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桂城（かつらぎ）の滝（下之郷区）
「鯉と滝のまちづくり」をキャッチフレーズに
平成２年に甲良町の親水公園第１号として
整備され、憩いの場として多くの住民に親し
まれています。

桂城（かつらぎ）の滝（下之郷区）
「鯉と滝のまちづくり」をキャッチフレーズに
平成２年に甲良町の親水公園第１号として
整備され、憩いの場として多くの住民に親し
まれています。

２ 第13回 湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー出場激励

甲良町商工会建設事業部ボランティア活動

令和５年度 保育・幼児教育施設入園の申込み 受付開始

粗大ゴミ拠点収集の日程について

国民年金の任意加入制度

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の助成について

第13回 湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー出場激励

甲良町商工会建設事業部ボランティア活動

令和５年度 保育・幼児教育施設入園の申込み 受付開始

２

３

４

６

５

粗大ゴミ拠点収集の日程について

国民年金の任意加入制度

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の助成について



【問合先】　甲良町商工会　☎38－3530

【問合先】　教育委員会　☎38－3315

　甲良町商工会建設事業部（部長：寺本信吾）は８月27日（土）、「道の駅せせらぎの里こうら」において

ボランティア活動を実施されました。本年は草木の伐採を行っていただき、建設業者ならではの機材と

技術により夏の間に伸びきった雑草がすっきりと刈り倒されました。道の駅

オープンから10年が経ち、樹木の自生なども見られていましたが、普段の

清掃では手に負えなかった所も一掃され、これから紅葉を迎える甲良町の観光

シーズンに気持ちよく道の駅を利用して頂けるようになりました。

　この活動は社会基盤を支える地元建設業者の親方さんたちが、技術力を地域に

還元する地域貢献事業として毎年無償で行われています。災害発生時の応急

復旧や冬季の除雪など、地域に建設業者さんは欠かす事ができません。地域の

持続的な発展のために、甲良町商工会建設事業部の皆さんによる益々の活躍が

期待されます。

わかばやし　あお　い

　第13回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会

出場、誠におめでとうございます。

　蒼依さんのより一層のご活躍を祈念しまして、８月８

日に教育長より激励の言葉が贈られました。

　国内初の本格的大会「ビーチバレージャパン」が

1987年に藤沢市鵠沼海岸で開かれたことから「日本

ビーチバレー発祥の地」とされ、全国の中学生の夢の

舞台となっています。同舞台で、令和４年８月17日・

18日の２日間にわたり熱戦が繰り広げられました。

　若林 蒼依さんの更なるご活躍をお祈り申し上げます。

甲良中学校　３年生　若林 蒼依 さん

みんなのおだやかなあしたのために　～商工会建設事業部～

第13回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会
《ビーチバレージャパンU-14》出場激励
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【問合先】　教育総務課　☎38－5070

＜＜＜　受　付　期　間　＞＞＞
10月３日（月）～10月17日（月）　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

＜＜＜　申込受付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター

＜＜＜　申込書配付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター／子育て支援センター

甲良町ホームページhttp://www.kouratown.jp/からも様式をダウンロードできます。

注意事項

①令和４年度～令和５年度中に育児休暇を終えて、職場復帰する方、または年度途中入園を希望される方なども、

必ずこの期間にお申込みください。

②第１希望園が定員を超え利用できないときには第２希望園での再入園審査となりますが、第２希望園が未記載

の場合、再審査ができなくなりますので第２希望園も必ず記入するようにしてください。

③受付後、園ごとの入園希望者数が定員を超える場合、待機児童となることがあります。

④受付期間終了後の申込者の決定は、期間内申込者の入園調整・決定後になります。

⑤通園バス利用は３歳児以上とし、呉竹・小川原・長寺東・法養寺・横関区を除きます。

∇入園対象児

　おもに家族が家庭内で保育できない生後満６ヶ月～５歳児の

乳幼児

例）乳幼児の保護者が昼間、家庭外で仕事をしているため、

保育ができない。

０歳児　　　　満６ヶ月から

１歳児　Ｒ  3.４.２～Ｒ  4.４.１生

２歳児　Ｒ  2.４.２～Ｒ  3.４.１生

３歳児　Ｈ31.４.２～Ｒ  2.４.１生

４歳児　Ｈ30.４.２～Ｈ31.４.１生

５歳児　Ｈ29.４.２～Ｈ30.４.１生

∇保 育 時 間

平日　８時～16時

①早朝保育　平日　  7時30分～

②延長保育　平日　18時30分まで

③土曜保育　平日と同じ（早朝・延長保育あり）

∇保　育　料

　両親の令和４年度市町村民税および入園希望児の年齢

（年齢は４月１日現在の満年齢）等によって保育料が決まり

ます。

　満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年

間は保育料無償化の期間となります。

　通園バス利用者は別途1,300円

∇入園対象児

町内在住の満３、４、５歳児

３歳児　Ｈ31.４.２～Ｒ  2.４.１生

４歳児　Ｈ30.４.２～Ｈ31.４.１生

５歳児　Ｈ29.４.２～Ｈ30.４.１生

∇保 育 時 間

平日　８時～13時30分

∇施設利用料

　無償

　満３歳になった後の４月１日から小学校

入学前までの３年間は利用料無償化の期間

となります。

　通園バス利用者は別途1,300円

令和５年度（2023年度）
保育・幼児教育施設入園の申込み　受付開始 
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０～５歳児  ２号、３号認定

（保育認定）

３～５歳児１号認定

（教育認定）



【問合先】　住民人権課　☎38－5063

（注）粗大ごみとして収集できないごみ
　家電４品目（テレビ・冷蔵庫・エアコン・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）

