
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～

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～ 2022

9
2022

9
2022

9
2022
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昭和初期に建設された、全国的にも希少な
総ヒノキ造りの小学校校舎。
平成４年に町の有形文化財として登録され、
現在は図書館としてリニューアルし、文化の
拠点として、また人と人の交流の場として
活用されています。

２ 滋賀県電気工事工業組合様より寄付を頂きました

大阪ガス株式会社様より寄付を頂きました

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会　出場激励

長寿のお祝い

　 マイナンバーカードのセキュリティ対策

新型コロナウイルス接種（４回目）実施中

滋賀県電気工事工業組合様より寄付を頂きました

大阪ガス株式会社様より寄付を頂きました

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会　出場激励

２

３

４

７

５ ６

長寿のお祝い

　 マイナンバーカードのセキュリティ対策

新型コロナウイルス接種（４回目）実施中



【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

【問合先】　総務課　☎38－3311

　滋賀県電気工事工業組合様より、防災対策の一環

として、ディスクボール（ライト）を本町に寄付

いただきました。頂いた寄贈品は、防災対策に有効

活用させていただきます。ありがとうございました。

　大阪ガス株式会社様より、社会

貢献活動『“小さな灯”運動』と

して、高齢者の健康増進活動等に

使うスタッキングチェア台車１台、

感染症対策用の手指消毒剤４個を

本町に寄贈頂きました。

　頂いた寄贈品は、高齢者への福祉

事業に活用させていただきます。

　本当にありがとうございました。

滋賀県電気工事工業組合様より寄付を頂きました

大阪ガス株式会社様より寄付を頂きました
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【問合先】　教育委員会　☎38－3315

　全国高等学校総合文化祭　東京大会出場、誠に

おめでとうございます。

　雛穂さんの益々のご活躍を祈念しまして、７月

26日に教育長より激励の言葉が贈られました。

　東京都美術館にて開催される全国高等学校総合

文化祭は、各都道府県を代表する高校生が集結し、美術作品の展示や演劇・音楽の舞台

発表などの芸術・文化を披露する、日本の高等学校の文化の祭典です。別名「文化部の

インターハイ」とも呼ばれる大会でもあり、雛穂さんの作品は各文化祭で奨励賞や高文連

会長賞にも選ばれており、滋賀県の代表として書作品が展示されました。

　辻　雛穂さんのより一層のご活躍をご期待申し上げます。

書道部門　３年生　辻　雛穂 さん

つじ　　ひな　ほ

［命題］赤壁賦

つつ　い　　 ようだい

　全日本学童軟式野球大会出場、誠におめでとうございます。

　遙大さんのより一層のご活躍を祈念しまして、７月22日に教育長より激励

の言葉が贈られました。

　小学生の甲子園とも言われる高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会

（マクドナルド・トーナメント）が、東京ヤクルトスワローズの本拠地である

「明治神宮球場」で、８月８日～14日の７日間にわたり開催されました。

日頃の練習の成果を存分に発揮された熱い戦いが繰り広げられました。

　筒井　遙大さんの今後の更なる活躍をご期待申し上げます。

甲良西小学校　５年生　筒井　遙大 さん

ほこやま　　なおゆき

　近畿ブロックスポーツ少年団交流大会出場、誠におめでとうございます。

　挺将さんのより一層のご活躍を祈念しまして、７月26日に教育長より激励

の言葉が贈られました。

　６月に開催されました第42回 全日本バレーボール小学生大会滋賀県中央

大会男子の部で準優勝し、和歌山県立橋本体育館で開催された第40回 近畿

ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会に出場され、８月６日・７日の

２日間にわたり熱い戦いが繰り広げられました。

　鋒山　挺将さんの今後の更なるご活躍をご期待申し上げます。

甲良東小学校　５年生　鋒山　挺将 さん

第46回　全国高等学校総合文化祭　東京大会　出場激励

高円宮賜杯　第42回　全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント 出場激励

第40回　近畿ブロックスポーツ少年団
バレーボール交流大会　出場激励
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

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・心理師・教師）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　　　　　★電話でも受付可能です。

★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

ご相談ください。

　横関の奥野孝さんが、めでたく100歳の誕生日を７月１日に迎えられ、野瀬町長が訪問して長寿をお祝い

しました。訪問の際には非常に元気な笑顔で出迎えてくださり、趣味の塗り絵の作品をご紹介して頂き

ました。これからも一層元気で長生きしてくださいね。

　７月13日、感染予防対策をしながら、子育て支援センターひろばに

遊びにきてくれたお友達みんなで、水あそびをしました。

　天気にも恵まれ、参加された親子の皆さんから笑顔があふれ、楽しい

ひとときを過ごせました。

おく の たか

長寿のお祝い

水あそびをしました♪子育て支援
センター
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　ご注意ください！！マイナポイントを取得するためのマイナンバーカードの申請期限は

2022年09月末（今月末）までです。（2022年07月21日時点　総務省）

マイナポイントの仕組み

　マイナポイントを利用することにより、国に自分の氏名や住所等の個人情報が知られてしまうことは

ありません。

　マイナンバーカードにはICチップ内に「電子証明書」が格納されており、マイナポイント申込の際は

この電子証明書を読み取り、「ログインした者が、利用者本人であること」を確認しています。

　マイナポイント事業における利用者情報の管理は、マイナンバーカードのICチップに格納されて

いる「電子証明書」に対応して発行するID（マイキーID）を用いています。マイキーIDはマイ

ナンバー（数字12桁）とは異なる記号番号で、マイキーIDからマイナンバー（数字12桁）や氏名や

住所などの個人情報を特定することはできません。

　このシステムを通じて総務省や民間企業にマイナンバーが渡ることはなく、キャッシュレス決済

サービスで取り扱う個人情報やお買い物情報についても、国が管理、保持できない仕組みとなって

います。

マイナンバーカードの高い安全性

マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードの
セキュリティ対策
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なりすましは
できない！ 紛失・盗難の場合は、

