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福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

元気はつらつ！今よりもう少し元気になりたい！という方へ
「介護予防教室」に参加してみませんか？

参加者の声をご紹介します！
平成２１年度に実施した「介護予防教室」には１４名（平均年齢８０.３歳）の方々が参加され、全員

の方が今後も家で体操を続けたいとお答えでした。昨年度の参加者の声を一部ご紹介します。
杖をついていましたが、教室に参加して杖が要らなくなりました！••
体力がついて動くことが楽になりました。••
年齢に応じた体操でたいへん楽しかった。••
クイズなど頭の体操もできて一層楽しかった。••
楽しいトレーニングで、ストレス解消！•できました••
先生や仲間のみなさんのおかげで自分らしく、いきいきと楽しく体操ができました。••

参加者募集中！
参加をご希望される方は、お早目にお申し込みください。定員は約１０名ですので、定員をこえた

場合や対象者としての条件に合わない場合は、ご遠慮いただく場合がありますのでご了承くださ
い。前期教室は７月から、後期教室は１０月からのスタートです。
対象者■６５歳以上の介護予防健診にて介護予防教室への参加が必要と判定された方

※心臓病などがあり運動の制限が必要な方は参加できない場合があります。
お問い合わせ先
福祉保健課　（多賀町地域包括支援センター）

（有）２−２０２１　（電）４８−８１１５

将来、要介護状態にならないように「転ばぬ
先の杖」として早い時期から介護予防に取り組
めるよう、町では「介護予防健診」を実施してい
ます。４〜５月にかけて６５歳以上の方（要介護
認定を受けている方を除く）を対象に、「介護予
防健診」の問診票を配布、回収させていただき
ました。問診結果からは、足腰が弱ってきて、階
段の上り下りや椅子からの立ち上がりが困難
になっていたり、転倒するようになっている方
もたくさんいらっしゃるようでした。

高齢期に足腰が衰えるのは、自然な老化以
上に「使わないことにより、体がなまってしまう」
ことが大きな要因となっているようです。病気
ではないのに、だんだんと元気がなくなってい
く……必要以上に安静にしていると、足腰の筋
力が衰え、みるみるうちに全身の機能低下に陥
ります。介護予防教室では、このような不安を
取り除いて、元気を取り戻し、いきいきと活動
的な暮らしをめざします。

だけ特別に、多賀そばの試食会も行
われ、木の香り漂う真新しい「もんぜ
ん亭」で多くの皆さんがおいしいおそ
ばを試食されました。

ぜひ皆さんも「もんぜん亭」で、
ちょっと一服していきませんか？

をしたり、囲碁や将棋をしたりと利用
方法はさまざまです。もちろん、高齢
者の方に限定せず、どなたでも利用
できます。
また、４月２２日には、オープニング

セレモニーがあり、町長・議長により
テープカットが行われました。この日

多賀自動車組合と被災地の災害応急復旧に関する協定
書を締結しました。災害時に必要な車両の確保や迅速な
物資の輸送に対応していただける強い安心感を町内の民
間事業所のご協力により得ることができました。

もんぜん亭

ちょっと一服 駅前に「もんぜん亭」がオープン！

たがゆいちゃん

着ぐるみデビューしました！

災害協定

災害時に備えて……

４月１日、近江鉄道多賀大社前駅前
に「もんぜん亭」がオープンしました。
「もんぜん亭」は、高齢者の皆さんの
生きがいや憩いの場として完成した
もので、買い物帰りや電車・バスの待
ち時間など気軽に立ち寄ることので
きる場所となっています。おしゃべり

多賀まつりで特別ゲスト、たがゆいちゃんが登場しまし
た。あいにくの雨でしたが、たがゆいちゃんは、たくさんの
方と写真撮影をして大人気でした。

特技は「ゆいちゃんスマイル」とのこと。まだの方は、ぜ
ひゆいちゃんスマイルをご覧になってください。

今後ともたがゆいちゃんをよろしくお願いします！

広報たが—2010年6月号

２
広報たが—2010年6月号

3
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日常における現在の環境保全の取り組みに
ついてみると、「①オフィスにおける冷暖房の
設定温度など日常的に省エネルギーを心がけ
ている」「⑤再生紙を利用し、リサイクルを実施
している」「⑥ごみの分別を徹底している」では
８割以上が〔取り組んでいる〕（『積極的に取り

組んでいる』と『取り組んでいる』を合わせたも
の）となっていますが、「②自然エネルギー（太
陽・風力・水力など）を利用している」「③雨水の
利用や、一度使った水の再利用などをしてい
る」では２割弱となっています。

環境生活課　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町の環境に関するアンケート調査結果
環境に関するアンケート調査結果の掲載は今回で最終回になります。今回は、事業所向けアン

ケートの結果と全体のまとめになります。
調査結果（事業所向け調査）
配布数■５０枚　　回答企業数■４２事業所　　回答率■８４.０％
事業所形態（単数回答）　•①工場・作業所……５１.２％　②事務所・営業所……２７.９％、•

③店舗・飲食店……９.３％　　④そのほか……１１.６％

社内での環境教育について
日常生活における現在の環境保全の取り組みについて（単数回答）•—

環境問題に対する認識について
事業所の環境問題に対しての考え方（単数回答）•—

事業所の環境問題に対しての考え方についてみると、「①事業者は環境保全のための取り組み
を行う必要がある」「②環境について定められる法令の基準などは最低限守る必要がある」「③自
社からでる環境負荷を積極的に削減していく必要がある」「④環境に配慮した製品・サービスを積
極的に開発することで環境へ貢献するとともに経済的発展も遂げたい」で『そう思う』が６割以上と
なっており、環境問題に対する意識の高さがうかがえます。

まとめ
中学生アンケートでは、多賀町がこれからも

自然豊かなまちであってほしいという思いと、
ゴミ拾い・リサイクル・植林に取り組みたいと
いった積極的な姿勢など、環境への関心の高
さがうかがえました。

町民アンケートでは、山手に住んでおられる
方の回収率が高く、環境への関心が高いことが
うかがえました。多くの町民の方は、「水のきれ
いなまち」、「安心・安全なまち」、「ごみの不法
投棄のないまち」を望んでおられ、その実現の
ために、身近な生活でできることから取り組み
たいという考えを強く持っておられます。

事業所アンケートでは、省エネ・リサイクル・ご
みの分別に努めている事業所が８割を超えて
おり、環境への意識の高さがうかがえました。
企業の持つ技術や知識を活かして公害のない

多賀町がさらに発展するためにも、住民・住民
団体・事業者・行政のネットワークづくりと連携
がさらにすすめられるよう期待されます。

環境基本条例策定委員会では、アンケート結
果をもとに今後も検討を重ね、今年１０月に条
例案を町長に答申する予定です。当委員会で
は、たんに住環境、自然環境を守るだけではな
く、環境への取り組みを通じて多賀町の活性化
をすすめ、住民・住民団体・事業者・行政の連携
が取れた街の発展を願っています。これからの
多賀町のために、また多賀町らしい条例策定の
ために町民の皆さんの積極的なご意見をいた
だき、皆さんと一緒に明日の多賀町を考えてい
きたいと思っています。今後ともご協力をよろ
しくお願いいたします。
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積極的に取り組んでいる 取り組んでいる 今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない 不明・無回答 
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34.9  34.9  

4.7  4.7  
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0.0  0.0  
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18.6  18.6  

41.9  41.9  

34.9  34.9  

37.2  37.2  

0.0  0.0  

27.9  27.9  

34.9  34.9  

11.6  11.6  

2.3  2.3  
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9.3  9.3  
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9.3  9.3  
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4.7  4.7  
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4.7  4.7  

4.7  4.7  

4.7  4.7  

4.7  4.7  

4.7  4.7  

7.0  7.0  

7.0  7.0  

9.3  9.3  

7.0  7.0  

7.0  7.0  

4.7  4.7  

①オフィスにおける冷暖房の設定温度など
日常的に省エネルギーを心がけている

②自然エネルギー（太陽・風力・水力など）を 
利用している

③雨水の利用や、一度使った水の再利用 な
どをしている

④施設敷地内や壁面・屋上の緑化に つとめ
ている

⑤再生紙を利用し、リサイクルを実施して 
いる

⑥ごみの分別を徹底している

⑦水質への負荷を減らす工夫をしている

⑧大気への負荷を減らすように工夫してい
る

⑨騒音・振動を防止するように工夫している

⑩低公害車や低燃費車の利用につとめて
いる

⑪業務用車両のアイドリングストップを進
めている

⑫地域での環境保全活動に参加し、協力、
支援を行っている 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそうは思わない そう思わない 

