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　　　　　　　写真は、第2回 Instagramフォトコンテスト（甲良町観光協会主催）で、最優秀賞・優秀賞を受賞した作品です。



写生大会2022　彦根城世界遺産登録に向けた事業
～写そう生み出そうこのまちの未来～

野球肘検診を行いました

甲良町議会議員永年表彰について

令和３年度 全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会
出場激励

＜内　　容＞　�ひこねのシンボルである彦根城をみんなで写生しませんか。今年は塗り絵（先着200名）
もご用意しております。参加者全員に参加賞と入賞者には、写生（塗り絵）された絵をプ
リントした記念品をプレゼントします。また、彦根城内でカロム体験もできます。

＜日　　時＞　2022年　５月15日（日）　９：00～16：00　※雨天中止
　　　　　　　予備日…� ５月22日（日）

＜場　　所＞　彦根城城山一帯

＜参加方法＞　彦根城表門・大手門・玄宮園で受付をしてください。参加費、事前申し込みはいりません。

＜持 ち 物＞　画材・画板や画用紙については主催者にて用意します。

＜そ の 他＞　�雨天中止の場合は、彦根青年会議所ホームページならびにエフエムひこねの午前７時から
の番組内でアナウンスします。

　　　　　　　参加者には、彦根城無料入山証を配布します。

　３月20日（日）、多賀町の滝の宮スポーツ公園にて彦根学童野球連盟所属の選手を対象に、野球肘検診
を実施し、甲良町からは甲良西小学校の選手３名が参加しました。
　骨・関節の成長が未発達な小学生の選手に対して、エコーで肘の検診を行い、傷害を未然に防ぎ、子ど
もの健全育成を図ることが目的です。
　選手一人一人の将来を考え、中学、高校、大学、社会人と生涯を通して野球ができるように、スポーツ
障害の離断性骨軟骨炎を未然に防ごうと考え、野球肘検診が行われました。

甲良町表彰規則に基づき、３名の方が、
甲良町議会議員永年表彰（在職満10年）を受けられました。
この表彰は、多年にわたり議員として活躍され、町政の伸展に
寄与された功績をたたえるものです。

宮嵜光一議員 阪東佐智男議員 野瀬欣葊議員

　令和３年度�全国高等学校ライフル射撃競技選抜
大会に滋賀学園高等学校２年生（大会開催時点）の
後藤 琉希�さん（甲良町在住）が出場されました。
　これからの一層のご活躍を祈念して、令和４年３
月23日に教育長より激励の言葉が贈られました。
　全国大会の出場、誠におめでとうございます。益々
のご活躍を心よりご期待申しあげます。

【問合先】　公益社団法人　彦根青年会議所　☎22−7522

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　総務課　☎38−3311

【問合先】　教育委員会　☎38−3315
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ご入園・ご入学おめでとうございます ご卒園・ご卒業おめでとうございます

○3月25日に東・西保育センターで卒園式が行われました。

（東保育センター卒園式） （西保育センター卒園式）

○3月18日に甲良東西小学校で卒業式が行われました。

（甲良東小学校卒業式） （甲良西小学校卒業式）

○3月15日に甲良中学校で卒業式が行われました。

○４月７日に東西保育センターで入園式が行われました。おめでとうございます。

東保育センター 西保育センター

○４月８日に甲良東・西小学校で入学式が行われました。おめでとうございます。

甲良東小学校 甲良西小学校

○４月８日に甲良中学校で入学式が行われました。おめでとうございます。

【問合先】　企画監理課　☎38−5061 【問合先】　企画監理課　☎38−5061
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人事 （令和4年4月1日現在）

町長部局人事組織図　　町長：野 瀬  喜 久 男 � ☆：異動　 ◇：新規　（再）：再任用　（休）：休職　（保）：保健師　（社）：社会福祉士　（運）：運転手　（介）：介護支援専門員