24時間365日体制で

一時利用停止可能

アプリごとにパスワードを

設定し、一定回数間違うと

機能をロック

不正に情報を読み出そう

とすると、ICチップが

壊れる仕組み

顔写真入りの為、

悪用は困難。

マイナンバーを利用する手続き

では、マイナンバーと顔写真付き

の本人確認書類が必要なので、

悪用は困難。

ICチップ部分には

税や年金などの

個人情報は記録

されない

マイナンバーを見られても
他人は悪用できない。

プライバシー性の
高い個人情報は
入っていない

引用：総務省



【問合先】　企画監理課　☎38－5061

地方税情報

地方税情報

分散管理一元管理

市区
町村

健康
保険
組合

日本
年金
機構

都道
府県

ハロー
ワーク

独立
行政
法人

共通データ
ベース
（情報の
集約・管理）

個人情報を特定の機関が

保有する中央のデータ

ベース等に集約し一元

的に管理を行う

個人情報は、従来通り

各機関において分散

して管理を行う

日本年金機構が

市町村に対し地方

税情報の提供を

求めた場合の例

市区
町村

健康保険組合

都道
府県

日本年金
機構

ハロー
ワーク

独立
行政
法人

照会

提供

マイナンバーカードの高い安全性
１．［マイナンバー］を知られても、他人は悪用できません

　マイナンバーの利用範囲や、収集・保管などは法令で厳しく制限されています。

　さらに、マイナンバーをする手続きでは顔写真付きの本人確認書類が必要に

なりますので、マイナンバーだけで悪用出来ない仕組みになっています。

２．国があらゆる情報を一元管理する仕組みではありません

　マイナンバー制度では、情報を［一元管理］するようなことは一切ありません。

　情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその期間が管理し、必要な

情報を必要な時だけやり取りする［分散管理］という仕組みを採用しています。

　特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れる

こともありません。

３．ICチップには、プライバシー性の高い情報は入っていません

　マイナンバーカードのICチップには、税や年金などのプライバシーの高い情報は入っていませんし

数字４桁のパスワードを一定回数間違えるとマイナンバーカードがロックされる仕組みになっています。

４．不正に情報を読みだそうとするとICチップが壊れます

　不正に情報を読みだそうとする場合、ICチップが自動で壊れるようになっています。

　健康保険証として利用可能になった場合も、特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありま

せん。

５．24時間365日体制でマイナンバーカードの一時利用停止を受付け

　紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付けています。

　通話無料、外国語にも対応しています。（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）

　マイナンバー総合フリーダイヤル（0120－95－0178）

引用：総務省

マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードの
セキュリティ対策
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【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

＜対象者条件＞

３回目接種から５か月以上経過した方のうち

①60歳以上の方

⇒接種券 を郵送しますので、コールセンターに予約してください。

②18歳以上60歳未満で基礎疾患等のある方（下記の１から16の項目をごらんください）

⇒３回目の接種が終了した方に順次 案内通知 を郵送します。

下記１から14の疾患等で通院／入院中、または15～16の項目のいずれかに該当する方へ

　郵送される案内通知のみでの予約はできません。

　必ずコールセンターに接種券発行の連絡をお願いします。

　１　慢性の呼吸器の病気

　２　慢性の心臓病（高血圧を含む。）

　３　慢性の腎臓病 

　４　慢性の肝臓病（肝硬変等）

　５　インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

　６　血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

　７　免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）

　８　ステロイドなど、免疫機能を低下させる治療を受けている

　９　免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

１０　神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）

１１　染色体異常

１２　重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

１３　睡眠時無呼吸症候群

１４　重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害

（療育手帳を所持している場合）

１５　BMIが30以上の肥満がある

１６　新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた

③重症化リスクが高い多くの方に対して、サービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設

等の従事者の方

　 ・コールセンターに接種券発行の連絡をお願いします。

下記条件の方を対象に新型コロナワクチン接種（４回目）を実施しています。

甲良町新型コロナワクチン接種コールセンター　0570－001－288（平日９：30～17：30）

※　若松医院での接種は、９月29日（木）をもって、終了いたします。

新型コロナワクチン接種（４回目）実施中

接種券・予診票等は接種に必要ですので、大切に保管して接種会場にご持参ください。
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【問合先】　彦根愛知犬上広域行政組合　建設推進室　☎0749－35－0015

　彦根愛知犬上広域行政組合では、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、環境影響評価の調査・予測・評価の結果を

整理し、環境の保全に関する考え方を取りまとめた環境影響評価準備書（以下、「準備書」と

いう。）およびその要約書を作成しました。つきましては、準備書を次のとおり縦覧に供すると

ともに、準備書に関する説明会を開催いたします。

・準備書等の縦覧の場所、期間および時間

　（１）期間

令和４年８月29日（月）〜令和４年９月28日（水）の各縦覧場所における執務時間内

　（２）縦覧場所

滋賀県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）

彦根愛知犬上広域行政組合（犬上郡豊郷町四十九院1252番地「豊栄のさと」内）

甲良町役場住民人権課（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

彦根市役所生活環境課（彦根市元町４番２号）、支所および各出張所

グリーンピアひこね（彦根市清崎町1118番地）

愛荘町役場くらし安全環境課（愛知郡愛荘町愛知川72番地）

豊郷町役場住民生活課（犬上郡豊郷町石畑375番地）

多賀町役場産業環境課（犬上郡多賀町多賀324番地）

・準備書説明会の開催を予定する日時および場所

　日時：令和４年９月４日（日）　10時から11時30分および14時から15時30分まで

　場所：彦根市南地区公民館　大会議室（彦根市甘呂町1321－1）

・意見書の提出

　準備書について環境保全の見地から意見のある方は、令和４年８月29日（月）から令和４年

10月12日（水）までの間に本組合（犬上郡豊郷町大字四十九院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、上記の縦覧場所でも提出いただけます。