86.0  86.0  

83.7  83.7  

79.1  79.1  

67.4  67.4  

7.0  7.0  

20.9  20.9  

12  12  

14  14  

19  19  

28  28  

28  28  

33  33  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

14.0  14.0  

9.3  9.3  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

48.8  48.8  

34.9  34.9  

2.3  2.3  

2.3  2.3  

2.3  2.3  

4.7  4.7  

2.3  2.3  

2.3  2.3  

①事業者は環境保全のための取り組
みを行う必要がある

②環境について定められる法令の基
準などは最低限守る必要がある

③自社からでる環境負荷を積極的に
削減していく必要がある

④環境に配慮した製品・サービスを積
極的に開発することで環境へ貢献
するとともに経済的発展も遂げたい

⑤環境問題が重要であることは認識し
ているが、不景気でそれどころでは
ない

⑥当事業所は、取り立てて環境保全の
ために取り組みを行うほどの影響を
与えていない 
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多賀町子ども・家庭応援センター　（有）２−８１３７　（電）４８−８１３７

こちら 子ども・家庭応援センターです!!
「教育熱心の町」をめざして、昨年より多賀町子ども・家庭応援センターをスタートしました。町民

の皆さんの願いや子育ての悩みなどをしっかり受け止め、支援・お手伝いをしています。

目的
多賀町の教育、保健、福祉の部署が連携し、次世代を担う子どもの育成をめざし、健全な子育て••
のための支援を行います。
育てに悩みや不安を抱える保護者だけでなく、特別な配慮を必要とする子どもに対応する保育••
士や教員などへの支援を行います。
保幼小中連携の推進や効果的な子育て支援の在り方について考え、子どもの健やかな育ちを••
応援していきます。

相談の流れ

多賀町子ども・家庭応援センター主な活動内容
子ども・家庭応援センターでは、町内・町外の

各関係機関とも連携を取りながら、支援を行っ
ています。

子ども・家庭への支援
不登校、いじめ、悩みなどの相談••
子ども虐待への対応••
カウンセラーによる相談（保護者・••
子ども）など

子育て支援
子育て相談••
母親支援教室••
母親グループの開催と支援••
自主グループの育成・支援など••

発達支援
幼、保、小への巡回訪問••
発達相談••
発達相談員による発達検査等の実施

（要予約）
元気っこグループ（通園児発達支••
援）の主催
愛犬通級指導教室・甲良養護学校••
等との連携、所属する学級への連
絡・支援など

連携する主な関係機関
町教育委員会••
町保健センター••
町福祉保健課（保険センター含む）••
町立幼稚園・保育園••
町立小・中学校••
県子ども・家庭相談センター••
県健康福祉事務所（保健所）••
県立特別支援学校••
愛犬通級指導教室••
（甲良東小学校内）
医療機関••
湖東衛生管理組合（心理判定員）••
療育教室（愛犬つくし教室）••
滋賀県発達障害者支援センター••
「いぶき」
など

来所相談

電話相談

まずお電話をください

お気軽に、お電話ください。

大まかな相談内容をお知ら••
せください。
詳しい日時を相談して決め••
ます。

来所相談

必要に応じて— 来所相談
訪問相談

開所時間
☆月曜日〜金曜日　８時３０分〜１７時１５分

相談対象
☆０歳児から１８歳までの子ども、またはその

保護者
☆保育園、幼稚園および小・中学校の先生、子ど
もの育成に携わっている方など

子どもの来所は、原則として••
保護者同伴です。
相談時間は１〜２時間程度••
です。
相談内容に応じた職員が適••
切に対応します。
秘密は厳守します••

多賀町総合福祉保健センター
（ふれあいの郷）内

犬上郡多賀町多賀２２１番地１

（電）４８-８
は い み ん な

１３７（直通）

（有）２-８
は い み ん な

１３７

連
携

多賀
大社

多賀中

福祉保健
センター内

役場

館内図 ふれあいの郷玄関

福祉保健課

社会福祉協議会

WC
EV子ども・家庭

応援センター
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シカやイノシシの餌付けをしていませんか
近年、平地の民家周辺や田畑にまでシカやイ

ノシシが現われることが大きな問題になってい
ます。家庭から出る生ゴミが肥料になると思っ
て畑などに捨てることは、猿や鹿などを餌付け
しているのと同じです。生ゴミを投棄しないよ
うご理解ご協力をお願いします。

平成２２年３月まで児童手当を受けていた方
で、子ども手当を受けている方は「現況届」の
提出が必要となります。この届出は、６月１日に
おける状況を記載し、子ども手当を引き続き受
ける要件があるかどうかを確認するものです。
この届出がないと６月以降の手当が受けられ
なくなりますので、ご注意下さい。該当の方に
は現況届の用紙を郵送いたします。

現況届に必要な添付書類
健康保険証の写または年金加入証明••
•請求者が被用者（厚生年金加入者）である場
合、請求者本人の保険証の写を提出（お子さん
の保険証ではありませんので、ご注意下さい）

※そのほか、必要に応じて提出いただく書類が
あります。

民生委員・児童委員は社会福祉に関わる相談
に応じて、さまざまな支援を行うボランティア
です。地域に根ざした福祉活動で、相手の目線
に立ってあたたかな地域社会づくりをめざして
います。相手の目線に立って話をする、相手の
話をよく聞くことを目標に活動しています。

４月１３日に開催された委員会審議内容
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に•—
もとづく農用地利用集積計画の決定…１９
件

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕
作する制度です
農地法第２０条第６項の規定による賃貸借•—
の解除通知書の受理について…２件

※所有者と借り手の方で設定した利用権を解
除した旨の報告です。

福祉保健課　（有）２−２０２１　（電）４８−８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

子ども手当現況届の提出は６月中に！

福祉保健課　（有）２−２０２１　（電）４８−８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
-—心のふれあいを大切に—-

たが民児協だより　民生委員　児童委員

農林商工課　（有）２−２０３０　（電）４８−８１１７　ｎｏｒｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農業委員会だより

付があった場合と同じ扱いになります。満額の
老齢基礎年金を受給するためにも、追納をお
勧めします。
なお、承認を受けた期間の翌年度から起算し

て３年度目からは、当時の保険料に加算金がつ
きます。

お問い合わせは、お近くの年金事務所国民
年金課まで。

支払機関等に変更があった場合は、改めて「年
金振込通知書」が送付されます。
なお、平成２２年度の年金額は、平成２１年度

の年金額と同額になるため、年金額改定通知
書は送付されません。

対象■多賀町内の在宅幼児（満１才の誕生日
を迎えたお友だちから３歳児のお友だ
ち）および保護者

場所■多賀幼稚園・大滝幼稚園
実施日■６月〜２月　毎月第１・第３金曜日また

は行事の日（夏季休業日は除く）

６月 春の好きな遊び

７月 水遊び・夕涼み会

９月 運動あそび

１０月 運動会・ふれあいバザー・秋の好きな
遊び（おいもほり）

１１月 木の実、木の葉遊び・ごっこ遊び

１２月クリスマスお楽しみ会

１月 雪遊び・お正月遊び

２月 一日入園・おひなさま作り

※内容については、各園により多少変更する場
合があります

保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予
の承認を受けた期間は、そのままにされると保
険料を納付していた期間に比べ、将来支給され
る老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

そのため、国民年金には１０年以内であれ
ば、遡って保険料を納付することができる「追
納制度」があります。追納されると、その期間は
保険料納付済期間となり、当初から保険料の納

日本年金機構では、年金受給者を対象とし
て、毎年６月にその年度に支給される年金額を
お知らせする「年金振込通知書」を送付してい
ます。
この通知書は、原則として向こう１年間の年

金支払額をお知らせするものですが、支払額や

多賀幼稚園・大滝幼稚園では、２２年度の『ふ
れあい幼稚園』を実施します。身近な人や自
然、地域の仲間とふれあい、関わる中で豊かな
生活体験を育み、また、保護者の方は、子育て
の悩みや喜びを話し合う交流の場として気軽
にご来園ください。

環境生活課　（有）２−２０３１　（電）４８−８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）２３−１１１４

保険料を免除されている皆様へ！—追納制度をお勧めします。

年金受給者の皆様へ！「年金振込通知書」が送付されます。

多賀幼稚園　（有）３−３５１３　（電）４８−０２７４
大滝幼稚園　（有）５−５６１６　（電）４９−００１４

ふれあい幼稚園のおさそい
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バイオマスタウンとは？
バイオマスとは「動植物から生まれた再生可

能な有機性資源」のことで、たとえば、生ごみ、
廃食用油、木くず、もみ殻などです。

地域の関係者が連携して、地域のバイオマス
を効率的かつ安定的に利活用する地域のこと
で、バイオマスタウン構想を実現します。地球
温暖化の防止や循環型社会への形成、地域の
活性化などが期待されます。

環境生活課　（有）２−２０３１　（電）４８−８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町バイオマスタウン構想に取り組みます！
多賀町は、バイオマス利用促進に向けて国家プロジェクトとして取り組まれている「バイオマス・

