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新入生の皆さんおめでとうございます!!

　４月８日午前中に東西小学校、午後より甲良中学校で入学式が行われました。
　ご入学おめでとうございます。

新入園児の皆さんおめでとうございます!!

　４月７日に東西保育センターで入園式が行われました。
　ご入園おめでとうございます。

浜
は ま の

野　智
ともひさ

久ちゃん
５月 15日生（小川原）

阪
ばんどう

東　亜
あ さ

咲ちゃん
５月６日生（下之郷）

上
う え だ

田　彩
さ な

愛ちゃん
５月４日生（尼子）

　令和２年７月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R１年７月生のお子さん）の
方は、５月27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

西
保
育
セ
ン
タ
ー

東
保
育
セ
ン
タ
ー

甲良西小学校

甲良東小学校

甲良中学校
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町 長  野 瀬 喜 久 男
【議会部局】

所属・課長

局長  榎本　浩美

宮川  哲郎

中川  雅博

北坂  　仁

上田  真司

藤井  千恵 岩瀬  龍平

丸山  幸志

濵岡  真樹
宮嵜  一海

米田志保子
（再任用）
寺川  雄輔

上林加寿美

陌間     忍
（館長･再任用）

岡見  遊人

浦田  民恵

山田  哲也

大西  達偉

山本  文昭

吉村  裕之

白木  至孝

三浦  万里

西村  祐一
上野恵利加

宮嵜  理恵

山﨑  義史

白波瀬  愛

栗田  浩明

小林  寛大
                            （フル）清水  修三

吉川  太樹

上田  聖矢              （フル）小倉　敬子
沖野  健太

（フル）島田  淳子        （フル）米田  明子
前林  麻矢　吉田  将人
                           （フル）宮本  亜希    （フル）網本  紗耶

山本  桃美
（パ）藤野  彰

佐々野  優

柴田     宙　　　　　（パ）飯塚  夏実

善利  光貴

（フル）増田  里奈

上田  大貴　　　　　　　　　　　　　   赤鹿沙矢香

谷     祐介　　（嘱）河嶌  誠治　      （フル）田中  博幸
荒木  将登　　大野太伊志　
（フル）河岸  沙弥        （フル）中野  彩子
（フル）大萩  奈奈        （フル）山本  貢造

（フル）大西  信雄

橋本     真
森  鉱太郎
（湖東分室勤務）

宮崎  博史　 （パ）寺川貴代美　          　奥本     愛
寺本  貴人（滋賀県へ出向）　　　　　　　中本     潤
髙下  智貴  　（フル）田中  茂樹（不当要求対策官）  山脇  理恵
山本美瑞紀　　　　　　　　　　　　　　金田  憲幸　　　　　

出　納　係

庶　務　係
議　事　係

総　務　係
行　政　係
財　政　係
地域安全係

企画調整係
広　報　係
管　理　係
住 民 税 係
資 産 税 係
諸税庶務係
収納促進係

住　民　係
保険年金係
生活環境係

保　健　係

福　祉　係

介護支援係

農　政　係
農村整備係
商工労働係
観光振興係

土木建築係
都市計画係
管理庶務係
上 水 道 係
下 水 道 係
庶務会計係
人権政策係
事業徴収係
住宅管理係
地域活動係
保健福祉係
教育文化係
就労対策係
地域活動係
保健福祉係
教育文化係
就労対策係

