、『ねえ、どれがいい？』『おいしいぼうし』『あいたくなっちまったよ』の

3作を音楽にのせながら披露してもらい、オマールえびさんと掛け合いをしながらの楽しいものになりま

した。ダイナミックな大道芸と、コミカルで面白い絵本の読み聞かせを組み合わせたパフォーマンスで、

子どもから大人まで楽しい時間を過ごしました。

　12月17日（火）、池寺公民館において甲良養護学校高等部の
餅つき体験交流実習が行われました。この交流実習は、作業学
習の一環として、春に田植えの体験、秋には稲刈り体験、そし
て今回の餅つき体験と近隣地域の方々と一緒に協働作業の大切
さや楽しさを感じながら交流を深めます。当日は、高等農業履
修生約40名が参加し、池寺老人会会員の方々や地域ボランティ
ア、ＪＡ東びわこ協同組合ボランティアと一緒に餅つきが行わ
れました。当日は、あいにくの雨模様でしたが、生徒たちは地
域の方と一緒に、ぺったんぺったんと楽しそうにお餅をついて
いました。お礼の挨拶を述べた高等部１年の瀬川健太さんは、
「自分でついたお餅はおいし
かったです。お餅つきの杵
は重たかったけど、機会が
あればまたやってみたいで
す。」と楽しそうにふり返っ
ていました。

　 令 和 元 年12月
19日、 滋 賀 県 庁
で開催されました
第41回 滋 賀 県 明
るい選挙推進県民
会議において、甲
良中学校１年生の
上 田 日 葵 さ ん が
「2019年 度 明 る
い選挙推進啓発用
作品（ポスターの
部）」で優秀賞を受賞されました。
　「今、投票へ行くか行かないかは、未来の社会を大
きく変えることだということを静かに伝えるポスター
である」と評価されました。
　おめでとうございました。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX 38ー8089

【問合先】　企画監理課　☎38ー5061

【問合先】　甲良町選挙管理委員会事務局（総務課）　☎38−3311

令和元年度　第19回全国中学生都道府県対抗
野球大会in伊豆　出場激励

　令和元年度　第19回全国中学生都道府県
対抗野球大会in伊豆に甲良中学校（３年生）
の小嶋航輝さん、小嶋竜希弥さん、高橋和仁
さん、山田叶夢さんの４名が出場されました。
　おめでとうございます。
　これからも一層のご活躍を祈念して12月
25日に教育長より激励していただきました。

甲良中学校　（小嶋航輝さん、小嶋竜希
弥さん、高橋和仁さん、山田叶夢さん）

全国大会出場の皆様、これからも益々のご活躍を、心よりご期待申しあげます。

【問合先】　社会教育課　☎38ー3315
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保　育　園
　今月号は、町内の保育所の歩みを写真と共に紹
介していきます。
　滋賀県における保育所誕生の特徴は、次のとお
りです。第一に寺院を中心に宗教活動の一環とし
て、また慈善事業として始められたもの。第二に
農業地帯の特質として、昭和初期から農繁期に子
どもたちを預かる多数の季節託児所が誕生し、そ
の後常設保育所になっていくもの。第三に同和地
区の就労対策の一環として誕生したもの等、学校
教育の体系と異なり独自の道を歩みました。

　甲良町内でも、農繁期、どこのお寺も託児所が開設されていました。
　下之郷では字内のお寺が持ち回りで「下之郷託児所」の看板を掲
げ子どもたちを預かりました。また、金屋では三ケ寺の坊守さんを
中心に季節託児所が旧公民館で運営されていました。

　町内の保育園としては、下之郷に私立「ひかり保育園」（西応寺、
経営：川並了一氏）が昭和27年に開園されました。お御堂（本堂）
で保育をされ、東甲良村からも子ども達を受け入れていました。当時、
管内のお寺と連携しバターやチーズ、粉ミルクが給食に使用されて
いたそうです。
　当時の農作業は、朝早くから夜は８時頃までの厳しいもの。遅く
まで預かって、お風呂や晩ご飯を食べた後、迎えに来られるお家も
あったそうです。