ニッポン総合戦略（平成１８年３月改訂）」に基づき、バイオマスタウン構想を作成しました。これは
バイオマス情報ヘッドクォーター（農林水産省運営）により、平成２２年３月３１日付けで「多賀町バ
イオマスタウン構想」として公表されました。

よい食生活をすすめるための講習会
毎年１回、乳製品をつかったバランスのよ

い献立での調理実習です。平成２１年度のメ
ニューは「焼きあじの姿寿司、生春巻き、枝豆
とひじきのカクテルサラダ、にんじんと黄桃の
ヨーグルトゼリー」でした。献立のすべてにチー
ズやヨーグルトの乳製品が使われていました。
調理実習後、家庭や地域で再度調理実習をし
たり、献立を使って運動教室参加の住民さんを
対象にした調理実習を一緒にされました。

食育推進活動
毎月１９日「食育の日」に、食育に関連したチ

ラシやビラを配り街頭で啓発されています。
また地域で男性対象の「男の料理教室」子ど

も対象の「キッズキッチン」等の料理教室も開
催されています。そのほか、センターへの協力
で、１歳のお誕生会でのお菓子づくりや、にこに
こ広場参加の親子に「おすしケーキ」の作り方
を教えたり、もちつきを一緒にされたりしてい
ます。

栄養マップ調査
無作為に選ばれた町民さんのお宅に訪問し、

生活状況や食事摂取状況を聞き取りされます。
その結果は多賀町の栄養摂取状況の分析に

生かされます。☆分析結果は１１月ごろでます。

ほかにもエコについての勉強や町外研修で
の体験など健康に関する活動を楽しみながら
されています。会員さんは仕事や、家族の介護
や孫の子守りなどで忙しい中、できる範囲で活
動されています。「健康推進員になってよかっ
たわ。自分や家族の健康について役立つこと
を知ることができるから」「毎日の料理に参考

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

こんにちは保健師です
健康推進員さんの活動を紹介します
現在多賀町では、５０〜６０代の女性を中心とした６９名の健康推進員さんがおられます。「私た

ちの健康は私たちの手で……」を目標に、体に良い料理や簡単にできる運動の普及などさまざま
な活動をされています。ここで活動について紹介します。

滋賀県健康推進員団体連絡協議会会長感謝状の授与が行われました！
永年の功績がたたえられ、感謝状を４月２７日（火）ピアザ淡海にて「80歳以上の部で土田の清水

文子さん、15年以上の部で藤瀬の城貝豊子さん、萱原の岸本すが子さん」が受賞されました。

レディースクッキング教室
健康推進員が町の健康課題や、生活習慣病

予防の食事と運動を学び、その後バランスのと
れた食事と健康の大切さを普及する場として、
健康推進員が講師となり地域の女性に対し各
字で料理教室を開催しています。

ボール教室・エアロビクス教室
健康推進員が中心となり、月に３回（ボール

教室が第１・第３金曜日、エアロビクス教室が第
４金曜日）ふれあいの郷で楽しく運動されてい
ます。楽しく簡単な教室ですので、年齢層はさ
まざまな方が参加されています。

になることが多くある」と会員さんは言われま
す。
皆さんも自分の健康のため家族の健康の
ため健康推進員になりませんか？
健康推進員になるための健康に関する講座

が６月からはじまります、ぜひお申し込みくださ
い。

多賀町バイオマスタウン構想の概要
多賀町は「資源循環型のまちづくり」および

「豊かな森林の保全」を目的に、廃棄物系の食
品資源（生ごみ、廃食用油）や林産資源（製材端
材、木くず）、未利用の林産資源（間伐材、林地
残材）を活用し、環境を守り・育てる（環境）、多
賀を愛する心を育む（教育）、安心して暮らせる
まちをつくる（福祉）、地域産業に活力を生み出
す（産業）の４つの柱を基本とする総合的なバ
イオマス利活用をめざします。

バイオマスの利活用推進体制
大学の学識者や地域の事業関係者、関係団

体、町民から構成する、「多賀バイオマス利活用
推進協議会（仮称）」を設置し、安定的かつ適切
なバイオマスの利活用を推進します。

■環境を守り・育てる（環境）
バイオマスの利活用により、廃棄物の

減量化、山林の再生に取り組み、町の環
境保全を図る。また、これらの取組を通じ
て、循環型社会の形成、低炭素社会の構
築を図る。
■多賀を愛する心を育む（教育）
バイオマスに関連する各種取組を通じ

て、地域の環境や自然に触れる機会を創
出することで愛郷心を育み、うるおいと安
らぎのある豊かな人間性を育む。
■安心して暮らせるまちをつくる（福祉）
バイオマスの利活用と福祉施策の連携

により、地域の資源を活かした障がい者福
祉に取り組む。
■地域産業に活力を生み出す（産業）
バイオマスの利活用を通じて、農林業

の活性化を図るとともに農商工連携をす
すめ、観光産業など地域産業の活性化を
図る。

http://www.tagatown.jp/content/view/359/7/
詳細はホームページに記載していますので、ご覧ください。
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平成２２年度　多賀町の組織
課・室名 有線

電話 所属長 主な業務

企 画 課 　2-2018
48-8122 菅森

広域行政対策、住宅団地、総合計画、都市計画、開発許可、地域
活性化対策、交通安全政策、屋外広告物、都市公園管理、秘書、
町長車運転、鉄道利用促進、情報政策、行政改革大綱、山村辺
地活性化対策、まちづくり施策、住宅施策、木造住宅耐震診断、
公共交通、コミュニティバス、広報・広聴、ふるさとまつり、建築確
認、消費生活、イベント、福祉バス運転、星空の街・あおぞらの街
担当など

総 務 課
　2-2001
48-8120
48-8121

小菅
財政、財産管理、同和対策、人権推進、財産区、衛生委員会、人
事、給与、行政、議会、例規、文書管理、消防防災、自治振興、区長
会、職員意識改革、統計、職員研修、庁舎施設管理、川相出張所
管理など

税 務 課 　2-2041
48-8113 森 町民税（個人・法人）、固定資産税（土地・家屋・償却資産）、たばこ

税、鉱産税、軽自動車税、諸税など

福祉保健課 　2-2021
48-8115 松原

民生委員児童委員協議会、児童福祉、次世代対策、子ども手当、
母子福祉、児童扶養手当、援護、特別児童扶養手当、生活保護、
高齢者福祉、社会福祉、障がい福祉、日赤、災害救助、更生保護、
社明、献血、地域包括支援センター（総合相談支援、権利擁護、
介護予防支援、地域ネットワーク関連、介護予防事業、介護予防
ケアマネジメント、介護家族支援）、介護認定審査、介護保険、成
人保健、健康推進員協議会、特定健診特定保健指導、がん検診、
母子保健、予防接種、感染症予防、歯科保健、食育、精神保健、健
康づくり推進協議会、結核予防、喫煙対策、栄養相談、ふれあい
の郷施設管理など

環境生活課 　2-2031
48-8114 多賀(節)

戸籍、外国人登録、住民基本台帳、住基ネットワ−クシステム、諸
証明、印鑑登録、国民健康保険（資格・給付・高額療養費）、国民健
康保険税、国民年金、後期高齢者医療制度、後期高齢者保険料、
介護保険料、福祉医療、環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会な
ど

農林商工課
　2-2012
　2-2030
48-8117
48-8118

野瀬

鳥獣害対策、森林づくり事業、緑化推進、地域活動支援事業、松
くい虫防除、林道（作業道）管理業務、治山事業、高取山ふれあ
い公園施設管理・運営業務、造林、保育、農振管理、地域農政、水
田農業推進対策、防除事業、農業関係資金、農地・水向上対策、
畜産、水産、そ菜、濁水防止対策、土地改良事業、商工、観光、労
政、商工関係資金など

建 設 課
　2-2020
48-8116

西澤

県営事業、単独事業、登記・経理、土砂災害ハザードマップ整
備、道路・河川対策、土木技術指導（設計施工監督）、交通安
全施設関係、道路パトロール、道路維持補修関係、屋外広
告物対策、土砂災害情報相互通報システム管理、道路・橋梁
台帳整備、急傾斜地対策、土木関係法令指導、除雪対策、道
路・河川愛護、法定外公共物管理など

公営企業課

　2-2015
　2-2583
48-8124
48-8125

大谷

農業集落排水処理施設（維持管理、経理、使用料金徴収）、
公共下水道（施設維持管理、経理、計画設計施工監督）、下
水道（経理、資産財産管理、料金徴収、審議会）、上水道施設