課名 課長 ・ 参事 課長補佐・専門員 主幹 主査 主任 主事 主事補 運転手・用務員 再任用（パート） 会計年度 （フル） 会計年度 （パート） その他

議会事務局 局長　橋本�浩美 山脇　理恵

会計室 会計管理者　☆福原　猛
室長　☆福原　猛（兼務）

山﨑　義史（兼務）
山﨑　薫

総務課 課長　☆中村　康之
参事　☆村田　茂典

課長補佐
岩瀬　龍平 ☆森　鉱太郎

高下　智貴
☆上野　恵利加
☆山﨑　義史

小林　寛大
前林　麻矢
大野　太伊志
（JIAMへ出向）

宮崎　博史（運）

田中　茂樹
（不当要求対策官）

☆増田　里奈
☆宮崎　由香利

奥本　愛　　　（休）
中大路　愛　　（休）
沖野　健太　　（休）
丸山　美瑞紀　（休）
上林　加寿美　（休）

企画監理課 課長　熊谷　裕二
（滋賀県より派遣）

課長補佐
丸山　正 長野　昭憲 ☆寺本　貴人 山本　桃美 大西　信雄 田附　正吉

税務課 �課長　大野　けい子 課長補佐　大野　矢寿代 ☆大西　達偉 ☆吉村　裕之 西村　祐一
善利　光貴

☆柴田　宙
（県税事務所）

住民人権課
課長　　宮川　哲郎
課長　☆丸澤　俊之
（広域行政組合派遣）

課長補佐　中川　一樹 宮嵜　一海
吉川　太樹
青竹　輝

☆内田　侑希
下野　絢加

保健福祉課 課長　☆山崎　志保美 課長補佐　大山　一弥 米田　志保子（保）（再）
浦田　民恵　（保） 宮嵜　理恵

栗田　浩明
山田　佳歩� 田畑　真実 ☆清水　修三 饗場　陽子

島田　淳子（保）
松宮　明美
堤　久美子
鈴木　裕子

阪東　静江� （介）
川島　明美� （介）
西川　由香里�（介）
上野　康子� （介）（地域包括支援センター）（センター長）☆山崎　志保美（兼務） 辻　さつき（ケアマネ）☆中本　潤（保）奥　和喜（社） 宮本　亜希

産業課 課長
西村　克英

課長補佐
☆寺川　雄輔

山田　哲也
長野　昭憲（兼務） 児島　肇 ☆三輪　弥生

建設水道課 課長　村岸　勉
課長補佐

☆寺居　友彦
丸山　幸志

☆内田　裕也 山本　文昭
佐々野　優
山田　和之

☆小川　愛純
瓦崎　勝一 奥川　夏実

長寺地域総合センター　
課長補佐
大野　正人（館長）
専門員　野村　栄史

☆岡見　遊人 ☆寺川　貴代美

呉竹地域総合センター 参事
☆上田　真司（館長） 専門員　♢室　忠佑 ☆橋本　真 ☆藤野　彰

甲良町教育長部局人事組織図　　教育長：青 山  繁  � ☆：異動　 ◇：新規　（再）：再任用　（休）：休職　（保）：保育士　（調）：調理師　（運）：運転手　（用）：用務員　(常講)：常勤講師

課　　　名 課長 ・ 参事 課長補佐・専門員 主幹 主査 主任 主事 主事補 運転手 会計年度 （フル）

教育総務課 教育次長　☆中川　雅博 ☆髙橋　秀和
上田　大貴

☆吉田　将人

甲良東保育センター 園長　�堀口　五百子 課長補佐　集治　あゆみ 北村　真貴子
☆善利　久美子（再）

野瀬　冴恵
山田　秋代
松村　美有紀
中田　万里衣

☆北川　奈々
大迫　温子
満田　磨以子

　西田　瑞穂
♢三木　鷹輔

藤田　まち恵��（保）
西山　洋子　��（保）
出村　良子　��（保）
奥山　あかり（保）

石田　裕美（調）
北川　由美（調）
田中　博幸（運）

甲良西保育センター 園長　�清水　友子 課長補佐　松林　奈津子 六角　広恵
☆小森　久実

上田　孝子
林　あすみ

☆山田　尚己（再）
渡邊　美弥
山下　　彩（休） 　宮川　朝妃

　鵜野　鈴華

石居　清子　��（保）
尾本　美和子（保）
北川　明日香（保）
青木　幸　　��（保）
三浦　朋美　��（保）

坂東　佳美（調）
山田　公子（調）�
山口　藤一（運）

子育て支援センター 課長補佐（センター長）
吉岡　哲哉 河合　美貴子（保健師） ♢中村　祐輔 ☆荒木　将登

社会教育課 課長　☆望月　仁 課長補佐　☆藤井　千恵 山﨑　貴芳 谷　祐介 濵岡　真樹（運） 河嶌　誠治

図書館 館長　高橋　直子 大萩　奈奈
河岸　沙弥

中野　彩子
小菅　真優

学校教育課 課長　寺田　喜生

 甲良東小学校 吉村　正則� （用） 栁本　智子� （常講）

 甲良西小学校 山本�美智子� （用）
山本　吉博� （常講）
岩﨑　徹� （常講）

 甲良中学校

山本　京子� （用）

矢守　由美子�（常講）
小野　伸之� （常講）
市田　翔� （常講）
西川　巧真� （常講）
髙橋　佑里� （常講）
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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

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

（単位：千円）

【一般会計】

総額
37億3,605万円

歳入歳出

町税
831,028（22.2％）

総務費
722,456（19.3％）

民生費
1,197,794（32.1％）

教育費
510,410（13.7％）

地方交付税
1,686,000（45.1％）

分担金及び負担金 12,260（0.3％）
使用料及び手数料 19,173（0.5％）
財産収入 9,975（0.3％）
寄付金 55,600（1.5％）
繰入金 190,213（5.1％）
繰越金 35,000（0.9％）
諸収入 58,193（1.6％）