自動車・バイク・タイヤ・タイヤホイール・ガスボンベ等危険物・消火器・畳・じゅうたん・ふとん・育苗箱・

あぜ波・農機具（トラクター・コンバインなど）・液体ペンキ等やそれに準じるもの

※建設業や製造業など事業活動によるごみは産業廃棄物となり回収できません。

　非金属ごみ収集の際は収集場所が木質類、その他（プラスチック類等）、特殊混合物に分かれています。金属

ゴミ収集の際は金属類と家電類に分かれていますので、分別して排出してください。分別がされていない場合は

回収できない事があります。

当日午前８時までに排出してください。当日以外の排出は絶対にやめてください。

※なお、各字によって、搬入時間など決められている場合にはその指示に従ってお出しください。

◎収集できるごみ（一般の家庭から出るごみ）

１．金属ごみ・小型家電の種類

金　属　類（例：自転車・一輪車・鉄パイプ・トタン・フェンス・金属製衣装箱・金属製本棚・空の

ドラム缶　など）※家電４品目は絶対に出さないでください（下記参照）

家　電　類（例：電話機・携帯電話・ラジオ・ＤＶＤレコーダー・パソコン・プリンター。炊飯器・

電子レンジ・扇風機・電気カーペット・電気毛布・ドライヤー。マッサージチェア・

ランニングマシン　など）

２．非金属ごみの種類

　　　木　質　類（例：家具類・机・椅子・タンス・建具など　※ガラス等は取り外してください）

　　　そ　の　他（例：プラスチック類・玩具・クッション・キャスター付カバン　など）

　　　特殊混合物（例：ソファー・座椅子・スプリングありのマットレス・チャイルドシート）

◎日　　時 

◎収集場所

字　名

金属製粗大ごみ・小型家電

集　積　場　所

在 　 士

下 之 郷

尼 　 子

呉 　 竹

小 川 原

北 　 落

金 　 屋

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

北落農機具格納庫前

金屋農業組合倉庫前

非金属製粗大ごみ

字　名 集　積　場　所

正 楽 寺

池 　 寺

長 寺 東

長 寺 西

法 養 寺

横 　 関

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

北落・長寺西

金屋・正楽寺・池寺

長寺東・法養寺・横関

在士・下之郷・小川原

尼子・呉竹

令和４年11月19日（土）

令和４年11月26日（土）

令和４年12月03日（土）

令和４年12月10日（土）

令和４年11月19日（土）

令和４年11月26日（土）

令和４年12月03日（土）

令和４年12月10日（土）

金屋・正楽寺・池寺

長寺東・法養寺・横関

北落・長寺西

尼子・呉竹

在士・下之郷・小川原

粗大ごみ拠点収集の日程について
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【問合先】　滋賀県行政書士会彦根支部　支部長　平尾　☎080－3069－5234

【問合先】　彦根年金事務所　☎0749－23－1114

住民人権課　　　☎0749－38－5063

【問合先】　甲良町　総務課　　　　　　　　　☎0749－38－3311

滋賀県行政監視行政相談センター　☎077－523－1100

　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの

40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。国民

年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない

場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を

納めることにより、満額に近づけることができます。

　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することが

できます。

開催日時

　　令和４年10月21日（金）　　　13：00～15：00

開催場所：甲良町役場　第３会議室

相談内容：相続手続き全般

※予約は、不要ですが、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。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止させていただく場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。

　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。

10月17日（月）～23日（日）は行政相談週間です

相談日：令和４年10月８日（土）

場　所：甲良町役場

　　　　第３会議室

時　間：10時～12時

国民年金の任意加入制度

くらしのかわら版　～行政相談について～

滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します！
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【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38－3314

　甲良町では、HPVワクチンの接種について、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和４年３月

31日までに自費で接種した場合、接種費用の助成を行います。

　対　象　者

以下の条件を満たす方

１）令和４年４月１日時点、甲良町に住民登録がある方

２）16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンを３回接種していないこと

３）17歳となる日の属する年度の初日から令和４年３月31日までにHPVワクチンを接種し、接種

費用を負担していること

4）助成を受けようとする接種については、令和４年４月１日以降のキャッチアップ接種ではない

こと

　助成金額

＊接種にかかった費用の実費に相当する額（最大３回接種まで）

　申請期限

＊令和７年３月31日までに保健福祉課へ申請してください

　申請に必要な書類

１）ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請書

　　（保健福祉課にあります）

２）予防接種記録（母子健康手帳、または、接種済み証など）

３）領収書など予防接種の実費支払いを証明する書類の原本

申請に関するお問い合わせやくわしい内容に関して…

ヒトパピローマウイルス感染症に係る
（子宮頸がん予防ワクチン・HPVワクチン）任意接種の助成についてけい
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【問合先】　高齢者虐待に関するご相談・お問い合わせは　甲良町地域包括支援センター　☎0749－38－5161

障害者虐待に関するご相談・お問い合わせは　甲良町保健福祉課　　　　　　☎0749－38－5151

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、相談会自体を中止することがありますので予めご了承ください。