教育総務係

生涯学習係
人権教育係

内田  裕也

中川  一樹

大山  一弥
田畑  真実

寺居  友彦

瓦﨑  勝一

村田  茂典

望月  　仁

大野  正人

高橋  直子

西澤  彰人
（専門員）

大野矢寿代
（館　長）

（専門員）
小財  智宏

丸山　  正

議会部局
議会事務局（監査委員の事務補助）

固定資産評価審査委員会事務局長
選挙管理委員会事務局長

会計室・会計管理者

総　務　課

企画監理課

大野  けい子
税　務　課

小林  千春
住　民　課

中村  康之
保健福祉課

西村  克英

（農業委員会）

産　業　課

村岸　  勉
建設水道課

丸澤  俊之
人　権　課

教育次長  福原　  猛
教育総務課

社会教育課

図書館

長寺地域総合センター

呉竹地域総合センター

農業委員会事務局長

公平委員会事務局長

参事 課長補佐･専門員 係　名 主　幹 主　査 主　任 課　　　員

所属・課長 参事 課長補佐･専門員 係　名 主　幹 主　査 主　任 課　　　員

所属・課長 参事 課長補佐･専門員 係　名 主　幹 主　査 主　任 課　　　員

（パ）パートタイム会計年度任用職員（フル）フルタイム会計年度職員

【町長部局】

【教育委員会部局】

教育長  松  田  嘉  一

（彦根愛知犬上広域行政組合出向）

所属名・課長

課　　名

総　務　課
38－3311

建設水道課
（料金）
38－3581

人　権　課
38－5066

呉竹地域総
合センター
25－1736

長寺地域総
合センター
38－3148

議会事務局
38－5060

教　育
総務課教  

育  

委  

員  

会

学　校
教育課

社　会
教育課

会　計　室
38－5065

企画監理課
38－5061

税　務　課
38－5064

住　民　課
38－5063

保健福祉課
（保健福祉センター内）

産　業　課
38－5069

建設水道課
（建設）
38－5068

甲良東小学校
甲良西小学校
甲良中学校

38－3100
38－3000
38－3200

甲良養護学校
東児童クラブ
西児童クラブ

38－4880
38－3971
38－4144

犬上少年センター
犬上分署
甲良駐在所

38－4665
38－3130
38－2227

係　　名 おもな仕事 課　　名 係　　名 おもな仕事

参　事 課長補佐･専門員 係　名 主　幹 主　査 主　任 課　　　員
学校教育課

甲良東保育センター

甲良西保育センター

子育て支援センター

（東学区）
（西学区）
甲良東小学校
甲良西小学校
甲良中学校

総　務　係

行　政　係

財　政　係

地域安全係

出　納　係

企画調整係

広　報　係

管　理　係

住 民 税 係

資 産 税 係

諸税庶務係

収納促進係

住　民　税

保険年金係

生活環境係

給与、人事

選挙、行政相談

予算

消防、防災、交通

出納業務

コミュニティ、地域振興、電算、ふるさと納税

広報、統計

契約

住民税

固定資産税

国民健康保険税、軽自動車税、徴収

滞納整理

戸籍、住民票、印鑑証明、埋火葬許可

環境衛生、墓地

妊産婦、乳幼児、予防接種、健康づくり

介護保険

地域包括支援センター事業

農業振興、地域整備計画、農業委員会

地域用水、土地改良、農業用施設

商工業振興、企業内人権

観光振興

道路、河川

都市計画、開発

地籍調査、耐震計画

上 水 道 係

下 水 道 係

庶務会計係

人権政策係

住宅管理係

事業徴収係

地域活動係

保健福祉係

教育文化係

就労対策係

地域活動係

保健福祉係

教育文化係

就労対策係

庶　務　係

議　事　係

上水道、水源地管理

下水道

上下水道使用料徴収、下水道受益者分担金徴収

人権施策、人権啓発、男女共同参画

公営住宅、家賃徴収

土地取得造成事業、住宅新築資金等貸付事業

地域活動支援、学区交流

健康保持・増進、福祉の推進

教育・文化の向上啓発、児童等の健全育成

職業相談、労働福祉

地域活動支援、学区交流

健康保持・増進、福祉の推進

教育・文化の向上啓発、児童等の健全育成

職業相談、労働福祉

議会運営

教育総合会議、教育行財政

保育園、幼稚園

保育園、幼稚園

子育て支援、学童保育（TELは下記参照）

学校教育

人権教育

図書館運営

社会教育、社会体育、青少年
文化振興、公民館管理

農　政　係

農村整備係

商工労働係

観光振興係

土木建築係

都市計画係

管理庶務係

保　健　係
38－3314
福　祉　係
38－5151
介護支援係
38－5151 教育総務係

38－3315
東保育センター
38－2087
西保育センター
25－1752
子育て支援センター
38－8003
学校教育係
38－3315
生涯学習係
38－3315
人権教育係
38－3315
図　書　館
38－8088

地域包括支援センター
38－5161

藤村  善信
園長        
清水  友子

堀口五百子
学校教育係 高橋   秀和

北村真貴子
小森　久実

中田万里衣
國安　裕香

西田　瑞穂
大迫　温子
美濃部麿以子　
桑山　芽依

松本　京子
 （再任用）

（フル）清水まどか　（フル）石居　清子
（フル） 天南　星香　（フル） 藤田まち恵
（パ）丸山　美歌　（フル） 西山　洋子
（フル）三浦　朋美　（パ）畑　　亮子
（パ）藤井佳守子　（パ）松宮　悦枝
（パ）山本　昌子　（パ）奥野久美子
（パ）藤田　祐香　（パ）道上　美加

中川　夏来
宮川　朝妃

大橋　沙紀
鵜野　鈴華

（フル） 尾本美和子　（フル）出村　良子
（フル） 北川明日香　（フル）坂東　佳美
（フル） 青木　　幸　（フル）山口　藤一
（パ）田中　千淑　（パ）桂田　純子
（パ）寺田みゆき　（パ）平田　文子
（パ）近藤奈々子　（パ）松居　友代
（パ）辻　　千里