衛生費
　255,852（6.8％）
労働費
　905（0.0％）
農林水産業費
　85,673（2.3％）

消防費
　162,591（4.4％）
土木費
　411,581（11.0％）
商工費
　22,412（0.6％）

予備費 4,000（0.1％）
諸支出金 348（0.0％）
公債費 299,890（8.0％）
災害復旧費 3（0.0％）

地方譲与税 35,103（1.0％）
利子割交付金 350（0.0％）
配当割交付金 2,320（0.1％）
株式等譲渡所得割交付金 3,840（0.1％）
法人事業税交付金 11,642（0.3％）
地方消費税交付金 122,711（3.3％）
環境性能割交付金 4,650（0.1％）
地方特例交付金 2,430（0.1％）

交通安全対策特別交付金 1,083（0.0％）
国庫支出金 267,514（7.2％）
県支出金 255,905（6.8％）
諸収入 37,594（1.0％）
町債 93,470（2.5％）
 

議会費　62,139（1.7％）

依
存

財
源

自 主 財 源

【問合先】　総務課　☎38−3311

令和４年度予算が３月定例会で可決されました。

　令和４年度の甲良町予算は財政危機状態のもと安
易に財政調整基金に頼らないこととし、事務費や負
担金等の歳出削減に取り組みました。令和４年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大対策を緊急・最優先
事業とし、次のテーマに取り組むべく、予算編成を行
いました。

○第4次甲良町総合計画に基づく総合推進
　令和3年度から10カ年の計画が始まっています。
５つの基本目標や、明記されている個別計画、SDGs、
地方行政のデジタル化に向けて取り組んでいきます。

○「甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進
　人口減少対策と地方創生を進める取り組みとして、
４つのプロジェクトに取り組みます。

○甲良町持続可能な地域づくり計画（新過疎法適用）
　財政危機を脱する重要な財源対策となるよう、事
前検討をしっかりとした上で、町計画を策定します。

○第三次財政健全化計画の策定、行政改革の推進
　財政危機を回避し、持続可能な行財政運営ができ
るよう業務の改善と改革を推進します。

　予算の規模は、一般会計37億３千605万４千円
（前年度比6.7%減）、特別・公営企業会計6会計合計
27億24万２千円（前年度比0.4%増）、総額64億３千
629万６千円（前年度比３．９％減）となりました。

会計名 Ｒ４予算額 Ｒ３予算額 増減 対前年度増減率

国民健康保険事業 789,291 810,144 ▲�20,853 ▲�2.6％
後期高齢者医療事業 84,727 83,058 1,669 2.0％
介護保険事業 886,132 880,955 5,177 0.6％
墓地公園事業 681 1,391 ▲�710 ▲�51.0％
下水道事業 649,752 661,284 ▲�11,532 ▲�1.7％
（収益的収支） 332,514 327,337 5,177 1.6％
（資本的収支） 317,238 333,947 ▲�16,709 ▲�5.0％
水道事業 289,659 253,853 35,806 14.1％
（収益的収支） 187,500 182,929 4,571 2.5％
（資本的収支） 102,159 70,924 31,235 44.0％

2,700,242 2,690,685 9,557 0.4％

特別・企業会計当初予算 （単位：千円）
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【問合先】　税務課　☎38−5064 【問合先】　建設水道課　☎38−5068

国道８号　彦根～東近江（仮称）【バイパス計画】
事業計画説明会を開催します！！

　令和４年度から国民健康保険税の税率を改定することになりました。改定する内容は以下のとおりです。
令和４年度分の国民健康保険税は、令和４年６月に算定され、世帯主に通知されます。

　この度、滋賀国道事務所より国道８号線彦根～東近江（仮称）バイパス事業計画の内容を、町民の皆様
に説明させていただくことになりました。
　国道８号では、彦根～東近江にかけて日常的に渋滞が発生し、生活交通、産業活動、観光振興等の妨げ
になっています。また、渋滞に付随する追突事故や渋滞回避のために幅員の狭い生活道路へ交通が流入す
ることから、歩行者と車両の接触事故の危険性も高い地域となっております。
　当事業計画は産業、渋滞、事故、観光に関わる課題を解決するため、道路整備を実施することでより良
い地域づくりに寄与する事を目的としております。
　この度、事業採択に向けた都市計画手続きを進めるにあたり、滋賀国道事務所より町民の皆様に事業計
画内容を説明させていただきます。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、急遽中止する場合があります。あらかじめご承知く
ださい。