　悪徳商法や財産管理、相続、福祉の制度、法律のことがわからない・・・etc

　現在、生活するうえで困っていることや将来に不安のある方、また、そのご家族や

親せきの方、福祉関係者の方など、どなたからでも相談をお受けします。

　どうぞ、お気軽にお申し込みください。

愛荘町会場　10月24日（月）～11月22日（火）　　彦根市会場　1月20日（金）～2月16日（木）

キャンセルは、申込み期間内にお願いします。（体調不良の場合はこの限りではありません）

【問い合わせ先（事務局）】　彦根市社会福祉協議会　TEL：0749－22－2821　FAX：0749－22－2841

【問 い 合 わ せ 先】　愛荘町社会福祉協議会　TEL：0749－42－7170　FAX：0749－42－7178

　　　　　　　　　　　　　豊郷町社会福祉協議会　TEL：0749－35－8060　FAX：0749－35－5234

　　　　　　　　　　　　　甲良町社会福祉協議会　TEL：0749－38－4667　FAX：0749－38－4668

　　　　　　　　　　　　　多賀町社会福祉協議会　TEL：0749－48－8127　FAX：0749－48－8140

主催：彦根市社会福祉協議会・愛荘町社会福祉協議会・豊郷町社会福祉協議会

　　　甲良町社会福祉協議会・多賀町社会福祉協議会

共催：彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

虐待を防ぐために地域でできること

　高齢者や障害者を介護している家族が孤立しないように地域全体で見守り、お互いに助け合う関係作りができて

いれば、誰もが安心して暮らせます。まずは、声かけや見守りなどできることから始めていきましょう。

受付期間

相談は、事前予約のみとなっております。

彦根市社会福祉協議会までお申し込みください。予約枠には限りがありますのでご了承ください。
事前予約

①

②

令和４年　　11月29日（火）
　　　　　　13：30～16：30

愛荘町立福祉センター愛の郷
愛知郡愛荘町市731

令和５年　　2月23日（木・祝）
　　　　　　13：30～16：30

彦根市障害者福祉センター
彦根市平田町594

弁護士・司法書士・

社会福祉士等が内容

に応じて相談をお受

けします！

身体的虐待

　身体に傷を負わせる、または傷を負う恐れのある

暴力を加えること

経済的虐待

　金銭を渡さない、年金や財産を本人の意に反して

使うなど

心理的虐待

　怒鳴る、無視する、恥をかかせるなど精神的に

傷をつけること

性的虐待

　意に反した性行為を行う、裸のまま放置するなど

介護・世話の放棄・放任

　食事や排せつなどの世話をしない、介護・障害

サービスを利用させないなど

高齢者・障害者虐待とはどんなこと

高齢者・障害者虐待を防ぐために

高齢者・障がい者　なんでも相談会 in湖東地域
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）
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相談無料

完全予約制



【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38－3314

【問合先】　職業課程教育相談担当：各務、中尾　☎0749－22－2321

12月12日（月）９時～11時30分　会場：甲良町保健福祉センター

　滋賀県立盲学校職業課程は、『あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師』の国家資格取得を目指し、

職業的・経済的自立を支援するための課程です。

　目の病気や低視力などで、進路や職業選択にお悩みをお持ちの方やそのご家族、福祉関係者を対象に

下記のとおりオープンスクール（授業見学・体験等）を行います。

対　　象：県内の目の病気や低視力等で、進路や職業選択にお悩みをお持ちの方やそのご家族、福祉関係者。

年齢不問、障害者手帳の有無不問。

日　　時：令和４年11月10日（木）　９：35～12：35

　　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況、気象警報により、日時変更・中止の場合あり

開催場所：滋賀県立盲学校

申込問合：電話　TEL 0749－22－2321（職業課程教育相談担当：各務、中尾）

　　　　　土・日・祝を除く平日　９：00～17：00

申込締切：令和４年11月４日（金）　17：00まで

定員制限：なし

参加費用：無料

アクセス：滋賀県立盲学校（滋賀県彦根市西今町800番地）

　　　　　JR南彦根西口より徒歩約15分、又はバス「県立大学線」で「県立盲学校」下車後、徒歩１分

Ｈ　　Ｐ：http://www.vi-sh.shiga-ec.ed.jp  『滋賀県立盲学校』で検索

　乳がんについて正しく知ってもらい、検診の受診を

すすめる取組として ピンクリボン運動 があります。

　40歳以上（昭和58年４月１日までに生まれた）の女性は、乳がん検診を２年に１回

無料で受けることができます。

　今年度の最後の乳がん検診は下記のとおりです。お申込みがまだの方は、ぜひどうぞ。

　完全予約制　予約電話番号：保健福祉課　38－3314

◇同じ会場で子宮頸がん検診も実施します。（20歳以上で昨年度受けていない方対象）

　定員に達した場合、予約をお断りすることがあります。

　医療機関での検診も実施しています。くわしくは、お問い合わせください。

乳がん検診を受けましょう

滋賀県立盲学校　職業課程オープンスクールのご案内

10月はピンクリボン月間です

8
広報 こうら 2022 October 10

【問合先】　甲良町地域包括支援センター　☎38－5161

参加された住民さんの感想 

＜ながら脳活で認知症予防に取り組もう！＞

　「コグニサイズ教室」

＜ながら脳活で認知症予防に取り組もう！＞

　ながら脳活とは、２つの事を同時に行う脳トレーニング です。

　たとえば、「散歩をしながらしりとりをする」など日常生活の中でも手軽に取り組む

事ができます。

　「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、参加された方々から「仲間と一緒に楽しくできる！」と

高評価を受けている予防教室です。

◇他の参加者の方も同じくらいの年代の方たちばかりなので、楽しく活動することが

できた。

◇教室のはじめに行うストレッチは体がじわじわあたたかくなって効いているな、と実感が

できる。

◇体を動かす機会がつくれてよかった。

◇手と足を同時に動かしながら、数を数えるのは難しいが

一つひとつできるようになることで達成感が味わえる。

＊後期コグニサイズ教室＊

実施期間：令和４年10月26日（水）～令和５年３月22日（水）

実施時間：13：30～15：30

実施会場：甲良町保健福祉センター　２階　デイルーム

定　　員：15名（定員になり次第締め切り）

が始まります!!
が始まります!!
が始まります!!
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業（宝くじ）の助成を受けて、大字在士区の