（維持管理、計画改修、認可、設計施工監督、計画）、上水道
（経理、資産財産管理、財政計画、水質管理、給水、料金徴
収）、専用水道業務など

ダム対策課
2-3743
48-8119

藤本 生活再建相談など

会 計 室
　2-2022
48-8112

森
現金出納・保管、決算調整、物品出納・保管、財産記録管理
など

教育委員会事務局

課・施設名 有線
電話 所属長 主な業務

管 理 課 　2-3741
48-8123 多賀(昌)

施設整備（学校・幼稚園・保育園）、財産管理、統計、人事（保育園）、
不登校、いじめ相談、生徒指導、育英資金、奨学資金、委員会運
営、子ども・家庭応援センター、子育て支援センターなど

学校教育課 　2-3747
48-8123 清水 就学指導委員会、人権教育、就学援助、学校保健、学籍、区域外就

学、体験学習など

社会教育課 　2-3740
48-8123 山本

体育協会、スポーツ少年団、地域総合型スポーツクラブ育成、同
和教育推進、生涯学習推進、家庭教育推進、青少年育成、文化活
動、学校支援、公民館・児童館事業、体育指導員育成、海洋セン
ター事業、中央公民館管理、児童館管理、青少年育成町民会議な
ど

あ け ぼ の
パーク多賀

　2-1142
　2-2077
48-1142
48-2077

小早川
図書館の運営、図書館協議会、子ども読書活動推進協議会、レ
ファレンス、児童サービス、資料収集、障がい者サービス、博物館
の運営、調査研究、庶務学芸（哺乳類、化石、鳥類、魚類、昆虫、植
物等）、文化財センターなど

議会事務局

名　称 有線
電話 所属長 主な業務

議会事務局 　2-2011
48-8126 大矢 議会、委員会、会議録・諸記録の編纂など

その他の組織
名　　称 有線/電話 担　　当

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 　2-2001／48-8120 総務課

監 査 委 員 事 務 局 　2-2011／48-8126 議会事務局

農 業 委 員 会 事 務 局 　2-2012／48-8117 農林商工課

公 平 委 員 会 事 務 局 　2-2011／48-8126 議会事務局

固定資産評価審査委員会事務局 　•2-2011／48-8126 議会事務局
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取り組みによる数値目標
湖東圏域で運行する路線バス利用者数を、••
平成２０年度実績の７７万人から、目標年次
である平成２３年度において、年間８５万人
以上への増加をめざします。
バス交通を将来にわたって持続可能なもの••
とするため、利用者増と経費削減を両立さ
せて行い、事業者に対する補助金額を、平成
２０年度実績の１億３、７００万円から、目標
年次の平成２３年度において、年間１億２、
０００万円以下をめざします。

計画の目標
利用者数が減少傾向にある近江鉄道・既存••
路線バスを魅力あるものとして再生すること
を目的に、そのための「使いやすさ」「分かり
やすさ」「親しみやすさ」を向上させます。
低密度地域は予約型乗合タクシーも活用し、••
湖東圏域全体で公共交通空白地域を解消し
ていきます。
歴史と伝統ある湖東圏域を訪れる人々に安••
心して観光を楽しんでいただけるよう魅力あ
る公共交通を提供します。
実現のため地域住民と行政の協働で継続的••
に議論できる場を設け、公共交通の利用促
進および必要な改善を可能なところからす
すめていきます。
湖東圏域１市４町が連携して広域的に取り••
組むことにより、地域全体の公共交通ネット
ワークの利便性向上と持続的な運行をめざ
します。

期待される効果
計画を推進することで期待される効果は、次のことが挙げられます。
鉄道、バス、予約型乗合タクシーの連携による公共交通の利便性の向上••
高齢者やマイカー移動困難者の外出機会の増加••
公共交通に対する赤字補填てん減少により持続的な公共交通の維持••
マイカーからの転換による交通渋滞・交通事故の減少••
まちに人が戻ることによる中心市街地の活性化••
環境にやさしいまち、低炭素社会の実現••
観光客の増加••
計画目標、数値目標、期待される効果をあげるためにも、公共交通機関の積極的なご利用をお願

いします

問い合わせ先

となりました。計画を策定するにあたって、昨
年に１市４町の皆さんの中から無作為抽出に
より１万１、０００人へアンケート調査を実施し
ました。アンケートへのご協力ありがとうござ
いました。

今回は、計画の概要を紹介します。

とバスや予約型乗合タクシーなどの多様な交
通体系を活用した公共交通の構築をめざすも
のです。
「使いやすさの向上」「分かりやすさの向上」、

「親しみやすさの向上」、「コスト削減」を同時
にすすめ、行政負担を抑えつつ、公共交通がよ
り快適、便利になるように、１市４町で連携しな
がら計画に取り組んでいきます。

彦根市では、平成２１年２月に「彦根市地域
公共交通総合連携計画」を策定して、公共交
通の活性化に向けた事業に取り組まれていま
した。今回、昨年に締結された湖東定住自立
圏協定に基づき、その計画の区域を多賀町、
愛荘町、甲良町、豊郷町に拡大した計画に変更

今回策定した計画は、平成１９年に施行され
た国の法律にもとづく地域公共交通の活性化
および再生を総合的かつ、一体的に推進する
ための計画を、圏域全体に拡大発展させたも
のです。
この計画は、平成２３年度まで国の支援を受

けながら、圏域内の公共交通のネットワーク化
を図り、ＪＲおよび近江鉄道へのアクセス向上

企画課　（有）２−２０１８　（電）４８−８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

湖東定住自立圏（彦根市、多賀町、愛荘町、甲良町、豊郷町での広域
連携）の具体的な取り組みを紹介します

湖東定住自立圏具体的な取り組み計画の概要

両立による
赤字額削減

増客に合わ
せたさらな
る利便性の
向上

湖東圏域の
公共交通を
持続的に維
持すること
が可能に！

同
時
に
実
施

親しみやすさ
の向上

公共交通利用者への「お得感」
公共交通を使うと、環境にやさしく、お得になる仕組
みをつくる

分かりやすさ
の向上

情報提供
鉄道・バスの路線や時刻表情報などについて、効率的
な広報・ＰＲ、情報提供を行う

使いやすさ
の向上

サービス水準の向上
乗り継ぎ利便性の向上、常用に沿ったバス系統・ダイ
ヤへの改善を行うほか、公共交通の空白地域には予
約型乗り合いタクシーを導入する

コスト削減策
デマンド化・路線の改廃・ダイヤの適正化
極端に需要の少ないバス路線は、予約型乗合タクシーの
導入を含め、利用者のニーズにあった路線・ダイヤの見直
しを行う。

計画を策定するにあたって、平成２１年１２月
に１市４町の住民の皆様の中から無作為抽出
により１１,０００人の方へアンケート調査を実
施しました。調査票をお受け取りいただいた皆
様、ご協力ありがとうございました。

多賀町企画課
（電）４８−８１２２　（Ｆ）４８−０１５７
Ｅメール　ｋｉｋａｋｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

湖東圏域公共交通活性化協議会（事務局）彦根交通対策課
（電）３０-６１３４　（Ｆ）２４-８５１７
Ｅメール•ｋｏｕｔｓｕｔａｉｓａｋｕ@ｍａ.ｃｉｔｙ.ｈｉｋｏｎｅ.ｓｈｉｇａ.ｊｐ
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５.審査方法

いずれの事業についても
現行の事業をそのまま応募することはできません。••
応募者が事業の主体になることを前提とした提案に限ります。••
事業実施に係る周知（ＰＲ）や参加者募集は、湖東圏域または、これを越える••
範囲で行うこととします。

■参加者、提案団体の構成員、または事業内容等が湖東圏域の複数自治体にまたがる等、湖東圏
域としての取り組みがみられる場合は優先します

※当該事業がほかから補助金等を受けている場合は、提案数の状況により採択の調整をさせてい
ただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

６.審査結果の通知
提案の採否については、審査終了後、速やかにすべての提案者に通知します。

７.提案内容の公表
採用された提案内容は、個人情報を除き、湖東圏域１市４町のホームページ等で公表します。

８.提案事業への支援
地域づくり事業は、採用された提案を実施するために必要な経費に対して、１事業あたり上限••
２５万円の支援を行います。
シンボル事業は、採用された提案を実施するために必要な経費に対して、１事業あたり上限••
１００万円の支援を行います。

９.募集期限等
提案募集期限■６月３０日（水）必着
審査期間■７月
審査結果通知■７月中旬ごろ

—①予備審査
提案された内容について、法的制限

や提案内容を実施するにあたっての問
題点を検討します。予備審査の結果は、
提案の採否を決定するものではありま
せんが、別途設ける審査機関による審
査での参考資料となります。