　金屋では昭
和28年に私立
「みどり保育園」
（養照寺、経営：
高木徳風氏）が
開園されまし

た。東甲良村の子ども達や旧大滝村（多賀町富之
尾、川相、霜原、大杉、一ノ瀬等）からも近江鉄
道の定期バスに乗って通園されたそうです。

　次号では町立保育園（呉竹保育園、甲良第一保育所、第二保育所等）を掲載します。
参考：滋賀の保育園史、甲良町史

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

5

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

山
やまもと

本航
こうた ろ う

太郎ちゃん
２月 27日生（長寺西）

近
こんどう

藤　咲
さ ら

良ちゃん
２月 20日生（北落）

奥
おくがわ

川　蘭
らんじゅ

寿ちゃん
２月 25日生（横関）

　令和２年４月号『天使のほほえみ』への掲載希望（H31年４月生のお子さん）
の方は、２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ー5061　保健福祉課　☎38ー3314

□下之郷託児所

□ひかり保育園 オート三輪で遠足
　（昭和31年頃）
　三輪の荷台に乗って、多賀町藤瀬
への楽しい遠足。

□みどり保育園

□ひかり保育園　ラジオ体操
　（昭和32年）
　境内に並んで先生と一緒にラジオ
体操をしています。

令和元年度　コミュニティバス収支等状況

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

おでかけに、通勤通学に、環境にやさしい公共交通を

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！！

※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。

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

※ダイヤ改正により萱原線・大君ヶ畑線は平成31年3月31日まで、甲良線は平成31年4月1日からの収支状況となります。

№

1

2

3

4

萱原線・
大君ヶ畑線

河瀬駅

金屋･川相

金屋

金屋

金屋

運　　行　　経　　路

萱　原

川　相

金屋橋

富之尾

合　計

経常収益（円）経常費用（円）経常損益（円）

637,677

244,222

610,530

1,789,114

3,281,543

3,033,956

1,161,923

2,904,695

8,133,518

15,234,092

2,396,279

917,701

2,294,165

6,344,404

11,952,549

河瀬駅甲良線
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所得税・住民税の確定（所得）申告はお早めに！
◎確定申告納税相談日程

月　　  日 字名等 午前 午後 月 　　  日 字名等 午前 午後

２

17 月
在　士 全組

３

１ 日 全集落 全区民 全区民
法養寺 全組 ２ 月 北　落 １～５組 ６～10組

18 火
正楽寺 全組 ３ 火 長寺東 １～４組 ５～８組
下之郷 １～６組 ４ 水 尼　子 １～６組 ７～13組

19 水 下之郷 ７～12組 13～18組 ５ 木 尼　子 14～19組 20～25組
20 木 長寺西 １～10組 11～19組 ６ 金 全集落 全区民 全区民
21 金 金　屋 １～６組 ７～12組 ９ 月 全集落 全区民 全区民
22 土 全集落 全区民 全区民 10 火 全集落 全区民 全区民
25 火 池　寺 １～４組 ５～８組 11 水 全集落 全区民 全区民
26 水 横　関 １～３組 ４～６組 12 木 全集落 全区民 全区民
27 木 呉　竹 １～６組 ７～12組 13 金 全集落 全区民 全区民
28 金 小川原 １～４組 ５～８組 16 月 全集落 全区民 全区民

◇申告会場は全日、甲良町公民館１階研修室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22日（土）、３月１日（日）は申告相談を実施します。

【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」、「病院・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。

◇	セルフメディケーション税制が創設されました。健康の
保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った方
が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受け
ることができます。（通常の医療費控除と選択適用）

【農家の皆さんへ】
　農業所得の収支計算はされましたか？まだお済みでない
方は、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。

【事業の申告をされる方、および認定農業者の方へ】
　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
　　２月12日（水）、２月21日（金）
　　３月 5日（木）、３月10日（火）
（受付時間：午前は９：30～12：00、午後は１：00～３：00）

【問合先】　甲良町商工会　☎38−3530

【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、建物など譲渡所得のある方
・	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

・	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

　期間は令和２年２月17日（月）～３月16日（月）
令和元年分所得税の確定申告と令和２年度町県民税の申告が、２月17日（月）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20万円を超える方および給与の年収
が２千万円を超える方。