（パ）山本美智子
（パ）吉川　孝司
（パ）山本　京子

上田　孝子
山田　尚己
（再任用）
林　あすみ
山田　秋代
松村美有紀

野瀬　冴恵
松林奈津子
六角　広恵

渡邉　美弥
山下　　彩
北川　奈々

吉岡　哲哉
河合美貴子

集治あゆみ

所長　　   
山崎志保美

園長        
善利久美子

国民健康保険、国民年金、児童手当
福祉医療および老人医療、後期高齢

生活保護、民生児童委員、地域福祉
障害児（者）福祉

人事
R2.4.1　現在
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自　主　財　源

源 財
存
依

町債 205,300（5.1％）
諸収入 37,959（0.9％）
県支出金 272,433（6.7％）
国庫支出金 292,635（7.2％）
交通安全対策特別交付金 1,037（0.0％）

地方交付税
1,600,000（39.4％）

地方特例交付金 2,920（0.1％）
環境性能割交付金 4,325（0.1％）
地方消費税交付金 131,000（3.2％）

法人事業税交付金 2,797（0.1％）
株式等譲渡所得割交付金 1,400（0.0％）
配当割交付金 2,200（0.1％）
利子割交付金 600（0.0％）
地方譲与税 35,688（0.9％）
諸収入 57,787（1.4％）
繰越金 40,000（1.0％）
繰入金 403,527（9.9％）

寄付金 60,100（1.5％）
財産収入 18,463（0.5％）
使用料及び手数料 24,431（0.6％）
分担金及び負担金 12,909（0.3％）

町税
853,068（21.0％）

予備費 3,700（0.1％）
諸支出金 293（0.0％）
公債費 346,494（8.5％）
災害復旧費 25（0.0％）

教育費
569,260（14.0％）

消防費
 144,633（3.6％）
土木費
 439,878（10.8％）
商工費
 29,076（0.7％）

農林水産業費
 167,996（4.1％）

労働費
 1,602（0.0％）

衛生費
 293,482（7.2％）

民生費
1,247,980（30.8%）

総務費
751,591（18.6%）

議会費 64,569（1.6％）

歳入歳出

令和２年度予算が３月臨時議会で可決されました。

【問合先】　総務課　☎38−3311

用語説明（歳入）
町　　　税…町民の皆さまから町に納めていただく税金
繰　入　金…�特定の目的のために積み立てているお金を取

り崩して使うお金
分担金および負担金…�町が行う事業によって特に利益を受ける人や

団体が納めるお金（保育料など）
使用料および手数料…�町の施設を使用するときや、住民票などの証

明書の交付時などに皆さまが納めるお金
諸　収　入…学校給食費（他の収入科目に含まれない収入など）
地方交付税…�所得税など国が徴収した税金の中から、自主

的な行政運営ができるよう、町の財政状況に
応じて交付されるお金

町　　　債…国や金融機関などから借り入れるお金
国・県支出金…�特定の目的の財源として国や県から交付され

るお金
地方消費税交付金…�国が徴収した消費税の一部から町へ交付され

るお金

　令和２年度の甲良町予算は⑴団体自治　⑵住民
自治を軸に「みんなでまちづくり」という行政運
営の基本を前提として、下記の重点事業を中心に
予算編成を行いました。
①ＩＣＴ教育の推進
②家庭支援事業の拡充
③地域福祉活動
④町民の健康づくり運動
⑤集落コミュニティの推進
　予算の規模は、一般会計40億6,057万９千円
（前年度比1.8％増）、特別・公営企業会計８会計
合計29億3,335万４千円（前年度比12.3％増）、
総額69億9,393万３千円（前年度比6.0％増）と
なりました。
　国内の経済はやや上向きになりつつあるものの、
地方への波及は緩やかなものであるため、甲良町
は引き続き非常に厳しい財政状況にありますが、
安定した収入の確保と未収金の回収、また徹底し
た歳出削減に取り組み、町職員が一丸となって行
財政改革に取り組んでまいりますので、町民の皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

【一般会計】

総額 40億
6,057万9千円

用語説明（歳出）
議　会　費…町議会を運営するために使われるお金
総　務　費…�町税、選挙、戸籍の事務や、町政の推進を図

る計画を作るために使われるお金
民　生　費…�福祉や医療の充実、保健センターや子育て支

援センターの運営費などに使われるお金
衛　生　費…�健康診断や予防接種、ごみの収集や処理など

に使われるお金
労　働　費…�働く人たちの福祉などのために使われるお金
農林水産業費…農業振興や農村整備などに使われるお金
商　工　費…商工業や観光の振興のために使われるお金
土　木　費…�道路や公園、河川の整備および管理などに使

われるお金
消　防　費…�町民の安全を守るため、消防や防災対策に使

われるお金
教　育　費…�小・中学校などの教育や文化、スポーツの振

興のために使われるお金
公　債　費…�公共事業を行うために国などから借りたお金

の返済に使われるお金
予　備　費…緊急の支出などに備えるお金

性質別構成比� （単位：千円）

性質別区分 予算額 構成比（％）
義務的経費 1,686,479 41.5
人件費 984,469 24.2
扶助費 355,516 8.8
公債費 346,494 8.5