斜面草刈り機２台と平面草刈り機２台を購入しました。これによって、近年区民の高齢化が進み除草作業

が大きな負担となっている中で、作業の軽減と効率化が図られ、かつ安全の確保が期待できます。

　同じく、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業（宝くじ）の助成を受けて、甲良町

尼子区の平成の尼子館グランドの老朽化した遊具を更新しました。これによって公園が、区民にとって

安心して子どもを遊ばせる場となり、子どもだけでなく、親世代・区民の交流の場や憩いの場となること

が期待できます。

　これらの事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施している

宝くじの社会貢献広報事業です。

コミュニティ助成事業（宝くじ）の助成
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App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　Android, Google Play は、Google LLC  の商標です。
 IOS商標は、米国　Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

500円 100円

【主催・問合せ先】 東近江市都市整備部公共交通政策課（☎0748-24-5658 ※平日のみ ）
【共　　　　   催】 近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会（彦根市・近江八幡市・甲賀市・米原市・日野町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・滋賀県）
新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、本キャンペーンを中止する場合があります。本企画の詳細は、東近江市又は近江鉄道株式会社のホームページで確認をお願いします。

スマホで簡単！　デジタルきっぷも販売！

販売
価格 こども大人

アプリで購入 画面を見せるだけで乗車

RYDE PASSの詳しい内容は、裏面をご覧ください。

ios Android

期間 ９/16 ～11/27 までの
令和
４年

近江鉄道『ワンコインスマイルきっぷ』

祝日
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【問合先】　彦根市立病院　医事課　医事サービスセンター　☎22－6050　FAX26－0754

かかりつけ医
かかりつけ歯科医

彦根市立病院

訪問診療

健康管理

初期診療

慢性的な病気

緊急診療 入院診療

高度・専門検査

手術・専門診療紹介外来

専門的な検査や治療が
必要なときは、

紹介状を持って当院へ

紹介状

逆紹介状

症状が安定したら
かかりつけ医へ

地域の診療所
急性期病院

　日ごろから、ご自身や家族の健康

状態について相談にのってもらえ、

またいざというときには適切な病院を

紹介してくれます。

　緊急もしくは重症な患者さんを中心に、入院や

手術・検査など、高度で専門的な医療を24時間

体制で提供します。かかりつけ医の紹介状があれ

ば、それまでの症状・治療経過が把握できますの

で、スムーズに医療が提供できます。

●紹介・逆紹介による連携

●病床の開放・共同利用

●医療機器の開放・共同利用

●診療情報の公開

　彦根市立病院を初診時に、「かかりつけ医」等からの紹介状をお持ちでない方は、診察料とは別に、「選定

療養費」をご負担いただいています。これは、医療機関ごとの機能分担と連携を推進し、地域の限りある医療

資源の効率的な活用を図るための制度です。

※　重症や専門医療を必要とする場合を除き、まずは「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」を受診してくだ

さい。その際、必要な場合には紹介状を持って当院を受診してください。

※ 紹介状の持参がなく、同じ日に複数の診療科を初診で受診された場合、それぞれの診療科において初診時選定

療養費をご負担いただくことがございます。

【初診時】　初診時に他の医療機関からの紹介状をお持ちでない方

５,５００円 (税込）

３,３００円 (税込）

医 科

歯 科

【改定前】９月30日まで

７,７００円 (税込）

５,５００円 (税込）

医 科

歯 科

【改定後】10月１日から

【再診時】

２,７５０円 (税込）

１,６５０円 (税込）

医 科

歯 科

【改定前】９月30日まで

３,３００円 (税込）

２,０９０円 (税込）

医 科

歯 科

【改定後】10月１日から

当院から他の医療機関にご紹介したものの、患者さんご自身の都合により当院に再度
受診された方

彦根市立病院からのお知らせ地域医療支援病院

令和４年度診療報酬改定により、

10月１日から選定療養費を改定します。
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【問合先】　滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課　☎077－528－3793

　災害防止のため、砂利採取法（昭和43年法律第74号）により砂利採取業者が事務所ごとに配置しなければな

らないと定められている業務主任者の資格試験を、以下のとおり実施されます。

１　試験日時

　令和４年11月11日（金）

　午前10時開始　正午終了（120分間）

　遅刻は試験開始後30分まで認め、退室は試験開始から40分を経過した後から試験終了時刻の10分前まで

認めるものとする。

２　試験実施場所

　滋賀県庁新館７階大会議室（大津市京町四丁目１番１号）

３　試験科目

（１）砂利の採取に関する法令

（２）砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。）

４　出題形式

　選択式筆記試験とする。なお、出題数は、法令問題10問（全問必須問題）および技術問題15問（７問の必須

問題と、８問から３問を選択して解答する選択問題）とする。

５　願書の配布

　令和４年10月３日（月）から、滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課および各滋賀県合同庁舎［南部合同

庁舎：総務事務・厚生課南部総務経理係、甲賀合同庁舎：総務事務・厚生課甲賀総務経理係、東近江合同庁舎：

総務事務・厚生課東近江総務経理係、湖東合同庁舎：総務事務・厚生課湖東総務経理係、湖北合同庁舎：総務

事務・厚生課湖北総務経理係、高島合同庁舎：総務事務・厚生課高島総務経理係］で配布する。

　願書は、県ホームページからダウンロードすることも可能とする。

　https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302869/104051.html

６　願書の受付期間

　令和４年10月３日（月）から令和４年10月31日（月）まで（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前