項目 令和３年度 令和４年度 比較

基礎課税分

所得割 6.10% 6.50% 0.40%

資産割 11.50% 5.70% △5.80%

均等割 22,000円 22,000円 ー

平等割 18,000円 18,000円 ー

後期高齢者支援金分

所得割 2.10% 2.30% 0.20%

資産割 4.10% 2.00% △2.10%

均等割 8,000円 8,000円 ー

平等割 6,000円 6,000円 ー

介護保険分
※40歳～64歳の人

所得割 2.00% 2.20% 0.20%

資産割 1.80% 0.90% △0.90%

均等割 9,000円 9,000円 ー

平等割 5,000円 5,000円 ー

　令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児（小学校入学
前の子ども）にかかる均等割額の２分の１を軽減します。７・５・２割の軽減が適用される世帯は、軽減
後の均等割額の２分の１を軽減します。

未就学児１人にかかる均等割額減額（年度額）

軽減割合 均等割額(法定軽減後) 未就学児減額分 減額後均等割額

7割軽減 9,000円 4,500円 4,500円

5割軽減 15,000円 7,500円 7,500円

2割軽減 24,000円 12,000円 12,000円

軽減なし 30,000円 15,000円 15,000円

令和４年度国民健康保険税のおしらせ

住民説明会概要
開催日時　：　令和４年５月21日（土）午後７時から（１時間程度）
開催会場　：　甲良町公民館　2階ホール（定員100名・先着順）
内　　容　：　バイパスルート、道路構造、道路規格等について
主　　催　：　滋賀国道事務所、甲良町

※当日の受付順にご案内いたします。
※�説明会開催にあたりましては新型コロナウイルス感染症対策として、以下の対応をとらせていただきます。

　〇当日は出席者の連絡先を確認させていただきます。
　〇説明会への出席は以下に該当する方に限らせていただきます。
　　・当日に発熱がない方 　　・当日に咳症状がない方
　　・濃厚接触者の経過観察期間に該当しない方 　　・マスクを着用している方
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【問合先】　子育て支援センター　☎38−8003

【問合先】　 彦根年金事務所　☎23−1114 
住民人権課　　　☎38−5063

【問合先】　 住民人権課　☎38−5063 
企画監理課　☎38−5061

■口座振替（口座からの引き落とし）
　口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省けます。
　さらに、「早割（当月末納付）」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。
※過去の納め忘れの保険料は、口座振替で納めることはできません。
※引き落とし日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としとなります。

■クレジットカード納付
　年金事務所に申し込み、継続的にクレジットカード会社から立替納付を行うものです。さらに、「前納」
で納めると、保険料が割引されます。
※�過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料は、クレジットカードで納めることができません。

　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・心の支援を行っています。

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

学校に行きたくても行けない…
集団の中にいるのが苦手…

なかなか周りの人に理解してもらえない…
そんな、あなたのための『なごみ』

※体験や見学もできます。まずは、お電話をください。

　マイナンバーカードを取得されている方に対してのマイナポイント第2弾が始まる予定です！
　マイナンバーカードを取得されていない方は、この機会に申請を！

国民年金の保険料の支払いには、
便利でお得な納付方法をご利用ください甲良町子ども成長支援教室　なごみ

マイナポイント第２弾始まります！

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・心理師）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。

★�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。

　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。

みんなの笑顔輝く、子育てライフを

甲良町子育てガイド
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【問合先】　保健福祉課　☎38−5151【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

　昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性で風しん抗体検査および風しん予防
接種がまだの方を対象に町よりクーポン券を送っています。

　例年５月に実施しておりましたがん検診（集団検診）は、新型コロナウイルスワクチン接種
事業のため、夏頃から実施予定です。実施時期については、追ってお知らせいたします。また、
胃がん検診（胃内視鏡検査）、子宮頸がん検診・乳がん検診は、下記のとおり指定の医療機関
で受けることができます。
　なお、自覚症状のある方は、検診ではなく医療機関で診察を受けてください。

子宮頸がん検診・乳がん検診

◆対象者
� 子宮頸がん検診 � 20歳以上の女性（平成15年４月１日以前に生まれた方）

� 乳がん検診 � 40歳以上の女性（昭和58年４月１日以前に生まれた方）

◆受診期間　令和５年３月31日まで
◆受診手順　①甲良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。（書類を提出する）
　　　　　　※検診結果は、受診した医療機関からハガキで届きます。
◆料金� 無料

胃内視鏡検査
◆対象者� 甲良町に住民登録があり、年度末年齢50歳以上で偶数年齢の方
� （令和５年３月31日現在）
◆予約受付期間� 令和４年６月�１日（水）～令和５年２月28日（火）
◆受診期間� 令和４年６月15日（水）～令和５年３月31日（金）
◆料金� 3,500円（70歳以上、非課税世帯、生活保護受給世帯の方は事前手続きにより無料）

※必ず保健福祉課で申込みをした上で、医療機関に検診予約をしてください。
※�今年度、医療機関で胃内視鏡検査受診をされる方は、町の集団検診での胃がん検診�
（胃部エックス線検査）は受けられません。