③土地や建物などの資産を売った方。
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38万円を超える所得がある場合。
⑥令和元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16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。）
令和元年中の所得（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、収入が無い方でも必ず申告してください。
　３月16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）
　※地震保険料控除創設に伴い、従来の損害保険料控除が廃止されました。
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配当控除や住宅借入金等特別控除などを受ける方は、それに必要な書類など。
⑥寄附金控除証明書（寄附金控除を受ける人）
⑦障害手帳、療育手帳など（障害者控除を受ける人）
⑧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。

【問合先】　税務課　☎38−5064（直通）　　彦根税務署　☎22−7640（代表） 【問合先】　税務課　☎38−5064（直通）　　彦根税務署　☎22−7640（代表）

～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。
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青色申告については、税務署、ＪＡ、農業会議、農業経営相談所などへお尋ねください。 
収入保険については、最寄りの農業共済組合へお尋ねください。 

メリットも 

加入申請時に青色申告の実績が１年分 
あれば加入できます 
※ 平成31年分の青色申告の実績が揃えば、平成33年１月からの 
 収入保険に加入できます。 

かんたん！ 

加入できます 

たくさん！ 

のみなさん 

最高で65万円の特別控除！ 
損失額の繰越しや繰戻しができる！ 
専従者の給与額を必要経費に算入できる！ 
農業経営基盤強化準備金制度が使える！ 

現金出納帳等を整備して、日々の取引を 
残高まで記帳・保存すれば、青色申告を行えます 
                       （簡易方式） 

収入保険に 

※ 青色申告を新たに始める方は、原則、その年の３月15日までに 
 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 

思っていたより、ずいぶん 
簡単だったね！ 

      
        も 
便利だしね！ 

青色申告は 

メリットも 

農業収入の減少を広く補償 

青色申告 検索
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm 

青色申告についてはコチラから

農業 収入保険 検索
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.html 

収入保険の情報はコチラから

←国税にかかる相談窓口はこちら 
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm 

全国農業共済組合連合会の連絡先はこちら 
TEL：03-6265-4800(代) 
URL：http://nosai-zenkokuren.or.jp/ 

～彦根税務署からのお知らせ～
　２月17日(月)から３月16日(月)の間（土・日曜日は除く）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。）

【問合先】　彦根税務署　☎22−7640（代表）
【問合先】　彦根年金事務所　☎23−1114　　住民課　☎38−5063

介護保険制度による障害者控除対象者認定書の交付について

国民年金保険料を忘れずに納めましょう。

　障害者手帳の交付を受けていない場合でも、満65歳以上の要介護認定または要支援認定を受けている
方で、町長が身体障害者等に準ずると認定した方は、所得税や町・市民税の控除（障害者控除）の対象と
なります。
　次のすべての要件を満たす方に対し、申請により障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」
を交付します。確定申告時に、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障害者控除または特
別障害者控除を受けることができます。

【認定の対象者要件】
　①	認定基準日現在で満65歳以上の要介護認定または要支援認定を受けている方
　②	認知症または身体の障害により日常生活に支障がある方
　③	身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・原爆症認定証を所持して
							いない方
※認定基準日は、令和元年12月31日（死亡の場合は死亡日）現在の状況となります。

申請場所
・甲良町保健福祉センター

　国民年金は、老後や、もしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと、老後
に年金を受け取れないだけでなく、障害年金や遺族年金も受給できません。
　年金保険料はひと月16,410円ですが、以下の納付方法があります。
　●	日本年金機構から送付される納付書を持って、金融機関・郵便局・コンビニ等の窓口で納付。
　●	口座振替で納付。
　●	クレジットカードで納付。
　●	電子納付
　保険料の納付が困難な場合は納付免除の申請をする方法があります。本人・配偶者・世帯主の前年所得
が一定基準以下の場合、保険料が全額または一部が免除されます。但し、申請が却下される場合もあります。
　免除の種類は以下の5種類です。

　　①全額免除。②納付猶予。③３／４免除。④半額免除。⑤１／４免除。

他にも20歳以上の学生を対象とした免除申請もあります。
　年金事務所に免除申請をした場合、満額の納付書は納付を保留とし、数か月後に審査結果に応じて減額
された納付書が送付され保険料を納めることになります。却下された場合は元の納付書で納めます。
　年金のことで何かお困りのことがありましたら、彦根年金事務所または住民課までお問い合わせくだ	
さい。