８時30分から午後５時15分まで。

　郵送の場合は、令和４年10月31日（月）までの消印有効とする。（願書を郵送するときは、事故等防止の

ため、簡易書留郵便の利用をお勧めします。）

７　願書の受付場所

　滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課（県庁東館２階）

　〒520－8577　大津市京町四丁目１－１

　電話　077－528－3793（直通）

８　提出書類

（１）受験願書　　　１通

（２）受験整理票　　１通

（３）受験票　　　　１通

　※受験票に63円切手をはり付けて提出。

９　受験手数料

　9,000円

　滋賀県収入証紙を受験願書にはり付けることにより納付。なお、納付された受験手数料は、理由のいかんを

問わず返還しない。

10　合格者の発表

　令和４年11月30日（水）に県庁前掲示板に掲示するほか、本人宛てに通知する。

令和４年度砂利採取業務主任者試験の実施について
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【問合先】　甲良町社会福祉協議会　☎38－4667　FAX38－4668

　最近は地域のなかで子どもたちの遊ぶ姿がみられない･･･とよく言われています。

　また、子ども同士の関わりが少なくなることで上下関係やルールを守るなどの社会経験を積む機会も

自然と少なくなる･･･地域の大人とのかかわりもないので名前すら知らない…ということも聞かれます。

　地域子ども支え合いプラン13事業は、このような現状を踏まえ、日常的に子どもたちが集まる

場所をつくり、地域の様々な人と出会い、遊びをとおしてたくさんの経験をしながら子どもが育っていく

ことを地域で応援していくことを目的としています。

　その取り組みは、各字それぞれの地域性が活かされて進められています。

子どもにとって、大人にとって、そこは・・・

○ みんなで宿題や遊びができます。

○ 異年齢の出会いがあります。

○ 家族以外の大人との出会いがあります。

○ お母さん同士の出会いがあります。

○ 気楽にいけるおしゃべりの場所としても使えます。

○ 子どもたちと顔見知りになれ一躍人気者に！･･･etc

社会福祉法人甲良町社会福祉協議会　

犬上郡甲良町在士357－１

甲良町保健福祉センター内　２階

電話 38－4667　　FAX 38－4668

この事業は共同募金による助成金で

実施しております

☆興味のある方は区長さんまたは甲良町社協へお問い合わせください☆

～各字の子ども広場～

在 　 士

下 之 郷

尼 　 子

呉 　 竹

小 川 原

北 　 落

金 　 屋

正 楽 寺

池 　 寺

長 寺 東

長 寺 西

法 養 寺

横 　 関

子ども広場

集まれ　子ども広場

子どもが主役

たけのっこくらぶ

小川原こどもひろば

―

公民館開放

―

おもちゃ箱

この指とまれ

子どもとあそぼう会

―

―

字　名 広場の名前 開　　　催　　　日

年間６回

月１回（現在コロナで不定期）

年間２回（休止中）

年間11回

年間11回

興味のある方募集中！

月１回（第２月曜日）

興味のある方募集中！

月１回（休止中）

年間４回

年間10回

興味のある方募集中！

興味のある方募集中！

地域子ども支え合いプラン13事業について
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　ここ２年間は、コロナ禍ということもあり、ずっと活動を休止

していましたが、今年から少しずつ世間でもイベントや活動も

再開されてきたので、５月からたけのっこくらぶも再開できる

ように、呉竹センターの館長や呉竹区の区長とも相談し、快く

快諾していただき、地域の保護者の方のボランティア協力も

得て、再開できるようになりました。今回は夏休み特別企画とし

て、午前中は、近江八幡市のママさんたちが中心となって活動

されているHugBabyの親子ふれあい活動をしました。赤ちゃん

とお母さんが来て、赤ちゃんの成長を知り、自分の成長を感じる

ことと、育児の大変さや育児の喜びを通じて、子どもたちに育児を

頑張っているお母さんの大変さを知ってもらい、優しい子どもに育って欲しいなという思いも込めて企画

しましたが大盛況でした。子どもたちも赤ちゃんと触れ合うことで、自分の成長を実感でき、呉竹区の

保護者の方も、開催者のお話を聞きながら頷いておられて、楽しい癒しのひとときを感じてもらえて

良かったです。お昼は当初カレーの予定でしたが、コロナ感染者も増えている状況でしたので、おにぎり

や菓子パン、ジュースなどを配り、黙食で対応しました。昼か

らもイベントを予定していましたが、中止とさせていただき、

世界のボードゲーム遊びや、自由に遊ばせて午後３時頃に終了

しました。この活動を通じて感じたことは、コロナ禍の中でも

子どもたちは少し不満を持ちながらも、今できることを一生懸命

楽しみながら、元気に過ごしているなあと思いました。この

笑顔を見るためにも、我々大人たちも何もかもイベントや活動を

中止にするのではなく、できることを縮小した形でもいいの

で、少しずつ開催できればよいと思います。賛同できる方は

一緒に頑張っていきましょう。子どもたちの成長と笑顔を見守る

ために…

※プラン13事業活動は、甲良町社会福祉協議会より、補助金

制度の活用でできるので、運営費の心配はいりません。

たけのっこくらぶ（呉竹区）の地域子ども支え合い
プラン13事業活動報告
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　年に数回利用、倉庫代わりに利用していても