成人男性向け
風しん抗体検査・風しんの予防接種について

令和４年度
がん検診（医療機関での個別検診）のご案内

《なぜか・・・》
　対象の年齢の男性は、中学校までの風しんの予防接種が行われていなかったことから、予防
接種を受け感染を予防する必要があります。

※ 令和4年４月以降に甲良町に転入してこられた男性で対象の年齢にあてはまる方
は、抗体検査及び予防接種がまだの場合、クーポンを発行しますので保健福祉課
にご連絡ください。

　風しんは妊婦初期の方が感染すると、
胎児が先天性風しん症候群となる可能性
があり周りの人の感染予防が重要です。
　まずは抗体検査を受け自分が抗体を
持っているかチェックしましょう！

・ 検査・予防接種を受けられる医療機関や風しんに関する情報はこちらから
ご覧いただけます

風しん　厚生労働省

◇クーポンが届いた方は・・・

職場の健診や全国の
病院・診療所で無料の

抗体検査を受けられます

予防接種を受ける
必要はありません

予防接種を受ける
必要があります

★ 病院・診療所に予約
して予防接種を受
けてください

抗体あり

抗体なし
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【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

　新型コロナワクチンを２回接種後６か月以上経過した方が、３回目接種の対象です。
　３回目接種は、12歳以上(接種日時点)の方が対象です。
　下記の日程で行いますので、接種を希望する方は予約して受けてください。
　１回目・２回目がまだの方も、下記の日程で予約できます。

月 日 曜日 接種時間 ワクチンメーカー

５ 21 土 午後 １時30分～午後 ３時00分 ファイザー社製

６ 25 土 午後 １時30分～午後 ３時00分 ファイザー社製

７ 16 土 午後 １時30分～午後 ３時00分 ファイザー社製

８ 20 土 午後 １時30分～午後 ３時00分 ファイザー社製
� 予約には人数制限があります。

新型コロナワクチン 3回目接種(追加接種)のお知らせ

▶コールセンター電話番号　　☎0570－001－288 

 受付　平日 午前９時30分～午後５時30分 
 通話料金がかかります。あらかじめご了承ください。 

▶ WEB からの予約  

※ １・２回目接種を転入前の住所地で受けている方は、保健福祉課への接種券発行申請が必
要です。

　 その他接種券が届かない等のお問い合わせは、保健福祉課へお願いします。

スマートフォンの
カメラで読みとり
をしてください
専用サイトで予約
できます

・�甲良町では、３回目接種を保健福祉センターで実施いたしますが、若松医院でも下記の日程で接種を
行います。

接種会場：若松医院
　5月12日（木）

午後４：00～４：30
　　５：00～５：30
　　６：00～６：30

　6月 ２日（木）
　　　23日（木）
　　　30日（木）

7月 ７日（木）
　　　14日（木）

【問合先】　甲良町地域包括支援センター　☎38−5161

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

「コグニサイズ教室」とは･･･認知機能を高める課題に取り組みながら効果的なエクササイズ（運動）
を行う教室です。参加された方々からは、「仲間と一緒に楽しくできる！」と高評価を受けている教室です。

～新型コロナワクチン3回目接種のおしらせ～

～65歳になったら脳活！みんなで仲良く介護予防！～
コグニサイズ教室のご案内

※ 事前予約が必要です。
　 必ず、コールセンターで

ご予約のうえ、おこしく
ださい。

＜ワクチン接種コールセンター＞
☎0570－001－288　受付時間　平日　午前９：30～午後５：30

（若松医院での、直接ご予約はできません。ご注意ください）

令和4年度　前期コグニサイズ教室のご案内
日　程： ６月１日（水）～10月12日（水） 

毎週水曜日　全20回
時　間：午後　1時30分～３時30分
場　所：甲良町保健福祉センター2階　デイルーム
参加費：1回　200円
定　員： 15名 

（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）
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甲良町 し尿収集カレンダー  【令和４年６月】

【問合先】　クリーンライフ湖東　☎ 35−5205

日（曜日） 午前/集落 午後/集落
１日（水） 呉竹① 呉竹①
２日（木） ― ―
３日（金） 小川原① 小川原①
４日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
５日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
６日（月） 小川原① 不　　定　　期
７日（火） 尼子① 尼子①
８日（水） 正楽寺①・法養寺①③ 正楽寺①・法養寺①③
９日（木） ― ―
10日（金） 長寺① 長寺①
11日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
12日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
13日（月） ― ―
14日（火） 下之郷①②③ 不　　定　　期
15日（水） 北落①③・在士③ 北落①③・在士③
16日（木） ― ―
17日（金） 金屋①②③ 金屋①②③
18日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
19日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
20日（月） 小川原② 小川原②
21日（火） 呉竹②③ 呉竹②③
22日（水） 尼子②③ 尼子②③
23日（木） ― ―
24日（金） 池寺①②③　 池寺①②③　
25日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
26日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
27日（月） ― ―
28日（火） 長寺②③ 不　　定　　期
29日（水） ― ―
30日（木） ― ―
※「―」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。