・問い合わせ先

　彦根愛知犬上広域行政組合　建設推進室

　ＴＥＬ：0749－35－0015

　ＦＡＸ：0749－35－4711

　Email：genaiken.kouiki@jupiter.ocn.ne.jp

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る
環境影響評価準備書の縦覧および説明会のお知らせ
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【問合先】　住民人権課　☎38－5063

　平素は、本町環境行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、みだしのことにつきまして、日程が決定しましたのでお知らせいたします。

※いずれも当日８時までに排出いただきますようお願いします。

　自治会によって、搬入時間など決められている場合はその指示に従ってください。

自治会

在　士

下之郷

尼　子

呉　竹

小川原

金属製粗大ごみ回収

小型家電回収

非金属製粗大ごみ回収

金属製粗大ごみ回収

小型家電回収

非金属製粗大ごみ回収

金属製粗大ごみ回収

小型家電回収

非金属製粗大ごみ回収

金属製粗大ごみ回収

小型家電回収

非金属製粗大ごみ回収

北落・長寺西

金屋・正楽寺・池寺・長寺東

法養寺・横関

金屋・正楽寺・池寺・長寺東

法養寺・横関

北落・長寺西

在士・下之郷・小川原

尼子・呉竹

尼子・呉竹

在士・下之郷・小川原

集積場所（西学区）

在士草の根ハウス前

下之郷スポーツ公園前駐車場

甲良西小学校西側駐車場

呉竹センター第３駐車場

ファミリーステーション甲良駐車場

自治会

北　落

金　屋

正楽寺

池　寺

長寺東

長寺西

法養寺

横　関

集積場所（東学区）

北落農機具格納庫前

金屋農業組合倉庫前

正楽寺草の根ハウス前

池寺農業組合格納庫前

長寺東農機具格納庫前

老人憩いの家東側駐車場

法養寺農業倉庫格納庫前

横関農業組合倉庫前

○集積場所

１１月１９日（土）

１１月２６日（土）

１２月　３日（土）

１２月１０日（土）

粗大ごみ拠点回収の日程について
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【問合先】　住民人権課　☎38－5063

【問合先】　彦根年金事務所　☎0749－23－1114

住民人権課　　　☎0749－38－5063

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。

　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省ける

うえ、納め忘れもなくとても便利です。

　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより月々50円割引される

早割制度や、現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前納もあり、大変お得です。

　口座振替をご希望の方は、納付書や年金手帳、基礎年金番号通知書等の基礎年金番号が分かるもの、

通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関、年金事務所または住民人権課へお申し出くだ

さい。

　滋賀県では９月を「同和問題啓発強調月間」としています。

○同和問題啓発強調月間とは？

　県および市町では、県民一人ひとりが、同和問題についての理解と認識を深め、部落差別をはじめと

するあらゆる差別の解消に向けて、主体的に行動していただけるよう、啓発に取り組んでいます。

　しかしながら、依然として差別事象が発生するなど、人権尊重の理念が十分浸透していない状況が

うかがえることから、人権意識の高揚を基調として、差別意識が解消されるよう一層の啓発活動を推進

する必要があります。

　こうしたことから、本年も９月を「同和問題啓発強調月間」と定め、集中的に啓発活動を実施すること

としています。

　同和問題の解決に向けてどんなことができるのか、みんなで考えてみましょう。

国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです

ふれあいのまち　差別のないまち　
９月は同和問題啓発強調月間です
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【問合先】　建設水道課　☎38－5068

県下
一斉

違反看板は
ダメよ!

　屋外広告物を掲出するには、許可が必要な

場合があります。

　エリアによって、掲出できる広告物の大きさ

や高さに基準を設けて、規制しています。

　必要な許可を得ていない場合は条例違反と

なります。

【屋外広告物とは?】

「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示

されるものであって、看板、立看板、はり紙及び

はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作

物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに

類するものをいう。」
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屋 外 広 告 物
クリーンキャンペーン

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

その屋外広告物！

ルールを

守っていますか？



【問合先】　建設水道課　☎38－5068

　甲良町では、滋賀県木造住宅耐震診断派遣事業に伴い、耐震診断（耐震補強案の作成を含む）の

受付を行っております。この木造住宅耐震診断派遣事業を希望される方につきましては、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㎡以下であること。

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。

木造住宅の無料耐震診断を実施します
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【問合先】　教育委員会　社会教育課　☎38－3315

１．趣　　旨

　今や人権の尊重が平和の基礎であるということが、世界の共通認識になりつつあり、21世紀は

正に「人権の世紀」であるとも言われています。私たちは、同和問題をはじめとするあらゆる

人権問題についての認識を深め、自分自身の意識や行動の変革を促すために、地域や職場の研修会

等に積極的に参加するとともに、日頃から自分自身のものの見方、考え方を見つめ直しながら、

正しく判断ができるようにしなければなりません。

　住民一人ひとりの人権が保障され、多様な価値観や生き方が互いに認められる社会の実現を

めざし、本学習講座を開設します。

　今年度につきましては、新型コロナ感染拡大防止の観点から規模を縮小して行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．会　　場　　甲良町公民館（２階多目的ホール）