普段、住んでなければ、空家につながります。

　空家になる理由は、様々あります。

　空家になる前から、考えてみましょう。

ご相談やご質問は気軽に下記まで

甲良町空き家バンク

0749－38－5061

Ⓒ兵庫県2019
Ⓒ兵庫県2019

Ⓒ兵庫県2019
Ⓒ兵庫県2019

倉庫として

使っているよ

たぶん、帰ってくると思う…

息子が将来帰ってきたときの為に

　　　　　　　　置いておくだけだよ

お盆や正月に

家族で集まる場として

　　　　使っているよ

分譲マンションを

持っているけど、使ってないよ

甲良町内の空家・空地登録を募集しています

空家ガイドブック
それも空家予備軍です
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

参考図書：兵庫県「損する空き家 損しない空き家〜空き家発生予防のための23箇条〜」

兵庫県許諾済み 令和４年８月22日付住第1384号

60.3%

23.2%

33.1%

33.2%

12.8%

12.9%

12.6%

13.4%

33.8%

36.7%

33.1%

10.2%

18.8%

24.7%

33.2%

12.8%

12.9%

12.6%

7.0%

23.8%

13.4%

33.8%

18.3%

25.6%

36.7%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

物置として必要

仏壇など他に保管場所がないものがある

将来、自分や親族が使うかもしれない

資産として保有し続けたい

労力や手間を掛けたくない

特に困っていない

住宅の質の低さ（古い、狭いなど）

道路付の悪さ

交通の便の悪さ

満足できる価格で売れそうにない

満足できる家賃で貸せそうにない

リフォーム費用を掛けたくない

買い手・借り手の少なさ

好きな時に利用や処分が出来なくなる

他人に貸すことに不安がある

取り壊すと固定資産税が高くなる

更地にしても使い道がない

不詳

[空家にしておく理由]

「2019年空家所有者実態調査」（国土交通省）

（万戸）
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12.5%
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１９９８年 ２００３年 ２００８年 ２０１３年 ２０１８年

[滋賀県の住宅総数・空家数/空家率]

住宅総数 空家 空家率

　空家とは、使用していない家のこと。人の出入りの有無や、電気、

ガス、水道の使用状況、物件の登記や住民票の内容、管理状況、利用実績

などで判断されます。

　県内の住宅総数は62.6万戸、空家数は8.1万戸、空家率は13.0％。

直近20年間で、住宅総数は約1.4倍、空家数は約1.6倍に増えています。

空家になる理由は様々。でもこれも空家なんです。

甲良町内の空家・空地登録を募集しています

空家とは

空家の推移

空家になる
理由
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　所有者の死亡、施設への入所、転勤など、

よくある理由で、空家は生じます。

　隣の家がある日、空家になることも。

　空家は身近な問題かもしれません。

ご相談やご質問は気軽に下記まで

甲良町空き家バンク

0749－38－5061

海外に転勤しま～す! 老人ホームへ　入所します

　エーッ！

両隣が

　　空き家ー!？

Ⓒ兵庫県2019

甲良町内の空家・空地登録を募集しています

空家ガイドブック
身近な問題です
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

参考図書：兵庫県「損する空き家 損しない空き家〜空き家発生予防のための23箇条〜」

兵庫県許諾済み 令和４年８月22日付住第1384号

15〜29歳 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

男 26.4%

女 22.1%

14.0%

16.2%

5.7%

6.6%

4.0%

3.3%

3.0%

2.5%

1.4%

1.3%

26.4%

4.0% 3.0%16.2%

6.6% 3.3% 2.5% 1.3%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

男女別・年齢別Ｕターン者に占める
過去５年以内のＵターン者割合

【人が住まなくなった理由】 【住宅を取得した経緯】

「2019年空家所有者実態調査」（国土交通省）

14.0%

5.7%

1.4%

22.1%
14.0%

5.7%

1.4%

22.1%

別の住宅へ
転居,
41.9%

老人ホーム等
の施設に入居,
5.9%

転勤、入院など
により長期不在,
3.5%

死亡, 40.1%

不詳, 8.5% 贈与, 3.3%

相続,
54.6% 

新築・建て替え,
18.8%

新築の住宅を
購入, 5.3%

中古の住宅を
購入, 14.0%

その他, 3.2%

　なぜ、空家になったのか。最後に住んでいた人が「別の住宅へ転居」

（41.9％）、「死亡」（40.1％）、「老人ホームに入居」（5.9％）などの

理由があります。そんな家を所有することになった原因の半分以上が

「相続」（54.6％）によるものです。

　空家の所有者は40歳以上がほとんど。Ｕターンの多くは、20、30歳

代で行われ、40歳以降の年代では、Ｕターンすることは、ほとんど期待

できません。将来、家から出ていった子どもが実家の空家を使うことは、

あまり起こらないのかもしれません。

甲良町内の空家・空地登録を募集しています

空家が
生じる要因

Uターンの
現実
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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】　しが・めぐりあいサポートセンター　☎050－1791－5830

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。

　滋賀県では、結婚を希望されている方を応援するため、結婚支援センターを10月から

開所します。会員登録をすると、センター相談員からの婚活応援が受けられるだけでな

く、AIを活用したマッチングシステムからのお相手紹介が受けられます。今後、甲良町

在住の方を対象として出張会員登録会を開催する予定です。

　ぜひ、しが　　めぐりあいサポートセンターHPからご確認ください。

　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づらい、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。

※体験や見学もできます。まずは

子育て支援センターにお電話く

ださい。

【めざしていること】

★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。

★自分を見つめ、自分で考えて選択する経験を通して、自信を

つける。

★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。

集団の中に

いるのが苦手…

周りの人に理解して

もらうことが難しい…

学校に

行きたくても

行けない…

そんなあなたのために『なごみ』があります。そんなあなたのために『なごみ』があります。

QRコード

しが　　めぐりあいサポートセンターが開所します！

甲良町子ども成長支援教室「なごみ」ご存知ですか？子育て支援
センター
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