滋賀県レイカディア大学 第44期 学生募集について

１ 滋賀県レイカディア大学とは
　�　滋賀県社会福祉協議会では、人生100年時代を迎え、高齢者の社会参加への意欲の高まりに応え高齢者が新しい知
識と教養を身につけ、地域の担い手として活躍できるよう支援するため滋賀県レイカディア大学を開設しています。
昭和53年７月の開設以来、約6,300名以上が卒業し、それぞれの地域でボランティア活動や仲間づくりなどの地域活
動をおこなっています。今回、今秋入学の第44期生の募集を行います。

２ 講座、学科および募集定員
　（１）必修講座（全学生が受講します。）  ����　　　　　　　　�����������������������������　　　�
　　・健康や福祉、郷土の自然・歴史・文化、自然保護、国際理解、ボランティア等を学びます。
　（２）選択講座（出願時に学科を選びます。）
　　・各学科に分かれてその学科固有の知識・技法等を学びます。

※�必修講座、選択講座を合わせて月５～６回程度の受講（登校）となります。

学　　科 募集定員(人) 合計草津キャンパス（５学科）彦根キャンパス（３学科）
園芸学科 　50(10) 30( ５)  80
陶芸学科 　25( ５) －  25

びわこ環境学科 　25( ５) －  25
地域文化学科 　25( ５) －  25

北近江文化学科  － 20( ５)  20
健康づくり学科 　20( ５) 20( ５)  40

計 145(30) 70(15) 215
　（３） ※令和４年10月よりレイカディア大学は草津キャンパス（草津校名称変更）、彦根キャンパス（米原校移転）の

２つの拠点で開校します。
　　　 （彦根キャンパス住所）　〒522-0074　彦根市大東町２番28号　アルプラザ彦根４階　C

コ ー ジ ー
OZY T

タ ウ ン
OWN内

３ 修業年限� 2022年10月から2024年９月までの２年間です。
４ 入学対象� 県内に居住または勤務し、令和４年10月１日現在において60歳以上の方
５ 授業料等� �授業料は、各学年　前期25,000円、後期25,000円です。（年額�50,000円）　ただし、教材費、傷害

保険料、見学・研修の経費および自主活動等に要する経費等は学生の負担とします。

６ 出願手続等
　�　「滋賀県レイカディア大学第44期学生募集要項」および入学願書は、市役所（町役場）の高齢福祉担当課、市町社
会福祉協議会、お近くの公民館、図書館、文化ホールなどに配布しています。また、びわこシニアネット（http://
www.e-biwako.jp/）からもダウンロードできます。

　　入学願書は必要事項をご記入のうえ、レイカディア大学草津校または米原校まで郵送してください。（持参可）

７ 応募期間 （入学願書受付期間）　令和４年６月1日（水）～７月29日（金）　７月29日（金）必着

８ 応募・問い合わせ先　　
　社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会
　・ 滋賀県レイカディア大学草津校
　　〒525-0072　草津市笠山�7-8-138（県立長寿社会福祉センター内）� ☎077−567−3901
　・ 滋賀県レイカディア大学米原校
　　〒521-0016　米原市下多良2-137（県立文化産業交流会館内）� ☎0749−52−5110

【問合先】　滋賀県レイカディア大学草津校　☎077−567−3901
滋賀県レイカディア大学米原校　☎0749−52−5110

シニアの皆さん、仲間をつくって健康寿命を延ばしましょう !!

※（　　）は、リカレントコース
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図書館に行こう♪

本は、いつもそこに。
「本を紹介する」本を集めました。

…休館日

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

６
月

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土５
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
31

29 30 9 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 31

「第２回Instagram　フォトコンテスト」
2022年5月1日（日）～5月29日（日）

インスタグラムの#こうらフォトコン2021に応募された写真を展示します。
会場：甲良町立図書館　廊下

自由に見ていただくことができます。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

５月14日（土）11：00～

おはなし会 
（小さいお子さまからご参加いただけます）

５月20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）

５月の催し物 ※図書館の行事はすべて無料です。
※図書館の行事は予告なく延期・中止になる場合があります。

在士八幡神社の藤
　５月ゴールデンウイークの頃に在士八幡神社では、見事に咲いた藤の花きり祭が開催されます。

　在士は津、伊賀上野32万石を治め築城天下一と言われた
藤堂高虎が生まれたところです。
　高虎は、戦国時代から江戸時代にかけて武勇と才覚で、
豊臣秀長、秀吉、徳川家康に忠誠を誓い、天下人からの信
頼が厚かった人でした。
　在士の八幡神社は、高虎の８代前の先祖、藤原三河守景
盛が、応永年間（1394～1412）に京都石清水八幡宮から
ご神体を分祀し、同時
に石清水八幡宮の藤一

株を社内に移し植えて子孫繁栄を祈願したのが始まりと伝わって
います。
　八幡神社は、藤堂家の先祖を祀る宮として大切にされ、藤堂家
から神主へ年々50石が贈られ、改築修理なども藤堂藩の手でおこ
なわれました。神社に残る藤堂家からの「御