３．時　　間　　19：30～21：00（受付19：00より）

４．参加対象　　甲良町に在住または勤務されている方

※台風等で気象警報が発令され、中止の場合は防災無線等で連絡をさせていただきます。

　また、新型コロナウイルス感染拡大による社会状況の変化から中止する場合があります。

回

１

２

３

４

月　日

9／８
（木）

会　場　時　間 テ　ー　マ（演 題）

開　　講　　式

講　　師　　等

教　　育　　長
甲良町公民館２階

19：30～21：00

9／22
（木）

甲良町公民館２階

19：30～21：00

9／29
（木）

甲良町公民館２階

19：30～21：00

10／６
（木）

甲良町公民館２階

19：30～21：00

同和問題（部落問題）

新型コロナウイルス感染症と人権

ＬＧＢＴＱ

人権コンサート　～心の輝き～ しいずん

滋賀県人権センター

四方　康博さん

湖北じんけんネットワーク

田邉　九二彦さん

滋賀県人権センター

曽我　佳広さん

令和４年度
町民人権問題学習講座

13
広報 こうら 2022 September 9



【問合先】　滋賀県湖東健康福祉事務所　地域保健福祉係　☎0749－21－0281

【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

結核（けっかく）は…日本で毎年１万人以上の新規患者が報告されている感染症です。

　早期治療で治癒（ちゆ）する病気ですが、長引く咳や発熱等の症状で発症し、特有の症状がないため、

早期発見が難しいと言われています。日本では高齢者が占める割合が高く、発見の遅れ等により集団感染を

起こすこともあるため、症状がある際の早期受診が重要です。

　また、早期発見のためには定期的な胸部エックス線（レントゲン）検査も重要で、町では毎年65歳以上の

方を対象に集落巡回検診を行っており、500人以上が受けています。

　また、公益財団法人 結核予防会が複十字シール運動による募金を呼びかけ、結核予防・COPD等胸部

疾患の普及・啓発、様々な結核対策の推進を行っています。その他、開発途上国の結核診断・治療体制

整備・研究等の支援に、皆様の募金が役立てられています。

　今年度は、集落巡回検診（胸部レントゲン検診）を10月下旬に予定しています。

　対象者に通知をお送りしますので、通知が届いた方は、ぜひ検診を受けましょう。

　うつ病などの精神疾患はすべての人に起こりうる身近な問題です。

　早期に気づき、適切な治療につなげていくことが重要です。

　今回は、こころの健康に不安を持つ方や、ご家族を

対象にした相談場所をご紹介します。

　精神疾患等に対する正しい知識と理解をもつことが大切です。

開催場所：滋賀県湖東健康福祉事務所（彦根保健所）

開　催　日：定例日は原則として毎月第３金曜日、

　　　　　時間は14時から16時（予約制）です。

内　　容：医師・保健師による精神保健福祉相談

予約方法：事前に湖東健康福祉事務所に予約してください。

9月16日（金）

10月21日（金）

11月18日（金）

12月16日（金）

1月20日（金）

2月17日（金）

3月17日（金）

彦根保健所の

相談日（要予約）

9月24日から9月30日は結核予防週間です

長引く咳や発熱は要注意！医療機関に相談・受診して必要な検査を受けましょう。

こころのケアしてますか？
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ひとりで悩まず

相談してみましょう

【問合先】　地域包括支援センター　☎38－5161

　ご存じでしたか？

　９月は「世界アルツハイマー月間」、９月21日は「世界アルツハイマーデイ」です。

　認知症になっても安心して暮らせる社会の実現に向け、この機会に認知症への理解を深めま

しょう！

＜認知症とは･･･＞

　認知症とは、誰にでも起こる可能性のある脳の病気による症状です。

　アルツハイマー病やレビー小体型認知症、脳卒中などさまざまな原因で、記憶力や判断力に障がいが

起こり日常生活に支障が出ている状態です。

＜認知症に関する主な相談先＞

＊甲良町地域包括支援センター

＊かかりつけの医師

＊医療機関の「物忘れ外来」などの専門機関

△「もしかして認知症かも…」と感じたら、一人で悩まずに、まずはお住まいの地域にある地域

包括支援センターや専門機関などにご相談ください。

認知症かも？と感じたら

認知症ともの忘れの違い認知症ともの忘れの違い

加齢によるもの忘れ

一部を忘れる

例）朝ごはんのメニュー

ある

（自分で）努力して見つけようと

する

ない

極めて徐々にしか進行しない

認知症によるもの忘れ

すべてを忘れている

例）朝ごはんを食べたことを忘れる

ない

誰かが盗ったなどと、他人のせいに

することがある

ある

進行する

体験したこと

もの忘れの自覚

探し物に対して

日常生活への支障

症状の進行

９月はアルツハイマー月間です！

15
広報 こうら 2022 September 9



【問合先】　滋賀県パスポートセンター　☎077－527－3323　FAX077－527－3329　

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　総務省統計局（滋賀県・甲良町）では、10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。

　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、統計法に基づき実施する

国の重要な統計調査です。対象は、町内の家庭から無作為に抽出され、そのご家庭の15歳以上の方に

お答えいただきます。

　より便利にご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って、簡単に回答することが可能と

なっています。９月下旬から、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解

いただき、ご回答をお願いいたします。

１．米原出張窓口９月および10月の休業日

令和４年９月20日（火）、令和４年10月11日（火）

２．窓口営業案内

（１）滋賀県パスポートセンター

［申　請］月～金曜日　　　　　　９：00～16：30

［受　取］月～金曜日、日曜日　　９：00～16：30

［休業日］土曜日、祝日（ただし、日曜日と重なった場合は休業しません）、年末年始

（２）米原出張窓口

［申　請］火～木曜日　　　　　　10：00～12：00、13：00～16：00

［受　取］火～木曜日、日曜日　　10：00～12：00、13：00～16：00

［休業日］月曜日、金曜日、土曜日、文化産業交流会館休館日、

　　　　　祝日（ただし、日曜日と重なった場合は休業しません）、年末年始

安心して働ける明日へ　～就業構造基本調査～

滋賀県パスポートセンター　臨時休業について

16
広報 こうら 2022 September 9

インター

ネットで

※点線で切り取ってご利用ください。無料観覧券１枚につき１名様のみご利用可能です。
　Please cut tickets on the dotted line.／Corte os bilhetes na linha pontilhada e se-os à vontade.
　お問い合わせ：彦根城・玄宮園：Tel 0749-22-2742　彦根城博物館：Tel 0749-22-6100　夢京橋あかり館：Tel 0749-27-5501