　10月27日～11月９日は読書週間です！今回は、どんな本を読めばいいか
わからない、そんなお悩みに沿った本を紹介します。

…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

10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）

10月21日（金）11：00～

おはなし会
（小さいお子さんも参加できます）

10月８日（土）11：00～
『どしゃぶり』『なつのいちにち』などで
知られる絵本作家はたこうしろうさんを
お迎えし、楽しい絵本の読み聞かせとワーク
ショップを開催します。
※申し込みが必要です。カウンター、または
お電話・FAXでお申込みください。
詳しくはチラシをご覧ください。

絵本作家はたこうしろうさんの
ワークショップ

「へんてこぼうしをつくろう！」

『世界名作“ひとこと”劇場』

ジョン・アトキンソン／著　　ハーパーコリンズ・ジャパン

　『人vsクジラ。いや、クジラ勝つにきまってるやん』（「白鯨」

より）。西洋文学の名作をゆるいイラストとオール関西弁翻訳で紹介。

名作は内容が難しそうでなかなか手が出せない人も、まずはあらすじ

から読んでみませんか。

『美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し』

美篶堂／著　河出書房新社

　大切に読んでいた本が傷んでしまったことはありませんか。ページ

破れ、角の傷み…この本では色々な事情で傷んだ本の修理方法を紹介

します。ぜひおうちに眠っている本で試してみてください。

　図書館の本は専用の道具で修理するため、司書にお任せください。

『文豪たちのラブレター』

別冊宝島編集部／編　宝島社

　文章を巧みに操る文豪たち。彼らのラブ

レターはどんな表現で書かれていたのでしょ

うか。「お菓子なら頭から食べてしまいたい

くらい」と甘々に口説く芥川龍之介、「どう

ぞ写真一枚くださいな」と綴った石川啄木。

文豪たちのラブレターを、当時の恋人や関係者

との相関図、解説とともに紹介します。

『あかちゃんがわらうから』

おーなり　由子／著　ブロンズ新社

　大人向けの絵本があるのをご存知で

すか。絵本といえば子ども向けのイメ

ージが強いかもしれませんが、実は

大人向けの内容の本も多く出版されて

います。この本は、不安なお母さんの気持ちを子どもの笑顔が

かき消してくれるあたたかい絵本です。元気が欲しい時、ぜひ

読んでみてください。

『ねないこはわたし』

せな　けいこ／作・絵　文藝春秋

　子どもの時、せなさんの絵本を読んだ方は

多いのではないでしょうか。

　名作「ねないこだれだ」をはじめとする

様々な絵本の制作にまつわるエピソードを

紹介する自伝的絵本です。あのお話の裏側を

のぞいてみませんか。

『月に３冊、読んでみる？』

酒井　順子／著　東京新聞

　本を読みたいけど、どこから手を付けたら

いいかわからない、そんなお悩みはありま

せんか。この本では、作者がひとつのテーマ

に沿った本を３冊選んで紹介します。気に

なるテーマから読んでいけば、思わぬ本との

出会いがあるかもしれません。

※HPでも図書館だよりカラー版をご覧いただけます。

10月22日（土）14：00～

11
月 3
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28
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22
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23
30

 日 月 火 水 木 金 土

み すずどう

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

高野道（高野海道）その１

　甲良町には、かつて「高野道」「多賀道」「西明寺道」などと呼ばれた道がありました。そんな古い道の一つ

「高野道」を門脇正人さんの論文『江戸期「高野道」を復元する』を基にたどってみたいと思います。

　高野道は、高宮から臨済宗永源寺派の本山「永源寺」への道です。

井伊家が、彦根城から東近江市の「永源寺」に参詣した道です。当時から

彦根～旧愛知郡を結ぶ幹線道路であり、お寺が

永源寺高野村にあることから高野道と呼ばれま

した。

　永源寺には井伊家中興の祖、井伊直興のお墓

があり、９代藩主の直惟が参詣してからは毎年

藩主が訪れる参詣道でした。お城から彦根道を

通って高宮を経由し、甲良町内の呉竹、尼子、

在士、法養寺、長寺を通り、豊郷町、愛荘町

（旧秦荘町）、東近江市（旧湖東町、旧愛東町）

を通る道です。愛知郡誌には距離およそ４里

（15.7km）と書かれています。

　井伊家参拝の時には、道筋の各村々へは廻状により道路整備や案内を

すること、「無礼なきよう心得よ」とのお触れが出されました。印具

徳右衛門が藩主の代参をした時の廻状がまわった村は次のとおりです。

　御三条村、両大橋村、両沼波村、大堀村、高宮村、尼子村、在士村、

法養寺村、雨降野村、圓城寺村、常安寺村、竹原谷村、北蚊野村、小八木

村、今在家村、僧坊村、中里村、下山本村、大覚寺村、園村、平尾村、

外村、高野村　この村々を通る道が高野道だと考えられます。

　高野道は現在、拡幅され、日常的に通行しているところもあります

が、道路整備や圃場整備により失われたり道筋が変わったりしたところが

あります。近世の村絵図や圃場整備以前の地図、航空写真、地域に残る

道標などから道筋を推定しました。

　左の図は『江戸期「高野道」を復元する』

より、明治26年（1893）頃の陸地測量部

の地図を転写し、高野道を図示しています。

　それでは、甲良町内の高野道の道筋をたど

っていきます。

　中山道高宮から犬上川の無賃橋を渡り、

川沿いの道を川上（東に）進みます。すぐの

斜め道を入らず、次の直角に入る道（有）

モリオートさんを右に入ります。かつては

この周辺に道標があったそうです。彦根市（高宮）と甲良町（小川原地番）の

境界を進み「彦根八日市甲西線」と合流し呉竹を通ります。近江鉄道の踏切を

越えて南下し、「彦根八日市甲西線」を尼子へ進んでいきます。

参考資料

門脇正人　江戸期「高野道」を復元する－彦根藩主の永源寺参詣をめぐって－

秦荘の歴史　第ニ巻、湖東町史下

高野道の経路　平凡社復刻版
（明治19～24年）に作図

②近江鉄道踏切

①川沿いモリオートさん

永源寺の井伊直興廟

①

②

①

②

高宮宿

永源寺

無賃橋

　　 たか  の  みち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なおおき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なおのぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かいじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほ じょう

No.