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

※ 平成31年分の青色申告の実績が揃えば、令和３年１月からの
　収入保険に加入できます。
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介護の計画に関する重要なアンケートに
ご協力ください！

　甲良町では令和３年度から３年間の「甲良町高齢者保健福祉計画・第８

期介護保険事業実施計画」を令和２年度に策定するにあたり、アンケート調

査を実施します。

　この計画はわが町の介護施策の基本となる重要な計画で、提出いただいた

調査結果を計画の策定に反映させることとしていますので、お手元に届きま

したらご協力よろしくお願いします。

　なお、２月に町内に住所を有する65歳以上の皆さまを対象にアンケート

票を郵送し、３月中にポストに投函いただく形での回収を予定しています。

【問合先】　保健福祉課　☎38ー5151

農業委員等の推薦・募集を行います

定　　数：①農業委員14名　②農地利用最適化推進委員7名
身　　分：両委員とも本町の特別職の非常勤職員
任　　期：①農業委員　令和2年7月20日から令和5年7月19日まで（3年間）　
　　　　　②推進委員　農業委員会が委嘱した日（令和2年7月中）から令和5年7月19日まで
職　　務：①	農業委員　定例会出席、農地の権利移動、転用、新規就農、利用集積等の許認可・同意の審査、農

地巡視・違反転用監視、農業者との相談、農地利用集積・高度利用調整、遊休農地対策、経営拡大
支援等

　　　　　②	推進委員　農地巡視・違反転用監視、農業者との相談、農地利用集積・高度利用調整、遊休農地対策、
経営拡大支援、農地利用最適化の推進活動、定例会出席（随時）等

応募資格：	①農業委員　農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化の推進に関する事項や農業委員会所掌事
項に関し、その職務を適切に行うことができる者　②推進委員　農地等の利用最適化の推進に熱意と
識見を有する者（農業委員と推進委員の兼務は不可、両方応募は可能）

募集要項・申請書：町ＨＰよりダウンロードもしくは甲良町産業課・農業委員事務局までお問い合わせ下さい。
報　　酬：①農業委員	年額9.5万円②推進委員	年額9.5万円
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
受付期間：令和2年2月3日（月）～2月28日（金）
受付場所：甲良町産業課・農業委員会事務局
応募状況の公表：募集期間の中間・終了後に町ＨＰに掲載
選考方法：	応募書類をもとに選考委員会で選考（農業委員選出の条件：委員の過半は認定農業者／農業委員会所

掌事項に利害関係のない者を1名以上／女性・青年を積極登用）
募集の詳細：自治会を通じてチラシ回覧、町ＨＰ掲載

【問合先】　甲良町農業委員会事務局　☎38ー5069　FAX 38ー5122

　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　	400名（応募者数が400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２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
員の方は応募いただけません

■応募締切　令和２年２月10日（月）午後５時
　　　　　　　（令和元年12月４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＝7182
■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
（参考）滋賀県ホームページ・広報課「県政モニター」
https://	www.pref.shiga.lg.jp/kensei/

kenseisanka/10606.html

令和２年度 県政モニターを募集します！

あなたも統計調査員になりませんか？

【問合・申込先】　企画監理課　☎38−5061

■	甲良町の登録統計調査員として活動してみませんか?
　　甲良町内でできる登録制のお仕事です。
　　65歳以上の方も活躍しています。

　甲良町では、国勢調査などの各種統計調査において、担当調査区の世帯や事業所などを訪問し、調査票
の配付・回収・検査・整理などを行う「統計調査員」を募集しています。
　報酬：基準に基づき、調査の種類や件数に応じて支払われます。
　身分：調査ごとに国や県により任命され、調査期間中は非常勤の公務員となります。
　調査期間(任命期間)：およそ1～2ヶ月(調査によって異なります)
　その他：調査に従事する時間があれば、他のお仕事をしながら活動することも可能です。