一般行政経費 1,578,012 38.9
物件費 981,082 24.2
維持補修費 38,260 0.9
補助費等 558,670 13.8

投資的経費 217,950 5.4
普通建設事業費 217,925 5.4
災害復旧費 25 0.0

その他 578,138 14.2
積立金 61,850 1.5
投資・出資金 0 0.0
貸付金 316 0.0
繰出金 512,272 12.6
予備費 3,700 0.1
合　　　　計 4,060,579 100.0

特別・企業会計当初予算� （単位：千円）

会計名 Ｒ２予算額 Ｒ１予算額 増減 対前年度
増減率

国民健康保険事業 932,372 906,738 25,634 2.8％

後期高齢者医療事業 80,562 72,471 8,091 11.2％

介護保険事業 871,918 854,528 17,390 2.0％

墓地公園事業 6,854 1,482 5,372 362.5％

住宅新築資金等貸付事業 112,788 17,734 95,054 536.0％

土地取得造成事業 4,899 1,002 3,897 388.9％

下水道事業 664,464 493,953 170,511 34.5％

（収益的収支） 340,262

（資本的収支） 324,202

水道事業 259,497 264,409 ▲�4,912 ▲�1.9％

（収益的収支） 188,931 195,436 ▲�6,505 ▲�3.3％

（資本的収支） 70,566 68,973 1,593 2.3％

2,933,354 2,612,317 321,037 12.3％
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【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

５月の催し物　　図書館の行事はすべて無料です！

図書館に行こう♪

　今月は、 お家の中で指先と頭のトレーニングはいかかですか？頭と

指先だけでも、 けっこうリフレッシュできます！ぜひ、 お試しあれ！

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

…休館日

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

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

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

6
月

5
月

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

24/31

９日（土）11：30～

おはなし会

15日（金）11：00～11：15
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」

24日（日）14：00～
子ども映画会

「ラプンツェル あたらしい冒険」（57分）

※�コロナウイルス感染症対策のため、５月の行事は変更・中止させていただく場合がございます。
　�皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

「リアル折り紙　空を飛ぶ生きもの編」
福井　久男／著《河出書房新社》

　ワシ、プテラノドン、カブトムシ、鳳凰、竜…。
たった１枚の紙からつくれる驚きのアート。「空
を飛ぶ生きものたち」のリアルな姿にこだわった
折り方を、イラストでわかりやすく解説。

「まさこおばちゃんの新聞エコバッグ」
坂上　政子／著《小学館》

　スマートバッグやトートバッグ、古新聞ストッ
クバッグ、スクエアバッグなど、バッグ本体に合
わせて好きな持ち手をつけられる新聞エコバッグ
の作り方を紹介します。

「脳力アップ！あやとり」
野口　広／監修《主婦の友社》

　日本や世界各地のめずらしいあやと
りを、初級、中級、上級へとステップ
アップする形式で紹介。楽しみながら
自然に脳力アップをはかれます。

「折り紙のバラとくすだま」
中　一隆／著《日本ヴォーグ社》

　１枚の紙から折り出すバラの花や、折り紙の�
ユニットを組んで作るバラの花、そして、バラの
ユニットを組んで作るくすだまを紹介。

「大人の図形ドリル」
児玉　光雄／著《光文社》

　マッチ棒３本で作った正三角形に、マッチ棒�
３本足して正三角形を８つにふやせる？楽しみ�
ながら右脳を鍛えられる脳トレパズル。

「てむすび」
瀬戸　けいた／著《主婦の友社》

　生き物から自然、身近なものまで、
両手を使って美しい形態をつくり出す
遊び「てむすび」を写真で紹介。
てむすびの準備運動・作り方・活用な
ども解説します。

犬上川沿岸土地改良区（ダム事務所）
　甲良町は、扇状地に立地し、砂礫質のため水は浸透して、伏流水となり地下を流れ田んぼの水も油断
をすれば直ぐ干上がってしまう地域でした。大切な水を如何に生活用水や灌漑用水等に大切に活用する
か、先人の知恵と苦難の歴史がありました。
　この大問題を解決したのが、昭和９年より着工し、日華事変、太平洋戦争をへて昭和21年10月に完
全竣工した犬上川ダムでした。灌漑専用ダムの完成が甲良の発展に大きく結びついています。
　県営事業として営まれた犬上川ダムの管理は犬上川沿岸土地改良区によって行われており、この地域
一帯の水利事業を担っています。

　以前の水利組合については左岸に一ノ井、三ノ井、四ノ井の用水地域を一帯とする東甲良村外三ケ村
水利組合（東甲良村の大部分、西甲良村全部、豊郷村雨降野他、河瀬村）、右岸にあっては二ノ井普通
水利組合（多賀町敏満寺、尼子、猿木）がありました。
　ダム建設に合わせ犬上川沿岸農業水利改良事業期成会が組織され、昭和８年に犬上川沿岸耕地整理組
合が発足、水利組合法の改正により昭和27年現在の名称に変更されました。