37

22
広報 こうら 2022 October 10

【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

　ピザ店「PIZZERIAUNO」とクレープ店

「Crepes」の10月から期間限定メニューの

ご紹介。

　PIZZERIAUNOでは、『６種の秋の彩りピザ』

を販売。

　地元産のきのこを中心に６種類のきのこをふん

だんに使った秋限定のピザです。

　Crepesでは長野県より産地直送で届く、この

時期に直売所で大人気の「シャインマスカット」を

贅沢に使ったクレープを今年より新発売します。

10月の定休日は11日（火）です。

（営業時間　９：00～17：00）

山田　絃ちゃん
いと

10月14日生（尼子）

　令和４年12月号「天使のほほえみ」への掲載希望（令和３年12月生のお子さん）の方は、

10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。

期間限定メニューのご案内
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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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）

・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。

11月30日（土）は12月の１回目練習

10月３日（月）・11月７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

休館日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

3

10
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24

日 土月 火 水 木
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金

7
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21

28

6

13

20

27

教室日

教室日

教室日

教室日

1

8

15

22

29

11月 お風呂・プール

10月29日（土）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

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

【スクール無料体験開催!!】（開催期間：10/１～28まで。前日までに、予約をお取りください。）

◇プール初回利用者登録キャンペーン

　（２回利用で１回無料！）

　初めて利用者カードを作成される方を対象に、施設を
２回利用で1回無料の特別キャンペーンを開催！
※　初回利用日から１カ月以内に２回目利用が条件。

◇10月のスタンプカードイベント

プ ー ル：０の付く日（10日、20日、30日）/
　　　　　19時以降入館の方
香良の湯：０の付く日（10日、20日、30日）、
　　　　　風呂の日（26日）

　スポーツの秋到来！甲良町温水プールでは、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。

【10月のイベント】

【成人体操教室】　対象：18歳以上

健康運動教室 2,100円（税込）高齢者・初心者向け運動10：30〜11：30水曜日

内容時間曜日教室名 参加費（月４回）

【成人水泳教室】　対象：高校生以上

初級

中級

初心者／上級

水中ウォーキング

4,500円（税込）

2,100円（税込）

水慣れ～クロール

クロール・平泳ぎ・背泳ぎ

水慣れ～クロール

４泳法の持術向上

体力UP、脂肪燃焼

14：00〜15：00

15：00〜16：00

19：00〜20：00

金曜日

水曜日

土曜日

金曜日

内容時間曜日教室名 参加費（月４回）

【お子様向け水泳教室】

幼児

小学生

小・中学生

小・中学生（上級）

4,100円（税込）

水慣れ～クロール

水慣れ～平泳ぎ

呼吸付クロール～個人メドレー

平泳ぎ以上

16：00〜17：00

15：00〜16：00

17：00〜18：00

16：00〜17：00

18：00〜19：00

17：00〜18：00

18：00〜19：00

水・金曜日

土曜日

水・金曜日

土曜日

水・金曜日

土曜日

土曜日

内容時間曜日教室名 参加費（月４回）

※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
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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

呉竹①

―

定　　休　　日

小川原①

定　　休　　日

定　　休　　日

小川原①

尼子①

正楽寺①・法養寺①②

長寺①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

―

下之郷①③・北落①②・在士②

金屋①②

長寺②

小川原②③

定　　休　　日

定　　休　　日

尼子③

呉竹③

定　　休　　日

―

―

定　　休　　日

定　　休　　日

池寺①②③

長寺③

―

呉竹①

―

定　　休　　日

小川原①

定　　休　　日

定　　休　　日

不　　定　　期

尼子①

正楽寺①・法養寺①②

長寺①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

―

下之郷①③・北落①②・在士②

不　　定　　期

長寺②

小川原②③

定　　休　　日

定　　休　　日

尼子③

呉竹③

定　　休　　日

―

―

定　　休　　日

定　　休　　日

池寺①②③

不　　定　　期

―

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

（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）

（火）

（水）

※「―」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11月】
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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

10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

すこやか相談

中期離乳食教室

こころの健康相談

乳児健診４か月

乳児健診10か月

17日（月）

18日（火）

20日（木）

26日（水）

26日（水）

予約制

９：30～10：00

９：30～11：00

13：30～13：40

13：00～13：10

子どもの健康、食生活、予防接種等に
関すること

令和４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。

令和３年12月生まれの児
前回受けられていない児

令和４年６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

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

母子健康手帳・質問票

特になし

対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

特定健診・がん検診

こころの健康相談

すこやか相談

11日（金）

11日（金）

14日（月）

８：30～11：30

13：30～15：00

予約制

予約された方

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
関すること

受診券・保険証等

特になし

母子健康手帳

対　象　の　方　（児）

11月前半分（会場：保健福祉センター）

15歳以上
　 ～65歳未満総人口 15歳未満 65歳以上

３７８

３４５

７２３

１,８６９

１,７７２

３,６４１

世帯数

男

女

合　計

＜－　９＞

＜－１６＞

＜－２５＞

－　８

９６１

１,２８５

２,２４６Ⓐ

３,２０８

３,４０２

６,６１０

２,６２３

Ⓑ

Ⓐ÷Ⓑ＝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. ９. １現在

33.98%
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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。
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