申込方法(随時募集しています!)
　登録にあたり、簡単な面談を行いますので、登録を希望される方は、まず、お電話にてお申し込みくだ
さい。
注意：統計調査員への登録は、調査活動の依頼を確約するものではありません。定期的な収入は見込めま
　　　せんのでご了承ください。
　　　	統計調査員の調査期間中の身分は、都道府県の職員（地方公務員）となりますので、公務員として

調査活動を行ってください。
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【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

２月４日～10日は
滋賀県がんと向き合う週間

私はがんになりません。
そう言いきれるのは、

２人に１人。
知らないことが、いちばんの危険。

　　　　●がんを予防しましょう
　　　　●がん検診を受けましょう
　　「大人ももらおう！大事なからだの成績表」

滋賀県健康づくりキャラクター　しがのハグ＆クミ

　　・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 !!
    ・昨年度受診されていない方が対象です。

★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2.3.31まで実施してい 
　ます。
★受診の際には事前申請が必要ですので、
   保健福祉課までご連絡をお願いします。

【お知らせ】  女性がん検診のご案内

がん情報しが

【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にご相談ください！
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内容は守秘され
ますので、安心してご相談ください。

ほっと館へようこそ！

クリスマス会をしました！

　12月の親子ふれあい教室は、クリスマス会をしま
した。かわいいサンタクロースやクリスマスツリー
などを作って飾りました。また、どの教室にもサン
タクロースが登場し、子ども達は見なれないサンタ
クロースに緊張しながらもプレゼントをもらって、
笑顔がいっぱいになりました。

にこにこサークル活動中！

　子育て支援センターでは、子育て中のお母さん方
のサークル活動を応援しています。支援センターの
部屋やおもちゃを使って遊ぶことができ、利用料は
必要ありません。
　にこにこサークルでは、自分たちで遊びや制作な
どの内容を考えて楽しく活動されています。
　気の合ったお友達と少人数でも、サークル活動に
興味のある方はお気軽にご相談ください。

２月の支援センターの予定

月 火 水 木 金
3 4 5 6 7

すまいるタイム
（０歳児対象）

おはなしタイム
11：15～

こあら教室

（０歳児前半対象）
10 11 12 13 14

建国記念の日
（休館日）

おはなしタイム
11：15～

ぺんぎん教室

（２・３歳児対象）
17 18 19 20 21

かんがるー教室

（０歳児後半対象）
うさぎ教室

（１歳児対象）
おはなしタイム
11：15～

24 25 26 27 28
天皇誕生日振替休日

（休館日）
おはなしタイム
11：15～

※かんがるー・こあら・うさぎ・ぺんぎんの親子教室は、年間の参加申込みが必要です。
　参加申込みは、随時、受付けています。参加申込み、お問合せは子育て支援センターまでお願いします.

うさぎ教室・ぺんぎん教室合同クリスマス会 とても楽しそう！ 何ができるのかな？
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【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

２月の催し物　　図書館の行事はすべて無料です！

8日（土）１１：００～
おはなし会

21日（金）１１：００～
ぴよぴよひよこのおはなし会
（0.1.2歳の赤ちゃんを対象にしたおはなし会です）

お気軽にご参加ください！

23日（日）１４：００～
子ども映画会

　『コウノトリ大作戦』（86分）

◇ ◇ ２月の展示 ◇ ◇
木工作品展 ２月１日（土）～29日（土）

町内在住の松宮陸朗さんの木工作品展を開催いたします。

『絵本読み聞かせ講座』を開催
日時：３月７日（土）　13：30～15：00

詳しくはチラシ、ホームページをご覧ください。

図書館に行こう♪

　今月は町の健康課題である高血圧、 高血糖、 腎不全の予防に有効な

減塩や肥満防止に役立つ本を紹介します。

　図書館には、 ここで紹介した本以外にも様々な健康、 病気関連の本

があります。

　是非図書館においでください！

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

『絵で見てわかる定番おかずを
おいしく減塩』

松田　康子/著《女子栄養大学出版部》
　いつも家庭で作られている基本の料理を
おいしく適塩・減塩にするコツやポイント、
レシピを、わかりやすい絵で紹介。

『国立国際医療研究センター病院の
一生役立つ糖尿病レシピ410』

大杉　満/監修　《西東社》
　低カロリーでもボリューム満点、減塩でも
おいしく食べられる工夫がいっぱい。国立
国際医療研究センター病院の実績と最新の
研究に基づいた、糖尿病の食事療法に役立つ
410レシピを紹介する。