②審査機関による審査
予備審査の結果と各種団体から提

案説明を受け、さらに、提案内容の実
現の可能性、地域創造事業の趣旨に
沿っているかを中心に提案の採否を
決定します。

彦根市産業部観光振興課
〒５２２-８５０１　彦根市元町４番２号
（電）０７４９-３０-６１２０　（Ｆ）０７４９-２２-１３９８
Ｅ-ｍａｉｌ•ｋａｎｋｏ@ｍａ.ｃｉｔｙ.ｈｉｋｏｎｅ.ｓｈｉｇａ.ｊｐ

多賀町農林商工課
〒５２２-０３４１•犬上郡多賀町多賀３２４番地
（電）０７４９-４８-８１１７　（Ｆ）０７４９-４８-０５９４
Ｅ-ｍａｉｌ•ｎｏｒｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農林商工課　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｎｏｒｉｎ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町では、湖東定住自立圏（多賀町と彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町の広域連携）の取組とし
て、湖東圏域を対象に、地域創造事業を募集することとなりました。
これは湖東圏域内の団体のみなさんが、イベントや事業の企画から実施まで、すべて主催者とし

て取り組まれるものです。湖東圏域の活性化につながる事業などを対象としています。皆さんの積
極的な提案をお待ちしています。

お問い合せ先

募集要領

１.対象となる提案は？
地域資源の再発見・掘り起こしにつながる事業、団体や個人の交流を通じて参加者の資質向上を

誘導する事業、または湖東圏域の活性化につながる事業で、応募者が事業主体になるものとしま
す。

２.提案できる団体は？
湖東定住自立圏の圏域自治体（多賀町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町）内に事務所のある団

体もしくは、圏域内に在住または在勤、在学されている方が主な構成員となっている団体で提案し
た事業を的確に遂行する能力を有する団体が対象となります。

３.募集する提案
〈地域づくり事業〉圏域全体で３２事業を募集します

連携をすすめることにより、多賀町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町の地域づくりに資する事業
〈シンボル事業〉圏域全体で２事業を募集します

その効果等が湖東圏域全体に及ぶなど、湖東圏域の一体感の醸成と活性化を図るにあたってシ
ンボルとなる事業

４.提案の方法
第１号様式「提案書」と第２号様式「提案団体等調書」（多賀町のホームページほか、彦根市、愛荘

町、豊郷町、甲良町のホームページからダウンロードしていただけます。）を多賀町農林商工課また
は彦根市産業部観光振興課に提出してください。

多賀町ホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊｐ/
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▲天井取り付け式• ▲壁取り付け式

消防署犬上分署では住宅用火災警
報器設置説明会を実施しています！

住宅用火災警報器設置説明会を実施し、住宅
用火災警報器の共同購入をお手伝いします。

説明会実施までの流れ
住宅用火災警報器設置説明会申請書を消防署犬
上分署へ提出してください。
※申請書は犬上分署窓口および彦根市ホーム

ページからもダウンロードできます。
↓

日程などの打合せ
↓

署員が会館などへ出向き、説明会
（共同購入のアドバイス）を実施します。

（説明会には、パソコン・プロジェクターを使用しま
すので、電源の準備をお願いします。）

↓
共同購入の実施

共同購入のメリット
１．大量・一括購入により、安価に購入できる。
２．地域で購入するため、悪質訪問販売等の防止

につながる。
３．地域でまとめて取り付けることにより、電池

の交換時期の把握ができ、電池交換時も共
同購入で安価に購入できる。

４．各家庭での機種選定・購入の手間が省ける。

住宅用火災警報器設置義務化まで１年とな
りました。平成２３年５月３１日までに、すでにお
住まいの住宅でも設置するよう義務付けられ
ています。住宅火災から大切な家族を守るた
め住宅用火災警報器をできるだけ早く設置し
ましょう！

なぜ住宅に住宅用火災警報器が
必要なの？

住宅火災による死者の約６割は「逃げ遅れ」
によるもので、就寝時間帯に集中しています。
そこですべての住宅に、火災の早期発見に効
果のある住宅用火災警報器の設置が義務付け
られました。

住宅用火災警報器の効果は？
住宅用火災警報器が設置されていた火災

と、設置されていなかった火災を、住宅火災
１００件当たりの死者数で比較すると、住宅用
火災警報器が設置されることにより、およそ３
分の１の死者数となっています。

お問い合わせ
消防本部予防課•（電）２２-０３３２•（Ｆ）２２-９４２７
消防署犬上分署•（電）３８-３１３０•（Ｆ）３８-３１１９

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８−３１３０

平成２３年６月１日設置義務化スタート！

経過別死者の発生状況

住宅火災の
死者数
1,025人

着衣着火
255人
（5％）

出火後進入
24人
（2％）

その他
340人
（33％）

逃げ遅れ
606人

60％

住宅用火災警報機の設置の有無で見た
住宅用火災100件あたりの死者数
（総務省消防庁調べ：平成18年中／放火自殺者等を除く）

（単位：人）

8

6

4

2

0

住宅用火災警報機の
設置により死者が
3分の１に程度に減少！

7.7人

2.4人

設
置
な
し

設
置
あ
り

５月９日、町民グランドにて町民ソ
フトボール大会が開催されました。今
年は８チーム参加、２コート同時試合
が行われ、熱い戦いが繰り広げられま
した。優勝はワイルドキャッツ、準優勝
は多賀やまびこクラブでした。

かんたん健康体操教室（出前講座）
開催日■６月から随時受付
対象者■１０名以上の団体
　　　（概ね６０歳以上）
参加料■１００円（１人）保険代として
高齢者健康づくり事業
開催日■６月から毎月２回
対象者■一般男女　６０歳以上
定　員■４０名（モデル地域の送迎有）
〜健康づくり６月講座案内〜

開催日■６月９日（水）
講　座■家庭でできる簡単マッサージ教室
開催日■６月１６日（水）
講　座■正しく歩こう！ウォーキング講座
幼児水泳教室
開催日■７月３日（土）〜
　　　毎週土または日曜日〈全７回〉
会　場■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター・プール
対象者■幼稚園・保育園の年長園児
定　員■３０名　参加料２,５００円
小学生水泳教室（Ａコース）
開催日■７月６日（火）〜
　　　毎週火・木曜日〈全１０回〉
会　場■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター・プール
対象者■町内小学１・２年生
定　員■４０名　参加料３,０００円
小学生水泳教室（Ｂコース）
開催日■７月７日（水）〜
　　　毎週水・金曜日〈全１０回〉
会　場■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター・プール
対象者■町内小学１・２年生
定　員■４０名　参加料　３,０００円

Ｂ＆Ｇ海洋センター（有）２-１６２５　（電）４８-１６２５—ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
町民ソフトボール大会

ワイルドキャッツ優勝！「勝因はチームワーク」

平成２２年度スポーツ教室＆イベント情報

体育指導委員かわらばん

『使こう亭屋』使ってや！

新年度になり早２カ月が過
ぎようとしています。

新しい仲間、新しい環境で
コミュニケーションをより深め
るために、体育指導委員の事業
「使こう亭屋」をご利用されて
みてはいかがでしょうか？内容
は主にニュースポーツ、体操、
体力測定などを体育指導委員
が指導し、地域や組織のコミュ
ニケーションづくりをお手伝い
しています。たとえばペタンク
というニュースポーツ。冬のオ
リンピックで盛り上がったカー
リングと基本的なルールはほ
ぼ同じです。屋内で実施される
場合は砂の入ったやわらかい
ボールをビュットとよばれる的
に近づけます。ルールが簡単
なので子どもから高齢者まで
どなたでも挑戦でき、盛り上が
ると思います。地域のサロン・
老人会・子ども会でチャレンジ
してみてください。

ほかにも、キンボール、ビー
チボール、スマイルボーリング
などどなたでも楽しめる種目
を多数用意しています。昨年
度は学校・保育園などにも出張
しました。今年度も多賀町内
の企業・字・各種団体の行事な
どにご利用いただければ幸い
です。
また、来る１７日（土）体育指導

委員、やまびこクラブによる恒
例となりましたビーチボール
大会を開催します。対戦はレベ
ル分けを行い初心者のチーム
でも楽しく参加できる大会で
す。皆さんのご参加をお待ちし
ています。（喜多一司）
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びわこマリンスポーツの集い
開催日■８月５日（木）・６日（金）
会　場■高島Ｂ＆Ｇ海洋センター・艇庫
対象者■町内小学４年生〜中学３年生
定　員■２０名程度
参加料■６,０００円
湖東地区中学校優勝軟式野球大会
開催日■７月３１日、８月１日・２日
会　場■多賀町民グランドほか
対象者■湖東地区内中学校野球部
使こう亭屋（出前講座）
開催日■平成２２年度随時
対象者■１０名以上の団体
内　容■ニュースポーツ等の出前指導
町民体力測定
開催日■６月５日（土）、１０月２日（土）
会　場■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター・体育館
対象者■一般男女
ビーチボール大会（年二回あります）
開催日■７月１７日（土）前期
会　場■多賀勤労者体育センター
対象者■一般男女
定　員■２１チーム
参加料■５０円（１人）保険料として
町民ボウリング大会
開催日■７月２５日（日）
会　場■エチボウル
対象者■町内在住・在勤者
秋季軟式野球大会
開催日■８月２９日（日）、９月５日（日）
会　場■多賀町民グランド
対象者■町内在住・在勤者