】様人一お【 券覧観料無民市

AKARI-KAN

】様人一お【 券覧観料無民市

GENKYU-EN

GARDEN/JARDIM

】様人一お【 券覧観料無民市

HAKUBUTSU-KAN

MUSEUM/MUSEU

この券で玄宮園へは入れません。

玄宮園のみ入場できます。
夜間特別公開には利用できません。

CASTLE/CASTELO

HIKONE-JO

AKARI-KAN

】様人一お【 券覧観料無民市
GALLERY/GALERIA

】様人一お【 券覧観料無民市
GALLERY/GALERIA

】様人一お【 券覧観料無民市
この券で玄宮園へは入れません。

CASTLE/CASTELO

HIKONE-JO

】様人一お【 券覧観料無民市

GENKYU-EN

GARDEN/JARDIM

玄宮園のみ入場できます。
夜間特別公開には利用できません。

】様人一お【 券覧観料無民市

HAKUBUTSU-KAN

MUSEUM/MUSEU

Complimentary Tickets／Bilhetes de Entrada Gratuita

　彦根市では近隣市町のみなさまにも歴史・文化豊かな本市の魅力に親しんでいただくとともに、観光や文化の
交流促進のため、下記のとおり彦根城等の無料観覧券を配布いたしますので、ご活用ください。
　なお、下記の無料観覧券は、１世帯について１施設２枚の無料観覧券とさせていただいております。
　　令和４年（2022年）９月 彦根市長　和田　裕行　　

無料観覧券（彦根城、玄宮園、彦根城博物館、夢京橋あかり館）の配布について無料観覧券（彦根城、玄宮園、彦根城博物館、夢京橋あかり館）の配布について

夢京橋あかり館２Ｆ
まちなか博物館

夢京橋あかり館２Ｆ
まちなか博物館

彦　根　城彦　根　城

休館日については、別途お問い合わせください。休館日については、別途お問い合わせください。

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

玄　宮　園玄　宮　園

彦根城博物館彦根城博物館

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

】様人一お【 券覧観料無民市

AKARI-KAN

】様人一お【 券覧観料無民市

GENKYU-EN

GARDEN/JARDIM

】様人一お【 券覧観料無民市

HAKUBUTSU-KAN

MUSEUM/MUSEU

この券で玄宮園へは入れません。

玄宮園のみ入場できます。
夜間特別公開には利用できません。

CASTLE/CASTELO

HIKONE-JO

AKARI-KAN

】様人一お【 券覧観料無民市
GALLERY/GALERIA

】様人一お【 券覧観料無民市
GALLERY/GALERIA

】様人一お【 券覧観料無民市
この券で玄宮園へは入れません。

CASTLE/CASTELO

HIKONE-JO

】様人一お【 券覧観料無民市

GENKYU-EN

GARDEN/JARDIM

玄宮園のみ入場できます。
夜間特別公開には利用できません。

】様人一お【 券覧観料無民市

HAKUBUTSU-KAN

MUSEUM/MUSEU

夢京橋あかり館２Ｆ
まちなか博物館
夢京橋あかり館２Ｆ
まちなか博物館

彦　根　城彦　根　城

休館日については、別途お問い合わせください。休館日については、別途お問い合わせください。

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

玄　宮　園玄　宮　園

彦根城博物館彦根城博物館

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

令和5年（2023年）3月31日まで有効令和5年（2023年）3月31日まで有効

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）

発行：彦根市【対象：甲良町】（転売・複写禁止）
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コピー禁止 コピー禁止

コピー禁止 コピー禁止

コピー禁止 コピー禁止

コピー禁止 コピー禁止



【問合先】　企画監理課　☎３８－５０６１

物件番号 20220601

所在地

用途・地域

区分

賃料・価格等

交通等

公共施設等

建物

間取り

土地

設備

付帯設備等

修繕の必要性

特記事項

構造

下水道

風呂

引込桝あり（隣地との境）　現状汲取

ボイラー、灯油

建築時期 不詳

自治会への加入をお願いします。

年間6,000円の自治会費の支払いをお願いします。

自治会行事が年間数回あります。参加をお願いします。

甲良町役場まで

図書館

保育所

小学校

消防署

金融機関

地区公民館まで

病院

中学校

駐在所

コンビニ

スーパー

約２.４km

約１.７km

約１.５km

約１.５km

約２.６km

約２.７km

約１.０km

約３.１km

約２.５km

約１.７km

約１.６km

約２.６km

住宅

賃貸

売却価格4.0万円

木造瓦葺２階建

売・貸

月額

甲良町

用途

近江鉄道（尼子駅）

バス

別紙の通り

344.83㎡　約104.31坪

駐車場１台可（屋根付きガレージ）

入居時敷金２か月分（8.0万円）徴収いたします。退去時返却予定。

水道（上水道）引込あり　13mm接続、電気（関西電力）、ガス（個別プロパン）

約4.4km

最寄りのバス停　長憲寺　約1.3km

地域

＊さらに詳細な情報や物件の見学をご希望の方は制度への利用者登録が必要です。

甲良町空き家バンク・新着物件紹介③
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【問合先】　企画監理課　☎３８－５０６１