　現在、昭和59年度より始まり平成19年に竣工した県営かんがい排水事業（幹線送水路のパイプライ
ン化と集中水管理システム）や圃場整備が完成し、ダム・頭首工と一体での管理により農業用水だけで
なく「せせらぎ遊園のまち」の公園や景観水路、地域用水の安定送水に努められています。

参考：甲良町史　写真提供：犬上川沿岸土地改良区

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

8

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

来月号は、写真でたどる厚生社農協甲良西支店

△犬上川ダム（昭和21年竣工）
　総工事費2,021千円　当時農業用ダムとしては全国第
一だったそうです。

△上島田川改修工事　（昭和28年頃）
　水路改修工事の様子。上島田川の水系は、金屋から池
寺方面に流れています。

△金屋頭首工
　高さ4.5ｍの割石張りコンクリート造りの固定式分水
堰。昭和10年竣工。

△旧犬上川沿岸土地改良区事務所
　昭和28年６月に上棟式が行われ金屋1270番地（おだ
いどこ野幸近く）に建てられました。現在の事務所は高
速道路の西側、金屋1203－１番地に新築されています。2020 年 第 62 回 子どもの読書週間

４月 23 日～５月12 日
今年の標語：『出会えたね。とびっきりの１冊に。』

　子どもたちにもっと本を、もっと本を読む場所をとの願いから「子
ども読書週間」は、1959年にはじまりました。
　本を読む楽しさを知っていることは、子どもの成長のために大切
です。図書館で本を借りていただき、子どもも大人も「おうち読書」
で「とびっきりの１冊」にであってほしいと思います。
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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る
計画段階環境配慮書の縦覧について

　彦根愛知犬上広域行政組合（以下「本組合」という。）では、新ごみ処理施設整備事業に係る環境
影響評価手続きを進めています。このたび、滋賀県環境影響評価条例に基づき、計画段階環境配慮
書及びその要約書を作成しました。
　配慮書については、縦覧に供するとともに、環境の保全からの意見がある場合は、意見を提出す
ることができます。

１．事業の概要
　現在、本組合を構成する彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町の圏域内における可燃ご
み処理施設は、彦根市清掃センターと、彦根市以外の4町が利用するリバースセンターがあります。
いずれも経年使用による施設の老朽化が進んでいることから、広域でのごみ処理を目指し、新たな
ごみ処理施設を整備するものです。

２．計画段階環境配慮書とは
　計画段階環境配慮書とは、環境影響評価手続きの早期の段階において、対象事業の位置・規模や
施設の構造・配置に係る複数の案の設定や環境の保全のために配慮すべき事項について検討した結
果を取りまとめたものです。

３．配慮書の縦覧
（１）期間

令和2年5月7日（木）〜6月8日（月）の各縦覧場所における執務時間内

（２）縦覧場所
・彦根愛知犬上広域行政組合（犬上郡豊郷町四十九院1252�「豊栄のさと」内）
・滋賀県庁総合企画部県民活動生活課県民情報室（大津市京町四丁目１番１号）
・滋賀県湖東環境事務所（彦根市元町４番１号）
・甲良町役場住民課（犬上郡甲良町在士353番地１）
・彦根愛知犬上広域行政組合ホームページ　https://www.genaiken-kouiki.jp

４．意見書の提出
　計画段階環境配慮書について環境保全の見地から意見のある方は、５月７日から６月22日までの
間に本組合（犬上郡豊郷町四十九院1252�「豊栄のさと」内）宛てに意見書を郵送（必着）または
持参してください。
　なお、縦覧期間中であれば、上記３（２）の縦覧場所でも提出いただけます。

【問合先】　彦根愛知犬上広域行政組合 建設推進室
☎0749ー35ー0015　FAX0749ー35ー4711　Email:genaiken.kouiki@jupiter.ocn.ne.jp

一時預かり事業「こうら子育てほっとクーポン」のお知らせ

　甲良町では、子育て支援の一環として、保護者の育児に対する負担感の軽減や育児疲れの解消を目的に「一時
預かり無料利用券」の配布事業を実施しています。対象となる方には、５月中旬に案内（申請書）を郵送します。
内容をご確認の上、必要事項をご記入いただき申請してください。

対 象 者　　本町に住所を有する生後６ヶ月以上の未就園児の保護者
　　　　　　※幼稚園のお子さんは、夏・冬・春の長期休暇のみ利用可能
実施場所　　甲良西保育センター（甲良町呉竹53番地）
事業内容　　一時預かり利用応援券「ほっとクーポン」の交付
　　　　　　※お子さん１人につき１枚（５回分）