※日程が変更になる場合もあります。各教室の詳細につきましては、後日回覧
などでお知らせします。

平成２１年中の住宅火災による全国の死者数

▲優勝したワイルドキャッツのメンバー
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多賀のゆかいな生き物図鑑�
ナミならぬ変異をもつカタツムリ

ナミマイマイ

企画展

滋賀県立大学ミニ博物館

おしらせ

開館時間・休館日変更のお知らせ

今後とも皆様に愛され気軽にご利用いただける施設を—
めざしてがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

自然観察会

星空の下でホタルを観察する会

多賀の植物（花）観察会

梅雨が近づくこの時期、イラストや絵などに
季節の風物詩としてカタツムリが使われるよ
うになります。「カタツムリ」や「でんでんむし」
という名前は陸に生息している貝（陸

り く • さ ん • か い • る い

産貝類）
の総称であり、実際にカタツムリという名前の
種類はいません。私の専門（いや、たんに好き
だから？）ということもあってこれまでこのコー
ナーでは多くのカタツムリの仲間を紹介してき
ました。その中でも皆さんが想像しているカタ
ツムリの形をしているものは、マイマイと呼ば
れています。
さて、多賀町には、いくらかのマイマイの仲

間がいるのですが、その中でも町内の平野部
から山間部にかけてナミマイマイという種類
のカタツムリが生息しています（写真１）。いか
にも普通そうな名前のカタツムリですが、この
仲間は、殻の模様や大きさの変異が激しく、同
じ種類でも「ちがい」があります。多賀町で観
察できるナミマイマイは殻に沿って線模様が２
本入る個体が多いのですが、ほかの地域のナ
ミマイマイの仲間を見てみると模様、大きさが
少しずつ異なっています。カタツムリの仲間は
移動がゆっくりですので、あまりほかの地域の
個体と混ざることがありません。そのため、そ
の地域ごとに住みやすいように模様や形が変
わっているのです。こうして滋賀県全体のナミ
マイマイを調べてみ
ると、同じ種類であっ
ても実に多様な大き
さ、模様をしているこ
とがわかります（写真
２）。同じ種類の中で
も、それぞれに個性
があり、ちがいがあ
ること、これは生物
多様性の考え方の一
つでもある「遺伝子
の（種内の）多様性」

滋賀県立大学・学芸員課程受講生のみなさ
んによるミニ展示です。今年度も学生さんたち
のユニークな展示をご期待ください！
期間■第１期　６月１日（火）〜６月１３日（日）
　　　「四季の桜であそぼう！」
　　　「古代人の落し物〜鉄滓」

６月１日より、図書館と博物館は、同じ休館日・開館時
間となります。毎月最終木曜日は博物館も休館日とな
り、開館時間が以下のように変わります。なお、あけぼの
パークの会議室・研修室をご利用いただける時間帯も開
館時間と同じになります。

６月１日からの開館時間
１０：００〜１８：００　（入館は１７：３０まで）
（５月３１日まで９：３０〜１７：００）
休館日　月曜日、毎月最終木曜日

毎年恒例となった太田川のホタル観察会で
す。今年は星空も観察しながら、ホタルの観賞
を行います。この機会にホタルや星のことを学
んでみませんか。
日時■６月１２日（土）　１９:３０〜２１:００
集合場所■多賀大社前駅コミュニティハウス

初夏の高取山で彩りある植物を観察して
みませんか。皆さんの参加をお待ちしており
ます。
日時■６月１７日（木）　１０:００〜１２:００

と言われています。ですから同じ種類であって
も、それぞれの個性を大事にしつつ、その地域
で育ってきた生きものを守っていくことが大事
であると考えられています。さて、みなさんの
地域のナミマイマイはどんな大きさ、模様をし
ているのでしょうか？

企画展「多賀で学ぼう！生物多様性」ではこの
滋賀県下の各地で生息しているナミマイマイ
を展示していますので、その違いをぜひ見にき
てくださいね。
（多賀町立博物館　学芸員　金尾滋史）

　　　第２期　６月１５日（火）〜６月２７日（日）
　　　「包む　ふろしき展」
　　　「むかしのおかねー古銭探検—」
場所■あけぼのパーク多賀　ギャラリー
観覧料■無料

講師■金尾滋史（多賀町立博物館学芸員）
対象■小学生以上（小学３年生以下は必ず保

護者同伴のこと）
定員■２０人
持ち物■懐中電灯など
参加費■１００円

集合場所■多賀町立博物館駐車場（９:３０）
※興味のある方はお気軽に博物館までお問い

合わせください。

▲（写真１）多賀町に生息しているナミマイマイ。黄土
色に２つの黒いすじ模様がある個体が多いのが特徴
です。

▲（写真２）滋賀県下におけるナミマイマイの仲間。各地の個体はそれぞれ大きさや模様
が異なっており、ニシキマイマイやコガネマイマイと名前が変わることもあります。
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利用カード再発行について
平成２２年度４月から、利用カードの再発行

時に、１００円の再発行料金が必要となります。
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。利

用者の皆様はカードを大切にご利用ください。

施設利用について
図書館内の対面朗読室も利用していただけ

ます。個人やグループでの、作品や活動の発表
の場としてご活用ください。希望される方は、
図書館までお問い合わせください。

多賀町立図書館　（有）２−１１４２　（電）４８−１１４２　ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
応援団・サークル活動日 図書館カレンダー

6月の休館日

日 月 火 水 木 金 土

　 　 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 　 　 　

■…休館日
※２４日（木）は、月末整理のため休館です。

7月の休館日

日 月 火 水 木 金 土

　 　 　 　 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

■…休館日
※29日（木）は、月末整理のため休館です。

移動図書館さんさん号6月の巡回

Ａコース（大滝）第１・３金曜日 Ｂコース（多賀）第２・４金曜日

　６月　４日（金）・１８日（金） 　６月１１日（金）・２5日（金）

12:50〜13:30
大滝小学校

13:00〜13:35
多賀小学校

14:00〜14:30
多賀清流の里

14:00〜14:30
多賀幼稚園

　６月　４日（金） 　６月１８日（金）

14:40〜15:10
犬上ハートフルセンター15:00〜15:30

藤瀬
(草の根ハウス前)

15:00〜15:30
川相

(「皆様の店くぼ」さん)

15:50〜16:20
たきのみや保育園

15:55〜16:25
多賀ささゆり保育園

映画会
洋画『ラブ・アクチュアリー』
日時■６月２６日（土）　１４時〜　（１３５分間）
場所■２階　大会議室

おはなしのじかん
日時■６月５、１２、１９、２６日
　　　いずれも土曜日　１５時〜
場所■おはなしのへや
※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「このゆ

びとまれ」、そのほかは図書館司書が行います。

〜平成２２年子どものゆめ基金事業〜

「ぼくの絵本のこと〜絵本作家—長谷川義史さん講演会」
・•福田洋子さんのワークショップ「ブックトークと

絵本のお話」（児童書店「こども富貴堂」店長）
・絵本作家　長谷川義史さんの講演ライブ
日時■７月４日（日）　１３時〜１６時４０分
場所■２階　大会議室
申込み■６月１９日（土）　１０時〜

　　先着順（電話申込み可）
託児■１５名まで（１歳〜、事前申込、先着順）
主催■季節風びわこ道場
後援■こどもの本のサークル「このゆびと

まれ」、多賀町教育委員会

長谷川義史さん—絵本原画展
日時■７月３日（土）〜７月１３日（火）
場所■対面朗読室
主催■季節風びわこ道場
後援■こどもの本のサークル「このゆびと

まれ」、多賀町教育委員会

本の紹介
一般書

児童書

絵本

『光媒の花』
道尾　秀介／著
集英社　９１３.６ミチ
認知症の母親とひっそり暮らす
男性の封印された過去、ひそ
かに心を通わせた少女のため
の少年の嘘—。愚かでいとおし
い人間の姿を描く連作群像劇。

『小説すばる』掲載を書籍化。

『ずるやすみにかんぱい』
宮川　ひろ／作
童心社　Ｋ９１３ミヤ
失敗したことをしつこくからか
われて、気持ちがしぼんでし
まった雄介。お風呂でそのこと
を話すと、お父さんは「ずるや
すみ」をしようと言いだして…。