№ ①

建物正面

№ ②

建物側面駐車場

№ ③

キッチン

№ ④

トイレ

№ ⑤

風呂

№ ⑥

２Ｆ

〈１F〉 〈２F〉
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

１．甲良町内の空き家・空き地に関する相談窓口

　甲良町役場企画監理課　空き家・空き地担当

　電話番号：0749－38－5061　　

　受付時間：平日　8：30～17：15

２．滋賀県全域の空き家に関する相談窓口

　（相続・登記・価値・遺言書・空き家管理業者紹介・賃貸・売却・改修

　　・解体費用（概算見積）など

　滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会

　電話番号：077－522－1615

　受付時間：平日　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）

　滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会では、（公社）滋賀県建築士会と（公社）滋賀県宅地建物取引業協会が

総合相談窓口となり、ご相談内容に応じて、専門的な正会員や連携会員に取り次ぎ対応します。

　空き家の諸問題でお悩みの相談者に対して、法的サポートや専門業者の紹介等の行政では対応できない分野を担

っています。

注：なお、無料相談以降の個別相談（専門相談）につきましては、有料になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　・正会員　　公益社団法人滋賀県建築士会

　　　　　　　公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会

　・連携会員　滋賀弁護士会、滋賀県司法書士会、滋賀県土地家屋調査士会

　　　　　　　公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会、公益社団法人滋賀県社会福祉士会

　　　　　　　一般社団法人滋賀県建設業協会、公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部

　・連携団体　公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会

３．相談項目ごとの窓口

　・登記に関すること

　　司法書士（滋賀県司法書士会）　　　　　　　　　　　電話番号：077－525－1093

　　土地家屋調査士（滋賀県土地家屋調査士会）　　　　　電話番号：077－525－0881

　・土地の境界に関すること　

　　土地家屋調査士（滋賀県土地家屋調査士会）　　　　　電話番号：077－525－0881

　・賃貸・売却に関すること

　　不動産業者（（公社）滋賀県宅地建物取引業協会）　　 電話番号：077－524－5456

　　　　　　　　　　（町内業者さんがおられます）⇒お問い合わせは企画監理課へ　

　　不動産業者（（公社）全日本不動産協会滋賀県本部）　 電話番号：077－523－5151

　・価値に関すること

　　不動産鑑定士（（公社）滋賀県不動産鑑定士協会）　　 電話番号：077－526－1172

　　不動産業者（（公社）滋賀県宅地建物取引業協会）　　 電話番号：077－524－5456

　　　　　　　　　　（町内業者さんがおられます）⇒お問い合わせは企画監理課へ

　　不動産業者（（公社）全日本不動産協会滋賀県本部）　 電話番号：077－523－5151

甲良町内の空き家・空き地を募集しています
空き家・空き地をどうしたら良いかお悩みの方へ
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

空 地

　・相続、遺言、成年後見制度、家庭裁判所への手続きに関すること

　　弁護士　　（滋賀県弁護士会）　　　　　　　　　　　電話番号：077－522－3238

　　司法書士　（滋賀県司法書士会）　　　　　　　　　　電話番号：077－525－1093

　　行政書士　（滋賀県行政書士会（家庭裁判所に関することを除く））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：077－525－0360

　・耐震性能・インスペクション・リフォームに関すること

注：インスペクションとは建物状況調査、住宅診断の事を指し建築士の資格をもつ専門員が

第三者的な立場で目視、動作確認、聞き取り等により住宅の現状の検査を行う事

　　　　　次ページで詳細説明を行っております。

　　　　　　

　　建築士　　（（公社）滋賀県建築士会）　　　　　　　 電話番号：077－522－1615

　　建築士　　（（一社）滋賀県建築士事務所協会）　　　 電話番号：077－526－4476

　・空き家管理に関すること

　　　　　　　（（公社）シルバー人材センター）　　　　 電話番号：0749－38－2000

４．住宅耐震改修等助成制度の窓口

　甲良町建設水道課　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－38－5068

５．建築基準法、開発許可の窓口

　・建築計画概要書、台帳記載事項証明の発行、接道、建築確認等

　　湖東土木事務所管理調整課　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－27－2250

　・都市計画法による開発許可制度に関すること

　　（都市計画法に基づく開発許可基準、開発登記簿の閲覧等

　　湖東土木事務所管理調整課　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－27－2243

６．県内の法務局

　・［登記事項証明書］又は［登記事項要約書］及び図面類の入手

　　彦根支局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－22－0291

７．県内の公証役場

　・公正証書遺言の作成、任意後見契約の作成

　　大津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：077－523－1728

　　近江八幡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：0748－33－2988

　　長浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－63－8377

８．県内の税務署

　・空き家や空き地を譲渡した場合の税制優遇の問合せ先

　　彦根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：0749－22－7640

甲良町内の空き家・空き地を募集しています
空き家・空き地をどうしたら良いかお悩みの方へ
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

水平器による

柱の傾きの計測

クラックススケールによる

基礎のひび割れ幅の計測

建物状況調査（インスペクション）の例

［背景］

中古住宅市場の課題

　売主・買主間に中古住宅の品質に対し捉え方の相違が存在することにより、市場の透明性が低く、中古

住宅の取引に対して消費者が不安を抱えていること等の課題が存在している。

　新築住宅の取得者に対するアンケートでは、中古住宅を選択しなかった理由として、「耐震性や断熱性

など品質が低そう」などの回答が挙げられており、中古住宅の品質が明らかでないことが中古住宅の購入の

ネックとなっている。

［宅建業法改正（平成30年４月）のねらい］

１．宅建業者が専門家によるインスペクション（建物

状況調査）の活用を促し、建物状況調査の普及を

図る。

インスペクション（建物状況調査）とは

⇒建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨

漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目

視、計測等により調査するもの

２．建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入（＊）を促進する。

既存住宅売買瑕疵保険とは

⇒既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険

（＊）住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物状況調査を実施し建物

状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件をみたす必要がある。

消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図る。

あわせて

　不動産取引に関する制度等が専門化・高度化している中で、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質