利用期間　　６月１日〜翌年３月31日
　　　　　　※月～金曜日（土日祝日除く）
　　　　　　　９時から16時まで

受付開始　　５月20日（水）
申請場所　　子育て支援センター

【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。

甲良町子育てガイド 子育て情報はWEB、アプリでチェックできます！

みんなの笑顔輝く、子育てライフを
　妊娠期から出産、育児など子育てに関する様々な情報をわかりやすくまとめたサイトです。また、アプリ
は子どもの成長を記録することができるほか、保健福祉課・子育て支援センター・図書館・保育センターな
どの行事予定や急な変更のお知らせなど最新の情報をお届けします。ぜひ、ご活用ください。
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新しく選任された民生委員児童委員さんの紹介

　甲良町民生委員児童委員さんが、厚生労働大臣の委嘱を受けて選任されました。
　令和４年11月末まで地域福祉のまちづくりリーダーとして活動していただきます。よろしくお願いいたします。

民生委員児童委員
担当地区 氏名 担当地区 氏名

在 士 大橋　　敏 金 屋 山田　勝見
下 之 郷 上野　芳樹 正 楽 寺 若林　伝男
下 之 郷 川並　ゑみ 池 寺 眞柴　孝子
尼 子 髙橋　謙一 長 寺 東 橋本　　猛
尼 子 川嶋　郁子 長 寺 西 寺本　　智
呉 竹 金田　勝幸 長 寺 西 大野　清嗣
呉 竹 森田　正道 長 寺 西 山本　房子
呉 竹 石田　　仁 法 養 寺 松原　歌子
小 川 原 山本　善彦 横 関 山本　清隆
北 落 野瀬扶美子

主任児童委員
新家　美靜 小林　日登美

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

滋賀労働局からのお知らせ

令和２年度の労働保険年度更新手続は
６月１日（月）〜７月10日（金）までにお願いします。

　労働保険(労災保険・雇用保険）の年度更新手続は、令和元年度の確定保険料と令和２年度の概算保険料・一般
拠出金（石綿健康被害救済法）を、自主的に申告・納付していただく大変重要な手続です。
　保険料の申告・納付は最寄りの金融機関（銀行・信用金庫・郵便局）、労働基準監督署又は滋賀労働局等におい
て早めにお済ませください。
　なお、県内各地で年度更新申告書の受付・作成方法の相談会を開催しますのでご利用ください。

【問合先】　滋賀労働局総務部労働保険徴収室　☎077ー522ー6520

受付・相談会日時 会場 所在地 電話番号

６月 9日(火) 9:30～16:00 長浜商工会議所　第1会議室 長浜市高田町12-34 0749-62-2500

６月11日(木) 9:30～16:00 草津商工会議所　第３会議室 草津市大路2-11-51 077-564-5201

６月17日(水) 9:30～16:00 甲賀市商工会　講習研修室 甲賀市水口町水口5577-2 0748-62-1676

６月19日(金) 9:30～16:00 高島市商工会（本所） 高島市安曇川町田中89 0740-32-1580

６月23日(火) 9:30～16:00 守山商工会議所101号室　 守山市吉身3丁目11-43 077-582-2425

６月25日(木) 9:30～16:00 長浜商工会議所　第1会議室 長浜市高田町12-34 0749-62-2500

７月 2日(木) 9:30～16:00 彦根公共職業安定所　 彦根市西今町58-3�
(彦根地方合同庁舎１階) 0749-22-2500

７月 3日(金) 9:30～16:00 東近江労働基準監督署 東近江市八日市緑町8-14 0748-41-3367

７月 6日(月) 9:30～16:00 彦根公共職業安定所　 彦根市西今町58-3
(彦根地方合同庁舎１階) 0749-22-2500

７月 7日(火) 9:30～16:00 東近江労働基準監督署 東近江市八日市緑町8-14 0748-41-3367

７月 1日(水)
～

7月10日(金)
の開庁日

8:30～17:15 大津労働基準監督署 大津市打出浜14-15
（滋賀労働総合庁舎3階） 077-522-6644

【問合先】　住民課　☎38ー5063

古着回収のお知らせ

日　　時　　令和２年６月20日（土）
　　　　　　午前８時30分～午前11時00分　
　　　　　　※小雨は決行します。延期はしません。中止の場合は午前８時に防災無線で連絡します。

場　　所　　甲良町公民館前駐車場
○搬入時間帯により混雑することがあります。会場内の誘導ルールに従い交通安全に気を付けてください。

　　　　　　　　　　使用できる古着・タオル・くつ・カバン

　　　　　　　　　　毛布・座布団・ぬいぐるみ・ガラス・スプレー缶
　　　　　　　　　　※�家庭から出たガラスは、できるだけ枠を外してください。外すのが難しい場合はそのま

まお持ちください。
　　　　　　　　　　※�スプレー缶は、中身は入ったままでも構いません。穴を開けずにお持ちください。

※回収できないもの　上記以外のもの

　　　　　　　　　　中が見える袋に古着・くつ・カバンをそれぞれ分けて出してください。
　　　　　　　　　　回収できるものはそのまま再利用しますので、裁断等しないでください。

※新型コロナウイルス感染症の拡散状況により、やむをえず中止する場合があります。ご了承ください。

回収できるもの

新たに
回収できるもの

お 願 い
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令和2年度　がん検診・特定健診について

新型コロナウイルス対策
身のまわりを清潔にしましょう。

　例年５月に実施しています、がん検診・特定健診（総合健診）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期
します。また、６月から予定していました胃内視鏡検査も、当分の間延期します。
　子宮頸がん検診・乳がん検診については、指定医療機関で受けられます。
　なお、現在自覚症状のある人は、健診ではなく医療機関で診察を受けてください。