『いーれーてー』
わたなべ　あや／作
アリス館　ＫＳＥイレ
ぎゅうにゅうさんが「いーれー
てー」といったら、コップさんが

「いーいーよー」。さまざまな食べ物が登場し、組
み合わせと変化が楽しめる絵本。

『乱心タウン』
山田　宗樹／著
幻冬舎　９１３.６ヤマ
万全のセキュリティの街で発見
された死体。それが住民の見
栄、欲望など、あらゆる感情を暴
走させていく…。人間の本性を
赤裸々に、コミカルに描き、「本

当に大事なもの」を問う。

『玉子の卵焼き』
上条　さなえ／作
文溪堂　Ｋ９１３カミ
玉子（たまこ）は、ぼくの双子の
妹。運動もダメ、しょちゅう友だ
ちとケンカする。近ごろは家族
にもいろんな問題があるんだ。
そんな中、玉子がある大会に出
るときめた日から、ぼくたち家

族の中でなにかがかわりはじめて…。

『くいしんぼう』
今江　祥智／文
文研出版　ＫＥクイ
くいしんぼうでおでぶの犬ボッ
シュは、オットセイのオットーと
からかわれ、くやしい思いをしま
す。ある夜泥棒がきてボッシュ

の目の前に分厚い肉を投げたからたまらない…！

子どもの本のサークル

「このゆびとまれ」
子どもの本について学んだり、「おはなしの

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
いりません。子ども連れでも参加できます。
日時■６月５日（土）、１９日（土）
　　　１３時３０分〜（毎月第１・３土曜日）
活動場所■２階　大会議室

「ドリームサークル」
おはなし会用の作品づくりなどをしています。

（毎月第１土曜日）

「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし

ます。
日時■６月１２日（土）　１３時３０分〜
　　（毎月第２土曜日）
活動場所■２階　小会議室

読書会
一緒に文学の世界を楽しみませんか。

日時■６月３日（木）　１０時〜（毎月第１水曜日）
活動場所■２階　小会議室
対象■大人

※利用カード、本ともに図書館と共通です。
　天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、1カ月後となります。
※藤瀬は第1金曜日のみ、川相は第3金曜日のみの巡回です。

※随時、各メンバー募集中 !! 詳しくは図書館までお問い合わせください。

２０１０年は
「国民読書年」

キャッチフレーズは
「じゃあ、読もう。」
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よろず相談
今月の相談日■6月１６日（水）
来月の相談日■7月16日（金）
時間■いずれも9時〜11時30分
場所■•多賀町総合福祉保健セン

ター「ふれあいの郷」　ボ
ランティア室

日時■７月１日（木）午前１０時３０分か
ら午後２時３０分

検査実施場所■多賀町役場　企画課
車庫（役場正面向かって右）

検査受検についてのお問い合わせ
滋賀県計量検定所

（電）０７７-５６３-３１４５
農林商工課

（有）２-２０３０　（電）４８—８１１７

多賀町生涯学習講座—
「大人のための天文講座」
受講生募集のお知らせ

滋賀県最大の６０㎝反射望遠鏡を
使って宇宙のロマンと神秘をみんな
で楽しもうという講座です。年齢に関
係なく多くの皆さんと宇宙を探求し
ていきます。ぜひご参加ください。
実施日■６月１７日（木）、７月２日（金）、８

月１９日（木）、９月１５日（水）、１０月７
日（木）、１１月１８日（木）、１２月２２日
（水）、１月１３日（木）、２月１8日（金）、３
月２４日（木）

時間■１９：００〜２１：００
年会費■２０００円
場所■ダイニックアストロパーク

天究館

犯罪被害者総合窓口の—
ご案内

犯罪被害者等の支援を目的とし
て「犯罪被害者総合窓口」を総務課
内に設置しています。おひとりで悩
まずにご相談ください。犯罪被害者
に関する専門的な相談窓口をご紹
介します。
また、下記の相談窓口もご利用くだ

さい。
滋賀県犯罪被害者総合窓口
（電）０７７-５２５-８１０３
受付時間■月曜日〜金曜日
　　１０：００〜１６：００
　　（祝日・年末年始を除く）
お問い合わせ
総務課
（有）２-２００１　（電）４８-８１２０

多賀ふるさと楽市の
企画調整委員を募集します！
〜多賀ふるさと楽市の企画立案に参加してみませんか？〜

毎年１０月に開催している多賀ふるさと楽市は、各種
団体とご応募いただいた有志の方などから構成される、
ふるさと楽市企画調整委員会によって企画運営されて
います。

今年も多賀ふるさと楽市の内容を検討する「企画調整
委員」になっていただける方を募集します。あなたの意見
で今年の多賀ふるさと楽市を盛り上げませんか。
募集人数■５人
応募資格■町内に在住または在勤の方
募集期間■６月４日（金）〜１５日（火）
応募方法■応募用紙に必要事項を記入の上、役場企画

課まで（ＦＡＸ可。応募多数の場合は書類選考）
　　※応募用紙は企画課にあります。
お問い合わせ
企画課

（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　（Ｆ）４８-０１５７

第１5回

たかとりふれあいまつり
自然と遊び・学び・感じることをテーマに、たかとりふれあ

いまつりを開催します。
自然あふれる高取山ふれあい公園で楽しい一日を過ご

しませんか？　皆さんのご来園をお待ちしています。
日時■６月１３日（日）
　　　少雨決行　８：３０〜
場所■高取山ふれあい公園
内容■自然探索ツアー、体

験教室、アウトドアクッ
キングなど

　　※•天候等により、内容
が変更になることが
ありますので、ご了承
ください。

お問い合わせ
高取山ふれあい公園

（有）５-０６３５
（電）４９-０６３５

フォークリフト技能講習
６月コース
日時■６月１１日（金）〜６月１８日（金）
　　　８：００〜１７：００
申込締切り■５月２７日（木）
７月コース
日時■７月９日（金）〜７月１６日（金）
　　　８：００〜１７：００
会場■クレフィール湖東
申込締切り■６月２４日（木）
お問い合わせ・申込先

滋賀県シルバー人材センター連合会
〒５２０-００５１
大津市梅林１丁目３-１０

（電）４８-１５５３

野鳥の森自然観察会
野鳥の森では、自然観察会をおこ

ないます。自然の中で不思議をいっ
ぱい一緒に見つけませんか？
対象■一般　参加費無料
持ち物■筆記具、雨具
服装■野外での活動に適した服装
日時■７月３日（土）　９：００〜１１：００
内容■芹川清流「水の中の生き物の

シニアの方対象—
技能講習会のご案内

働く意欲のある高年齢者の再雇用
促進のための講習会です。
対象者■おおむね６０歳台前半層の

県内在住者で、講習に係る就業
を希望する方。いずれも受講料
は無料、講習終了後、就職合同面
接会実施。

介護員（ヘルパー２級）養成講習会
龍谷大学コース
日時■７月２日（水）〜１１月１８日（木）
　　　９：３０〜１６：３０
申込締切り■６月１７日（木）
びわこ学院大学コース
日時■７月２１日（水）〜１１月１８日（木）
　　　９：００〜１６：３０
申込締切り■７月６日（火）
　　各コース定員５０名（応募多数は

抽選）
オフィスクリーニング技能講習
日時■６月２８日（月）〜７月８日（木）
会場■滋賀ビル（ＪＲ大津駅前）
定員■４０名（応募多数は抽選）
申込締切り■６月１５日（火）

歯の衛生週間のおしらせ
６月４日〜１０日を中心として、

滋賀県で歯の衛生週間を実施しま
す。口腔衛生の正しい知識を普及
し、早期発見・治療、健康の保持増
進に寄与することを目的としてい
ます。

健康福祉センターなどでの相談、
テレビ（ＢＢＣ）やラジオ（ＦＭ滋賀）
などで放送、また啓発資料の配布
などや各種イベントを行います。
お問い合わせ
（社）歯の衛生協会
（電）０７７-５２３-２７８７

こころの健康相談
心の健康に不安を持つ本人およ

び家族などを対象に相談指導を行
います。

心の健康や老人の健康状態に対す
る正しい知識と理解を深めるととも
に、医療・保健・福祉の側面から個別に
対する援助を行います。
場所■滋賀県湖東健康福祉事務所
開催日■奇数月は第３金曜日、偶数

月は第４金曜日。予約制です
ので、事前にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ
滋賀県湖東健康福祉事務所
（彦根保健所）
（電）０７４９-２２-１７７０

アルコール相談のおしらせ
アルコール依存症は、本人が直

接相談に訪れることがきわめてま
れな疾患です。家族をはじめとした
周りの人たちが悩み、訪れたころに
は状況が深刻化していることがあ
ります。

そこで身近なところで本人およ
び家族の相談に応じ、早期発見、継
続的な援助を行います。依存症に
ついて正しく理解し、心身ともに健
康な生活をとりもどしましょう。
場所■滋賀県湖東健康福祉事務所
開催日■毎月第４木曜日