の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る。

引用　国土交通省

空き家をどうしたら良いかお悩みの方へ
インスペクション（建物状況調査）のご紹介
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

　９月27日は女性ドライバーの日です。1917年に日本人女性が初めて自動車の
運転免許を取得した日による記念日です。今月は車の運転にまつわる本を紹介
します。

…休館日

【開館時間】

水～金　10：00～18：00

土・日　10：00～17：00

10
月

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

 日 月 火 水 木 金 土

９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。

ぴよぴよひよこのおはなし会
「0, 1, 2歳向けの赤ちゃんおはなし会」

９月16日（金）11：00～

９月10日（土）11：00～

おはなし会

世界アルツハイマー月間展
９月１日（木）～

９月30日（金）
どうぞご覧ください。

★★ 展示のお知らせ ★★

第２回　９月17日（土）13：30～15：30
本の海へこぎだそう　ブックトークの世界

講師：中西美季さん
※申込が必要です。詳しくはチラシをご覧ください。

図書館連続講座
もっと知りたい！子どもの本

『はじめての車内泊　安全・安心に泊まれる！最新全国車内泊スポット200』

JAFメディアワークス

　愛車に泊まる“車中泊”にトライ！即席車内泊仕様のつくりかたや、

入浴・手洗・通信設備等が整っているスポットなどをご紹介。軽自動車

だって快適に過ごせますよ。

『京阪神発おいしい道の駅ドライブ〔2022〕』

昭文社

　地域の魅力を発信する道の駅。関西周辺のおすすめグルメや情報が

沢山。思い立ったらすぐ出かけられるので日帰り旅にピッタリです！

『花咲小路三丁目北角のすばるちゃん』

小路　幸也／著　ポプラ社

　花咲小路商店街の裏にある、真っ赤な車が

看板代わりの駐車場『カーポート・ウィー

ト』。管理人で若社長のすばるちゃんの

ところへくる車は、時に厄介ごとまで運んで

きてしまいます。ちょっぴり不思議な物語。

『中野ジェームズ修一の「運転寿命」

をのばすドライバー体操』

中野　ジェームズ修一／著　主婦の友社

　ドライブの休憩時に行える体操と、室内で

行って運転技能を高めるための体操を紹介。

体も心もリフレッシュして安全運転でいき

ましょう！

『島へ免許を取りに行く』

星野　博美／著　集英社インターナショナル

　人間関係に行き詰まりボロボロになった私。

流れを変えるため何か始めようと思い立つ。

そして「合宿免許を取りに行く事」に挑戦

するノンフィクション。

『うちの父が運転をやめません』

垣谷　美雨／著　KADOKAWA

　高齢者ドライバーの事故を伝えるニュースに

不安になり、雅志は父親に運転をやめるよう

説得を試みますが…。親の運転をきっかけに

家族が新たな一歩を踏み出す心温まる家族の

お話。

9
月 3

10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

 日 月 火 水 木 金 土

※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/

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

村を救った兵衛門・兵太夫（呉竹）

　江戸時代、呉竹村の村高を近江木間攫でみると221石１斗（反数にして150反余り）生産高は、隣村の

法士の2.3倍、正楽寺の２倍強にあたる村高であったそうです。滋賀県物産誌には、土地は肥えており

作物の栽培には適しているが、水利が不便で灌漑に乏しく干ばつの患い多しと記されています。一度

干ばつや災害がおこると大変苦労の多い土地柄でした。災害の歴史を彦根災異年表でみると、明和８年

（1771）３月大雪（雹）７月大風雨。また天保元年（1830）、同４年に大地震、同５年から８年に至る

間、大風雨、洪水が記録されています。

　明和９年（1772）の大地震以来再三に渡る天候異変や災害から凶作となり、

村は食料も乏しく、物価高により困窮していました。その上天保検地以後、

重税がかかり村民の疲労困ぱいは極度に達していました。

　このような時、呉竹村に兵衛門・兵太夫という兄弟がおられました。

　二人は村の苦難を救うため所有していた田畑８反４畝１歩と家屋敷、家財

道具等を救済資金として村に寄付されました。二人が私財を進んで寄附された

ことで村人は危機を脱し、大いに感謝したということです。

　両人が亡くなられて後、代々の庄屋は年１回必ず法要を営みその徳を慕い

大業を讃えました。この法要は、その後引き続いて行われ昭和５、６年頃

まで村の行事として年１回盛大に催されてきましたが、戦争により惜しくも

取りやめられました。

　終戦後の昭和21年（1946）当時の区長、役員が協議を重ね、偉業を顕彰

し、遺徳に感謝するため、同年12月呉竹墓地の入り口に石碑を建立し、

後世に残されました。

　平成16年（2004）呉竹区では今日の繁栄の礎を築かれた両人の遺徳に

感謝し、「よき日のために」この熱い思いを受け継いで、地域発展の源泉と

したいと地蔵堂の西側公園内に兵衛門・兵太夫翁の像を建設されました。

　現在の亀山神社、墓地、地蔵堂、会館（旧呉竹保育園、旧呉竹学校、旧

公会堂）等の敷地は両人の救済資金で村中の所有となり、その後の呉竹村

繁栄の礎となりました。

参考資料：資料による呉竹の歩み、甲良町史、みんなのおだやかなあしたのために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おうみ   こ　ま ざらえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひょう

□兵衛門・兵太夫翁像

□墓地にある翁の碑

□踏切と地蔵堂□呉竹保育園 □亀山神社境内にて区民運動会

No.