『サバ缶みそ汁でスルッとやせる！
病気が治る！』

《マキノ出版》
　高血圧、糖尿病、認知症、骨粗鬆症を撃退！
　最強の健康食「サバ缶みそ汁」の健康効果
を解説し、基本の作り方やアレンジレシピを
紹介。

『作りおきできる減塩おかず』
検見崎　聡美/著《女子栄養大学出版部》
　食材が持つ本来の味を最大限に生かすこ
とを第一に考えた、作りおきできる減塩お
かずのレシピ集。塩分０ｇから、塩分0.1
～0.2ｇと塩分ほぼ０ｇまで約50品を紹介
する。

『透析を予防する！
　専門医が教える腎臓病の治療法と

おいしいレシピ』
中尾　俊之/著《ナツメ社》
　最新の腎臓病学と栄養学に基づいた食事
療法や、献立の立て方を丁寧に解説。治療
用特殊食品の使い方や、食事作りをラクに
する冷凍術、レトルトソース類の活用術も
紹介する。171品目を掲載した食品成分表
付き。

…休館日

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

日 月 火 水 木 金 土３
月 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

日 月 火 水 木 金 土２
月 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

☆★☆　蔵書点検による閉館のお知らせ☆★☆
２月12日（水）から18日（火）まで

　図書館では1年に１回、所蔵する本を１冊１冊確認し、より利用しやすい
本棚にするための作業を行います。この作業の間、図書館は休館となります。
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。また、
２月９日まで、貸出上限100冊、貸出期間３週間とさせていただいており
ますので、休館中のぶんもご利用ください。
　なお、蔵書点検の期間中も本、雑誌、紙芝居はブックポストへの返却が可
能ですが、CD、DVDに関しましては19日以降にカウンターへ返却ください。

くらしのかわら版

◆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２月８日（土）
場　所：甲良町役場　第三会議室
時　間：10時～12時
問 総務課
☎0749-38-3311
滋賀行政監視行政相談センター
☎077ー523ー1100

◆無料相談会（行政書士）
○	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）許可手続き全般

　相談会日時：令和２年２月14日（金）

　　　　　　13：00～15：00

　相談会場：甲良町役場　第３会議室

問 …問い合わせ 申 …申し込み先

coba solo tour 2020
The Accordion 滋賀公演

コバ　ソロツアー　ジ・アコーディオン

数々の国際コンクールで優勝し、世界各国で活躍している
アコーディオン奏者「c

コ バ
oba」が愛荘にやってきます!!

フィギュアスケートの髙橋大輔さんが演舞曲として使用
した『eye』や、TV番組「おしゃれカンケイ」のテーマ
曲など、多くの方に親しまれている楽曲をいくつも生み
出している「coba」のパワフルなステージを是非ご堪
能ください。

日　時：６月14日（日）16時30分から
場　所：ハーティーセンター秦荘 大ホール
入場料：全席指定
　　　　一　　　般：4,000円（税込）
　　　　中学生以下：2,000円（税込）
　　　　＊当日 各500円増　＊未就学児の入場不可日　時：３月１日（日）10時から

場　所：ハーティーセンター秦荘 大ホール
入場料：無料 ２／22（土）発売開始

日頃、地道に練習を重ねておられるアマチュア
バンドの皆さんによる熱いライブをお届けします。
さまざまなジャンルの曲を一度にお楽しみいた
だけます。明日のスターを探し行こう!!