おん

高
たか

寄
き

附
ふ

折
おり

紙
がみ

」には内
３石御

お

供
そなえ

用、15石修理用、２石掃除料、25石神主、５石神
み

子
こ

と、
50石の使用の内訳もしるされています。
　藤は創建当時宮前を飾るよう植えられていましたが、元禄
頃には矢来組み囲いにて藤棚化されました。境内の藤棚も神
主や氏子で大切に世話をし、守り育てられてきました。
　現在の藤の花きり祭については、若衆により「花きり」が
行われた後、以前にならい藤堂家の末裔（東京）の方へ藤の
花が送り届けられています。　
　献上される藤は棚中で一番長い藤花12連を桐箱に詰めます。花房は少し短い方を雌花とし、夫婦藤に
なぞらえ、共に栄える印として贈られます。

　以前は八幡神社の12札の守護札を添え、早飛脚で安濃津
（三重県津市）へ送り届けていたといいます。藤堂家からは培
養料の下附金もあり、それを寒肥にあて、酒の粕25貫を寒中
に施肥されてきました。今も地元では寒肥を続けられている
そうです。
　大切に守られてきた藤は町
の天然記念物であり「町の花」
に制定されています。また、

八幡神社本殿は町の指定文化財です。
　在士では、（一社）藤堂高虎公顕彰会を中心に高虎関係資料の展示や、
お食事ができる、「藤堂高虎ふるさと館　和の家」の運営もされてい�
ます。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

32

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

参考資料：�甲良町史、甲良の歴史入門、こうら今昔　協力：（一社）藤堂高虎公顕彰会

「わたしのなつかしい一冊」
池澤夏樹／編　毎日新聞出版

「モヤモヤしている女の子のための読書案内」
堀越英美／著　河出書房新社
　10代の女の子の悩みにこたえるブックガイドです。本は今まで生きてきた先輩たち
の知識と経験の結晶。誰にも言えないモヤモヤ解決のヒントに、本を読んでみるのは
どうでしょうか？紹介されている本は、大人が読んでも満足できる本ばかりですよ。

「あのとき、この本」
こうの史代／漫画　平凡社
　本に親しんできた人々による思い
出の一冊をエピソードとともに紹介
した本です。忘れていた本や、難し�
くて挫折した本でも、時間がたてば�
また違った印象を受けるかもしれ�
ません。

「世界を変えた本」
エクスナレッジ
　一冊の本が歴史を変えることもありました。古代エジプトのパピルスから�
「ハリーポッター」まで、時代を代表する本を写真つきで多数紹介します。本の�
デザインの移り変わりを見るのも面白いです。

※図書館ホームページで過去１年分の図書館だよりを見ることができます。　ホームページアドレス　http://www.koura-lib.jp/

図書館ってどんなところ？
　甲良町立図書館は、書籍「日本の美しい図書館」（エクスナレッジ）にも紹介された旧甲良
東小学校を改築した建物です。

なにをしているところ？
　町民の皆さまが、さまざまな情報にアクセスし活用するためのお手伝いをしています。
●本・雑誌・ＤＶＤ・ＣＤなどの貸出 ●情報・おすすめの本を探すお手伝い
●おはなし会などの行事の開催 ●図書館だよりの発行
●甲良町に関連する資料の収集　など

町内にお住まいの方は、だれでも図書館で借りることができます。
まずは利用者カードの申し込みをしてください。
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38−2744

ドッグランイベントのお知らせ
～駅長より、最新の情報をお知らせします～

５月の定休日は９日（月）です。（営業時間　9：00～17：00）

ドッグランで「ワンちゃん」イベントを 
 開催します！
　今春オープン予定の「貸し切りスペース（有料）」を
記念して５月15日（日）に「わんわん運動会」を開催
します。　※雨天時は翌週の22日（日）順延予定

　ワンちゃんと飼い主さんが一緒に楽しんでもらえ
るイベントです。
　イベントの最新情報はLINE公式アカウント又は
道の駅のTwitter、Facebook等でお知らせします。
　また、ドッグランではLINE公式アカウントを始め
ましたので、ぜひお友達登録をお願いします。

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５月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1
教室日 2 3

教室日
4

教室日

5 6 7 8
教室日 9 10

教室日
11
教室日

12 13 14 15
教室日 16 17

教室日
18
教室日

19 20 21 22
教室日 23 24

教室日
25
教室日

26 27 28 29
教室日 30

※6月1日は5月4日の振替練習日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
教室日

7
教室日

8 9 10 11
教室日 12 13

教室日
14
教室日

15 16 17 18
教室日 19 20

教室日
21
教室日

22 23 24 25
教室日 26 27

教室日
28
教室日

29 30 31

5月4日スクール休講（6月1日振替実施）

【5月の施設　イベント】 
① 5月1日～4日に施設（プール/甲良の湯）を利用したファミリーのお子様（小学生以下）にお菓子プレゼント！
② 子どもの日　　プール利用のお子様無料！（中学生以下）