36
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎３８－２７４４

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

企画監理課　☎38－5061

　道の駅こうらでは地元食材を使ったオリジナル

商品を販売開始しました。

　ファームかなやで栽培した黒豆を使ったクラフト

ビールの『甲良黒豆PALE ALE』と甲良町産の

野菜を使って、おだいどこ野幸で作った『生の

ピクルス』です。

　いずれも甲良で採れた野菜から作った逸品

です。

　道の駅では引き続き地元食材を使ったオリジナル

商品を開発していきます。

９月の定休日は12日（月）です。（営業時間　９：00～17：00）

山口　惺士ちゃん
せな と

９月１日生（池寺）

　令和４年11月号「天使のほほえみ」への掲載希望（令和３年11月生のお子さん）の方は、

９月28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。

道の駅こうらオリジナル商品の販売
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【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

定　　休　　日

定　　休　　日

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

法養寺①・正楽寺①

長寺①

―

下之郷①②

定　　休　　日

定　　休　　日

―

北落①③

金屋①②③・長寺②

小川原②

呉竹②

定　　休　　日

定　　休　　日

―

尼子②

小川原③

―

池寺①②・長寺③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

定　　休　　日

定　　休　　日

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

法養寺①・正楽寺①

長寺①

―

不　　定　　期

定　　休　　日

定　　休　　日

―

北落①③

金屋①②③・長寺②

小川原②

呉竹②

定　　休　　日

定　　休　　日

―

不　　定　　期

小川原③

―

池寺①②・長寺③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

※「―」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。

甲良町　し尿収集カレンダー【令和４年10月】
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【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38－5155

【問合先】 住民人権課 ☎38－5063

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）

※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）

《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。

10月29日（土）の教室は5週目のため休講

９月５日（月）・10月３日（月）

13:30～15:30

保健福祉センター１階　相談室

人権なんでも
相談日

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室日

休館日

休館日

休館日

休館日

教室日

教室日

教室日

教室日

3

10

17

24

31

日 土月 火 水 木

4

11

18

25

5

12

19

26

金

7

14

21

28

6

13

20

27

教室日

教室日

教室日

教室日

1

8

15

22

29

10月 お風呂・プール

9月30日（金）の教室は5週目のため休講

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室日

休館日

休館日

休館日

休館日

教室日

教室日

教室日

教室日

3

10

17

24

日 土月 火 水 木

4

11

18

25

5

12

19

26

金

7

14

21

28

6

13

20

27

教室日

教室日

教室日

教室日

1

8

15

22

29

９月 お風呂・プール

〇今月の甲良町温水プール・香良の湯イベント

◇敬老の日（９月19日）町内在住の65歳以上の

方の施設利用無料！（プール／香良の湯）

※免許証等、住所・年齢の証明できる公的証明書を
持参ください。

◇プール土・日・祝日開館時間延長（11時～）

※10月～５月の期間は13時～

９月も日曜日＆祝日（９/19，９/23）は浮き
輪で遊べます！

◇９月のスタンプカード２倍デイは…

・５のつく日（５日、15日、25日）がポイント
２倍！（プール／香良の湯）

・土曜・日曜・祝日の11時～13時に入館された方
（プール）

◇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！
回数券ならスタンプカードを利用すれば、10回分の
料金で12回利用できてお得ですよ～
回数券もスタンプカードも利用期限なしなので是非
ご利用ください!!

○甲良町温水プール　各種スクール体験実施！

（幼児：無料！、小学生：500円）

９月２日（金）～21日（水）参加ご希望の方は

前日までにご予約ください。（１クラス２名まで）

※体験後１週間以内に入会の方にはスイミングキャップ
（600円）プレゼント！（幼児・小学生教室）

※幼児クラスは令和４年４月～令和５年３月中に４歳に
なる方からご参加いただけます。

　スポーツの秋到来！甲良町温水プールでは、安全・安心・快適にご利用いただけるようコロナ対策を徹底し、
皆様のご利用をお待ちしております。

ジュニア教室

成人

水中ウォーキング

幼児～中学生※

中学生以上

4,100円

4,500円

2,100円

料金（税込）対象

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

成人水泳（初中級）

幼児

小学生

小中学生

水中ウォーキング

幼児

小学生

小中学生

小中学生（上級）

成人水泳（初級/上級）

水 金 土

◇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

○教室料金（１カ月：月４回練習）

成人水泳（中級）

NEW　　幼児

NEW　　小学生

小中学生
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滋賀県受診・相談センター滋賀県受診・相談センター

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

９月後半分（会場：保健福祉センター）

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。

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

乳児健診４ヶ月

乳児健診１０ヶ月

こころの健康相談

28日（水）

28日（水）

29日（木）

13:30～13:40

13:00～13:10

10:00～11:30

令和４年５月生まれの児
前回受けられていない児

令和３年11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)

特になし

対　象　の　方　（児）

10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

３歳６ヶ月健診

こころの健康相談

５日（水）

７日（金）

13:15～13:45

13:30～15:00

平成31年２月３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。

特になし

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

対　象　の　方　（児）

15歳以上
　 ～65歳未満総人口 15歳未満 65歳以上

383

346

729

1,874

1,783

3,657

世帯数

男

女

合　計

＜－　７＞

＜　　０＞

＜－　７＞

　　　２　

960

1,289

2,249Ⓐ

３,２１７

３,４１８

６,６３５

２,６３１

Ⓑ

Ⓐ÷Ⓑ＝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。

ひとのうごき
＜  ＞内は前月との比較

Ｒ４. ８. １現在

33.90%

28
広報 こうら 2022 September 9

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

広報こうらは再生紙を使用しています。

N
o
.5

2
5

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
。

2022年（令和４年）９月号
通巻第525号

TEL.0749ｰ38ｰ5061

FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp

HP：http://www.kouratown.jp/

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