♪市川千明　♪food Family　♪JUNBOKU
♪まきゆうじ　♪緑が丘ウキウキバンド　
♪三線サークル　ちゅら　
♪The Best Star Days　♪鉄パイプ反撃少女

【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ー4110

15世紀のヨーロッパでは長靴
(ブーツ)は騎士が馬に乗るときに必
要な靴でした。つまり長靴をはく
ことは騎士(ナイト)であることのし
るしだったのです。ねこのジャン
は冒険で主人である少年に「長靴
をください」と言って自分の格好
を整えます。騎士の身なりにする

ことは、同時に自分の仕える主人
が身分の高い人間であることを示
します。そうすればただの貧しい
少年とねこでも、周囲の信頼を得
られるだろう、というのがねこの
作戦だったのです。	ドキドキわく
わくのアドベンチャーストーリー
をお楽しみください！！

数々のテレビ番組・教育誌でも
採り上げられているかかし座の
手影絵。「ダンシング・アニマル
ズ」は数十種類の動物が次々に
登場する見ごたえたっぷりのパ
フォーマンスです。アッとおど
ろく影絵の技もちょっとだけ教
えちゃいます。

日　時　３月21日（土）
　　　　14時00分から
場　所　ハーティーセンター秦荘
　　　　大ホール

劇団　かかし座　好評販売中
入場料　全席指定
　一　　般：2,000円（税込）
　中学生以下：1,000円（税込）
　＊当日	各200円増
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 甲良町 し尿収集カレンダー  【令和２年３月】

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

日(曜日) 午前/集落 午後/集落
２日（月） 呉竹①・小川原① 呉竹①・小川原①
３日（火） 小川原① 小川原①
４日（水） 小川原① 小川原①
６日（金） 尼子① 尼子①
９日（月） 正楽寺①・法養寺①② 正楽寺①・法養寺①②
10日（火） 長寺東・長寺西① 不　　定　　期
11日（水） 長寺東・長寺西① 長寺東・長寺西①
16日（月） 下之郷③・北落①②③ 下之郷③・北落①②③
17日（火） 在士②③・池寺①② 在士②③・池寺①②
18日（水） 金屋①②③ 金屋①②③
23日（月） 小川原② 不　　定　　期
25日（水） 長寺東・長寺西② 長寺東・長寺西②
26日（木） 長寺東・長寺西②・呉竹①③ 長寺東・長寺西②・呉竹①③
27日（金） 法養寺③・池寺③ 法養寺③・池寺③
31日（火） 長寺東・長寺西③ 不　　定　　期

※「―」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。

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

 【問合先】 温水プール・香良の湯　☎ 38ー5155

道の駅　せせらぎの里こうら
<営 業 日>  年中無休 

（※12月31日～１月３日までは休み）

<営業時間>  9：00～18：00	
　※１月	9：00～17：00

<電話番号> 38ー2744

人権なんでも相談日
２月３日（月）・３月２日（月）
　	13：30	～	15：30	
　	保健福祉センター２階	相談室

《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。

３月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
休館日

4
教室日 5 6

教室日
7

教室日

8 9 10
休館日

11
教室日 12 13

教室日
14
教室日

15 16 17
休館日

18
教室日 19 20

教室日
21
教室日

22 23 24
休館日

25
教室テスト日 26 27

教室テスト日
28

教室テスト日

29 30 31
休館日

２月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1
教室日

2 3 4
休館日

5
教室日 6 7

教室日
8

教室日

9 10 11
休館日

12
教室日 13 14

教室日
15
教室日

16 17 18
休館日

19
教室日 20 21

教室日
22
教室日

23 24 25
休館日

26
教室日 27 28

教室日 29

2/29（土）は水泳教室はお休みです。

○水泳教室受講者大募集！！　体験キャンペーン実施中！！
曜日・時間 対　　象 曜日・時間 対　　象

ジュニア教室【J-5】 水曜日 午後5時～6時 4歳～未就学児 ジュニア教室【J-6】 水曜日 午後6時～7時 小学5～6年生
ジュニア教室【J-5】 金曜日 午後5時～6時 小学1～2年生 ジュニア教室【J-6】 金曜日 午後6時～7時 小学3～4年生
ジュニア教室【J-3】 土曜日 午後3時～4時 4歳～未就学児 ジュニア教室【J-4】 土曜日 午後4時～5時 小学1～2年生
ジュニア教室【J-5】 土曜日 午後5時～6時 小学3～4年生 ジュニア教室【J-6】 土曜日 午後6時～7時 小学5～6年生
成人【M-3】 　　  水曜日 午後3時～4時 中学生以上 成人【M-7】　　　　土曜日 午後7時～8時 中学生以上
ウキウキウォーキング　金曜日 午後7時30分～8時30分 中学生以上
ジュニア教室【J-4】 水曜日 午後4時～5時 小学1～2年生 ジュニア教室【J-4】 金曜日 午後4時～5時 4歳～未就学児