 ※　小学3年生以下のお子様の利用は要保護者（成人一人につきお子様3名まで）

今月のポイント2倍デイは…1回1ポイント、10ポイントで1回無料になるスタンプカードを実施中！
5月11日・20日・30日�ポイント2倍！　（プール/甲良の湯）
学生の方は、学生証を掲示で全曜日、ポイント2倍！

【６月からのお知らせ】 土・日・祝日の営業時間が１１時～に拡大します！（6～９月）

【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】 温水プール・香良の湯　☎ 38−5155

○  春の入会キャンペーン実施中！（5月末申し込みまで）先着10名！

 4月からスクールが通いやすくなりました!
①クラス編成が学年別→レベル別へ変更!

小学生は1～6年生対象なので兄弟でも同じ時間に通えます!

② 水曜日16時～幼児コース、17時～小学生コース
を新設
まだ、参加者が少ない時間帯なのでおススメですよ～

③3歳から始められます! 
　（令和4年度に4歳になるお子様）

年長さんが抜け、幼児クラスは空いている時期なので始
めるなら今!

〇スイミングスクールスケジュール
水 金 土

14：00 成人水泳（初中級）
15：00 成人水泳（中級） 幼児
16：00 NEW �幼児 幼児 小学生
17：00 NEW �小学生 小学生 小中学生
18：00 小中学生 小中学生 小中学生�（上級）
19：00 水中ウォーキング 成人水泳（初級/上級）
20：00

〇教室料金（1 カ月 : 月 4 回練習）
対象 料金（税込）

ジュニア教室 幼児～中学生※ 4，100円
成人 中学生以上 4，500円

水中ウォーキング 2，100円

５月９日（月）・６月６日（月）
13：30～15：30

保健福祉センター１階　相談室

【問合先】　住民人権課　☎38−5063

人権なんでも
相談日

※幼児クラスは令和4年4月～令和5年3月中に4歳になる方から可
※小学生クラスは小学1年生～小学6年生まで対象
　（水慣れ、バタ足、クロール、背泳ぎ、平泳ぎクラス）
　小中学生クラス小学1年生～中学3年生まで対象
　（吸付けクロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー）
　上級クラスは（平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー）

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314
　　　　　企画監理課　☎38−5061

藤野 璃
り ま

万ちゃん
５月 22 日生（呉竹）

山田 燈
と う あ

空ちゃん
５月 24 日生（法養寺）

　令和４年７月号『天使のほほえみ』への掲載希望
（令和３年７月生のお子さん）の方は、５月25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。

入会金
無料

年会費
無料

入会月会費 半額
（月の途中から参加の場合、日割り計算）

+
スイムキャッププレゼント！（600 円相当）

＋ ＋

◇�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
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甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 521 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !5

せせらぎのように美しく、一人ひとりが輝くまち
～住む人が誇りに思う町をめざして～

甲良の魅力発見

4・5 入学式・卒業式

国道8号　事業計画説明会
6・7 甲良町人事組織図

15

18 レイカディア大学　学生募集

がん検診のご案内

16 新型コロナワクチンのお知らせ
10

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ン
ト
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　　　　　　　写真は、第2回 Instagramフォトコンテスト（甲良町観光協会主催）で、最優秀賞・優秀賞を受賞した作品です。

広報こうらは再生紙を使用しています。

2022年（令和４年）５月号
通巻第521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

滋賀県受診・相談センター
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、受診・相談センターにお問合せください。

 TEL： 077-528-3621
 FAX： 077-528-3638（24時間／毎日）
 E-mail： coronasoudan@shigaken.net
※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合せください。

TEL：077-528-3637  FAX：077-528-3638  E-mail：coronasoudan@shigaken.net

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） 持　ち　物

すこやか相談 16日(月) ９：30～11：00
予約制

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か月健診 19日（木） ９：30～10：00 令和元年９月・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
歯ブラシ・コップ

乳児健診４か月 25日（水） 13：30～13：40 令和４年１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

乳児健診10か月 25日（水） 13：00～13：10 令和３年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
写真（広報への掲載希望者）

こころの健康相談 26日(木) 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

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） 持　ち　物

3歳6か月健診 １日(水) 13：15～13：45 平成30年８月～11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

こころの健康相談 10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。 特になし

1歳６か月健診 14日（火） 13：00～13：30 令和２年10月・11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

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。

問合先　保健福祉課　☎38ー3314

ひとのうごき ＜��＞内は前月との比較
R４.４.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,230 ＜ー　９＞ 389 1,871 970

女 3,422 ＜ー�13＞ 347 1,782 1,293

合　計 6,652 ＜ー� 2 2＞ 736 3,653 2,263

世帯数 2,619 ー　３

ⒶⒷ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率
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。

34.02%
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