医療機関検診
＜子宮頸がん検診・乳がん検診＞
� 　　　　＊　２年に１回の検診のため昨年（令和元年度）受診された方は受診できません。

◆対 象 者� 子宮 　20歳以上の女性（平成13年４月１日以前に生まれた方）

� 乳 　40歳以上の女性（昭和56年４月１日以前に生まれた方）

◆受診期限� 令和３年３月31日（水）

◆受診方法� ①町保健福祉課へ申し込む。（書類を受け取る。）
� ②実施医療機関へ予約し、受診する。
� ＊検診結果は、受診した医療機関からはがきで届きます。

◆料　　金� 無料

石けんやハンドソープを使った
丁寧な手洗いを行ってください。

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314

手　洗　い 残存ウイルス
手洗いなし 約100万個

石けんや
ハンドソープで
10�秒もみ洗い後
流水で15�秒すすぐ

1回 約0.001％
（数十個）

2回 約0.0001％
（数個）

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006��から作成）

手洗いを丁寧に行うことで、
十分にウイルスを除去できます。

さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません。

（新型コロナウイルスだけでなく、
ノロウイルスなどにも有効です）

食器や箸などは、80℃の
熱水に10分間さらすと
消毒ができます。
火傷に注意してください。

濃度0.05%に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。

【注意】
・�家事用手袋を着用して行ってくだ
さい。
・金属は腐食することがあります。
・換気をしてください。
・他の薬品と混ぜないでください。

80℃/10分 0.05%

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）熱水

東西学区保護者のみなさまへ ｢園開放｣ のお知らせ

　東西保育センターでは、地域に開かれた園づくりをめざして入園されていないお子さんとそ
の保護者のみなさんを対象に園開放を行っています。これは広くみなさんに園の様子を知って
いただくことや、園児と交流しながら園生活を体験したり、保護者のみなさま同士、楽しく交
流していただくことを目的として行っています。
　参加をご希望される方は、東西保育センター、子育て支援センターにあります「園開放参加
申し込み」にて、直接保育センターに提出していただくかFAXでお申し込みください。
　なお、「園開放」は年間６～７回開催する予定です。参加申し込みをしていただいた方には、
毎回開催通知を送らせていただきます。

《園庭開放・保育公開をします》
　親子で保育センターの園庭で遊んでもらい楽しいひと時を過ごしてもらおうと園庭開放
を計画しています。雨の場合は中止とします。
　また、保育公開も予定してます。園での生活の様子を知っていただく機会としたいと思
います。
　園庭開放、保育公開の詳しいことは防災無線でお知らせしますので、都合のつく方は是
非お越しください。
　(対象は未就園児に限ります。必ず保護者の方同伴でお願いします。）

【問合先】　甲良東保育センター　☎38−2087　FAX38−2087
甲良西保育センター　☎25−1752　FAX28−9813

次のお子さんが対象となります。

２才児…平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ
３才児…平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
（きょうだいの参加は、やむをえない場合をのぞいてできるだけご遠慮願います。）

子どもたちは
どんなふうに

遊んでいるのかしら？

保育センターって
どんなところ？
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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
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。

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

《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。

６月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1 2
休館日

3
教室日 4 5

教室日
6

教室日

7 8 9
休館日

10
教室日 11 12

教室日
13
教室日

14 15 16
休館日

17
教室日 18 19

教室日
20
教室日

21 22 23
休館日

24
教室日 25 26

教室日
27
教室日

28 29 30
休館日

６月の教室休講はありません。

５月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1 2
臨時休館

3 4 5 6 7 8
教室日

9
教室日臨時休館

10 11 12
休館日

13
教室日 14 15

教室日
16
教室日

17 18 19
休館日

20
教室日 21 22

教室日
23
教室日

24／31 25 26
休館日

27
教室日 28 29

教室日
30
教室日

5/1（金）、2（土）の教室はお休みです。
5/6（水）まで臨時休館となります。

◇緊急事態宣言発令に伴う施設休館のお知らせ
　4月16日（木）付け、新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発令に伴い、
　甲良町新型コロナウィルス感染対策本部会議の決定により下記期間は臨時休館となります。

○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！

○甲良町温水プール各種スクール生募集中　各スクールともに月４回の定期教室となります。
　・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