※新規受講の方は、空き状況をお電話にてお問い合わせください。
※受講料（１ヶ月４回）ジュニア教室4,100円、成人教室4,500円、ウキウキウォーキング2,100円
※	ジュニア教室では、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。
※ 体験キャンペーンを実施中です。ジュニア水泳・成人水泳500円/回、ウキウキウォーキング300円/回にて

体験できます。体験はお一人様１回限りとさせていただきます。事前にご予約をしてご参加してください。
○運動教室受講者大募集！！　体験キャンペーン実施中！！
・プール２階の教養娯楽室（和室）にて教室を実施しています。
・各教室とも月４回の定期教室となります。
※ 体験キャンペーンを実施中です。ヨガ教室500円/回、健康運動教室300円/回にて体験できます。
　体験はお一人様１回限りとさせていただきます。事前にご予約をしてご参加してください。

教室名 曜日 2月開催日 時間 対象 定員 参加費（月4回）
健康運動教室 水曜日 5・12・19・26日 10:30～11:30 18歳以上 20名 2,100円（税込み）
ヨガ教室 金曜日 7・14・21・28日 10:30～11:30 18歳以上 20名 4,500円（税込み）

○春の短期水泳教室を開催します！　3／25・26・27の３日間
【参加申込方法】２月22日（土）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。
【参加者特典】
①	短期から新規入会の方は最初の１ヶ月の会費2,000円（通常4,100円）、指定用品（キャップ・ワッペン）を
プレゼント！

②現在スクールに通っている方でも４月も継続される方は、４月の受講料3,000円（通常4,100円）
対象 定員 日程 参加費

幼児教室　　　午前9時～午前10時 4歳～未就学児 16名 3月25日（水）・26日（木）・27日
（金） 3,630円（税込）ジュニア教室　午前10時～午前11時 小学生 24名

【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）

【問合先】　甲賀市　産業経済部　商工労政課　☎0748−69−2188
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健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !2

新成人の皆さん、おめでとうございます！

３ 新成人を祝う集い

介護保険制度による障害者控除対象者認定書の交付について

８ 所得税・住民税の確定（所得）申告はお早めに！

11

13 あなたも統計調査員になりませんか?

農業委員等の推薦・募集を行います

国民年金保険料を忘れずに納めましょう。

12

11

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R２ .１ . 1 現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,341

3,562

6,903

2,601

　ー　７

ー　３

ー１０

＋　１

＜

＜

＜

＜

＞

＞

＞

＞

1,951

1,899

3,850

427

372

799

女

合　計 Ⓑ Ⓐ

世帯数 Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 32.65%
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。

2020年（令和２年）２月号
通巻第494号

発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地1

TEL.0749ｰ38ｰ5061
FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp

963

1,291

2,254

滋賀県内の消費生活相談窓口
　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。

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！！

　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。

問合先　保健福祉課　☎38ー3314

広報こうらは再生紙を使用しています。

２月後半分　（会場：保健福祉センター）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 対　象　の　方　（児） 持ち物

１歳６か月健診 18日（火） 13：00～13：30 Ｈ30年６・７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
すこやか親子アンケート

歯ブラシ・コップ

中期離乳食教室 25日（火） ９：30～10：00 Ｒ１年６月・７月生まれの児 母子健康手帳・質問票

乳児健診４か月 26日（水） 13：30～13：40 Ｒ１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

乳児健診10か月 26日（水） 13：00～13：10 Ｈ31年４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)

こころの健康相談 28日（金） 13：00～15：00 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。 特になし

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 対　象　の　方　（児） 持ち物

すこやか相談 ２日(月) ９：30～11：00 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。 母子健康手帳

２歳６ヶ月健診 12日（木） ９：30～10：00 Ｈ２９年７月・８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
歯ブラシ・コップ

こころの健康相談 13日(金) 10：00～11：30 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。 特になし
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