○運動教室受講者大募集!!　今年の春は健康へ向けて運動を始めましょう！
教室名 曜日 ５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 13・20・27日 10:30～11:30 18歳以上 20名 1,575円（税込）３回
ヨガ教室 金曜日 8・15・22・29日 10:30～11:30 18歳以上 20名 4,500円（税込）４回

・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。）

【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）
※6月〜9月の土日祝は、受付/遊泳11：00〜
・香良の湯
 受付時間　12：45〜20：00
 入浴時間　13：00〜（閉場時間20：30）

６月からサマータイム（プール開館時間延長！）
６月〜９月の土・日・祝日は開館時間が11時〜

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

※ ご利用に付き１個押印、10個で
   １回分の利用券を発行致します。

ス　タ　ン　プ　カ　ー　ド

 【問合先】 温水プール・香良の湯　☎ 38ー5155

◇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。

スイミングスクールタイムスケジュール
水 金 土

15：00 成人水泳 幼児　※ 15：00
16：00 小学１・２年 幼児　※ 小学１・２年 16：00
17：00 幼児　※ 小学１・２年 小学３・４年 17：00
18：00 小学５・６年 小学３・４年 小学５・６年 18：00
19：00 成人水泳 19：00
20：00 20：00水中ウォーキング

 甲良町 し尿収集カレンダー  【令和２年６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
１日（月） 呉竹①・小川原① 呉竹①・小川原①
２日（火） 小川原① 小川原①
３日（水） 小川原① 小川原①
５日（金） 尼子① ー
８日（月） 法養寺①③・正楽寺①② 法養寺①③・正楽寺①②
９日（火） 長寺① 不　　定　　期
10日（水） 長寺① 長寺①
12日（金） 下之郷②③ 下之郷②③
16日（火） 北落①③・在士③ 不　　定　　期
18日（木） 池寺①②・金屋①②③ 池寺①②・金屋①②③
22日（月） 小川原② 小川原②
23日（火） 呉竹①②③ 呉竹①②③
24日（水） 尼子② 尼子②
26日（金） 池寺③ 不　　定　　期
30日（火） 長寺③ 長寺③
※「―」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。

ハーティーセンター秦荘からのお知らせ

令和2年度に開催予定の下記の公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期・中止いたします。
ご来場を楽しみにしていただいた皆様には、お詫び申し上げます。
なお、中止に伴い、すでに購入いただいたチケット代金の払い戻しを行います。
チケットをハーティーセンター秦荘までお持ちください。
また、延期日時等につきましては、決まり次第お知らせいたします。

開　催　日 公　　演　　名
5月23日 第2回ハーティー講談会 延期
6月6日 フランスの至宝　ジェラール・プーレと仲間たち 中止
6月14日 coba�solo�tour�2020�The�Accordion 延期
7月4日 第9回お笑い七夕ハーティー寄席 中止

7月25日～8月2日 第7回近江の歴史文化遺産・景観を描くあいしょう絵画展 中止
8月29日 宝くじ文化公演ファミリーコンサート　オーケストラで聴くジブリ音楽 延期
9月26日 筑前琵琶　-堀川旭城　語りの世界- 中止

詳しくは、愛荘町立ハーティーセンター秦荘　電話37－4110までお問合せください。

【問合先】　愛荘町立ハーティーセンター秦荘　☎37−4110

臨時休館期間
令和2年4月17日（金）〜5月6日（水）予定
※状況により休館期間が延長となる場合がございます。

変更の際には施設ホームページ、甲良町ホームページで告知いたします。
　※5月6日（水）まで（臨時休館中）は窓口業務は停止、電話受付は9：00～18：00まで（火曜日を除く）となります。
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2020

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 497

犬上川河川（金屋）

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !5

今年も満開を迎えた桜

2・3 新入生のみなさんおめでとうございます!!

甲良町 令和２年度予算

4・5 甲良町 機構及び人事配置図

8

12 民生委員児童委員さんの紹介

「こうら子育てほっとクーポン」のお知らせ

ふるさと再発見

10

6・7

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R２ .４ . 1 現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,325

3,543

6,868

2,606

ー１２

ー１６

ー２８

＋　２

＜

＜

＜

＜

＞

＞

＞

＞

1,944

1,864

3,808

417

369

786

女

合　計 Ⓑ Ⓐ

世帯数 Ⓐ÷Ⓑ＝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。

2020年（令和２年）５月号
通巻第497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

964

1,310

2,274

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。

５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）

こころの健康相談 21日（木） 13：30～15：00 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。

乳児健診４か月 27日（水） 13：30～13：40 令和２年１月生まれの児
前回受けられていない児

乳児健診10か月 27日（水） 13：00～13：10 令和元年７月生まれの児
前回受けられていない児

６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）

３歳６か月健診 ３日（水） 13：15～13：45 平成29年10月・11月生まれの児
前回受けられていない児

こころの健康相談 12日（金） 13：30～15：00 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。

新型コロナウイルス感染症対策の為延期となる場合があります。
相談があるかたは、随時お問い合わせください。
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