観察」来栖　多賀町
集合■野鳥の森駐車場　８：５０
日時■１２月４日（土）　９：００〜１１：００
内容■野鳥の森の冬鳥「カモの仲間

たち」野鳥の森　多賀町
集合■野鳥の森駐車場　８：５０
お問い合わせ
芹川自然観察の会　平松光三

（電）０７４９-２６-０５１0

「はかり」の定期検査に—
ついてお知らせ

計量法に基づき、商店や工場、薬
局等で取引や証明用として使用する
「はかり」は、定期に（２年に１回）精
度を確認することが義務付けられ
ています。多賀町においては、次の
日時、場所で検査が実施されますの
で、該当する「はかり」を使用する方
は定期検査を受検してください。検
査には能力に応じて手数料が必要と
なります。（※一部別料金のものがあ
ります。）

なお、協会巡回指導検査を受検さ
れる方は除かれます。

お問い合わせ
滋賀県湖東健康福祉事務所
（彦根保健所）
（電）０７４９-２２-１７７０

脳卒中クリティカルパス
の試験運用を始めます

地域連携クリティカルパスとは、地
域で切れ目のない医療サービスを提
供するために、患者さんの視点に立
ち、回復過程のための一連のサービ
スを体系化、道筋を示すものです。

治療やリハビリテーション、看護・介
護などに関る機関の間で、治療期間
の円滑な連携により、よりよい回復を
地域ぐるみでささえていこうとする試
みです。
対象■平成２２年６月から「彦根市立

病院」を退院される患者さん
お問い合わせ
湖東健康福祉事務所
（彦根保健所）
（電）•０７４９-２１-０２８３

シルバー人材センターが—
移転します

長らく役場庁舎内に事務所があ
りました（社）多賀町シルバー人材セン
ターは、庁舎が手狭になって来たた
め、６月２１日（月）より多賀大社前駅前
の勤労者体育センター内へ移転する
ことになりました。

なお、電話・有線番号に変更はあり
ませんので、移転後も変わらぬご支
援をよろしくお願い致します。
お問い合わせ
多賀町多賀１３３０番地
（電）４８-８１２８
（有）２-８０８０
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生まれました！
☆杉

す ぎ え

江　花
か の ん

音（了観・みゆき）

☆和
わ だ

田萌
め い さ

衣沙（翔市郎・智美）

☆西
に し

䑓
だ い

　悠
ゆ う ご

吾（卓哉・笑美）

☆三
み う ら

浦　翔
し ょ う き

輝（海福・里恵子）

おくやみ申し上げます
◆山本　まつ　９９歳
◆内堀　すゑ　９３歳
◆城貝　文子　７４歳

◆澤田　一義　５３歳
◆高橋捨次郎　８３歳

（敬称略）

左右のイラストをよ〜く眺めてく
ださい。いくつか違う部分がありま
す。何カ所あるでしょうか？

①—1カ所—②—3カ所—③—5カ所
答えがわかったら▶官製はがきで、解答と「広
報たが」へのおたより（俳句・短歌・川柳・イラス
ト）やご意見を企画課までお送りください。Ｅ
メール・有線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX—2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは6月30日（水）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発
表は景品の発送をもってかえさせていただ
きます。

なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ
りません。内容に関係なく抽選しています。

おたのしみクイズまちがいさがし

おめでた・おくやみ

問題

５月２３日（日）、多賀町中央公民館に
おいて「多賀やまびこクラブ」の総会
を開催し、平成２２年度の事業ならび
に予算のご承認をいただきました。あ
りがとうございました。
４、５月より本年度の教室が、次々と

受付、開講しています。新しい学年に
慣れ、お友だちと一緒に通われる笑顔
がとても印象的です。子どもの教室

多賀やまびこクラブ事務局（B&G海洋センター内）　㈲2-１１１５　（電）48-1115　yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

ひとのうごき
平成22年3月末現在

（　）内は前月比
■人口

8,070人• （−15）
■男性

3,849人• （− 6）
■女性

4,221人• （− 9）
■世帯数

2,673世帯•（− 3）

以外にも大人の方が楽しんでいただ
けるサークルもあります。

随時入会を受け付けています。

バドミントンサークルの活動時間
水曜日• ９：３０〜１１：３０
金曜日• １９：００〜２２：００
卓球サークルの活動時間
金曜日• １９：３０〜２１：００

フリースポーツの活動時間
土曜日• １９：３０〜２１：００

毎週活動しています。
各会場等はお問い合わせください。

☆イベントのお知らせ
７月１０日（土）にボウリング大会を、ビ

バシティ彦根にて行います。多くの方
の参加をお待ちしています。

〈事務所開館日〉火曜日〜土曜日／９時〜１７時（祝祭日の翌日はお休みします）

ふれあいの郷トレーニング室

トレーニング室であなたの健康づくり！
皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ

いの郷」では、毎月トレーニング室で『体力測定』を
開催中。握力、閉眼片足立ち（バランス性）、長座体
前屈（柔軟性）等を実施します。中高年の方にもご
利用いただける運動機器もありますので、ぜひ健
康づくりにお役立てください。
なお、はじめてトレーニング室を利用していただ

く方は、初回に利用講習会を受講していただく必
要があります。利用講習会を受講していただかな
いと、体力測定は受けられません。

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp

相
談
・
健
診
・
予
防
接
種
・
ひ
ろ
ば
の
案
内

相談等
すくすく相談
７月２８日（水）　受付時間▶１０：００〜１１：００
子どもの健康、子育て等について受け付けています。

すこやか相談
７月２６日（月）　受付時間▶１０：００〜１１：００
ご自分の健康について、ご相談になりたい方は、お
気軽にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪
測定も無料でできます。

健診等
４カ月児健診　（離乳食教室）
７月５日（月）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２２年２月生まれの乳児
１０カ月児健診
７月５日（月）　受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ２１年８月生まれの乳児
１歳６カ月児健診
７月７日（水）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年１２月・Ｈ２１年１月生まれの乳児

予防接種
ＢＣＧ
７月１３日（火）　受付時間▶１３：３０〜１４：００
生後３〜６カ月未満でＢＣＧが未接種の乳児
三種混合
１期初回　３〜８週間隔で３回接種
１期追加　３回目接種日から、１年後に1回接種
小菅医院　多賀診療所
７月１４日（水）　１１：３０〜　予約制
※ほか２医院、４病院は１年中実施（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
■各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・予診票
をご持参ください。■１歳６カ月児健診を受けられる方
は、歯ブラシとコップを持ってきてください。
■９〜１０カ月児健診には、お子さんと同居されている
おばあちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。■
就学前で未接種の場合や、ご不明な点がある場合は、
福祉保険課までお問い合わせください。

子育て支援センター　ひろばの案内
わくわくランド

月曜日〜金曜日　９：００〜１３：００
ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子ど
も同士、親同士が遊んだり、語りあったりするのに利用
してください。（下記広場以外）

にこにこ広場
７月は、Ｂ＆Ｇプールで水遊びを思いっきり楽しみましょ
う。（変更の場合あり）プールに入れる用意をお願いし
ます。月ごとの予定は「にっこりメール」•（各公共施設に
掲示）で、お知らせしています。

うさぎ広場（１歳児）４月〜９月
　７月９日（金）　１０：００〜１１：００
ぺんぎん広場（１歳児）１０月〜３月
　７月１４日（水）　１０：００〜１１：００
こあら広場（０歳児）
　７月16日（金）　１０：００〜１１：００
七夕会
各広場合同でおこないます。みんな一緒に七夕会を楽
しみましょう。
場所　ふれあいの郷

７月5日（月）　１０：００〜１１：００
お話会

７月１３日（火）　１０：００〜
場所　子育て支援センター
親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。

おしゃべりデー

7月２７日（火）　１０：００〜１１：００
場所　たきのみや保育園
子育ての仲間が集って、気楽にワイワイしゃべって子育
ての情報交換をしましょう。
■子育て相談は、随時行っていますので、お気軽に来所
していただくか、お電話ください。
子ども・家庭応援センター
•（有）２−８１３７　（電）４８−８１３７

先月号の答え
②—3カ所
でした

6月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30　体力測定
15:00〜16:00　利用講習会

トレーニング室利用時間■10:00〜20:30　利用で
きない日■毎週日曜日、第2・第4月曜日（第2・第4月
曜日が祝日の場合、翌日が休みとなりますのでご注
意ください）、祝日、年末年始　利用対象者■18歳以
上の方　利用料■町内在住・在勤の方200円、町外の
方300円　その他■運動のできる服装・運動靴・タオ
ルをご用意ください。

２６日（土）
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6月の時間外交付

19時まで受付します。
環境生活課—（有）2-2031•（電）48-8114

編集後記■だんだんと気温が上昇してきました。季節の変

わり目は風邪になりやすいといわれています。外から帰っ

てきたら、手洗い、うがいをしっかりして、体調管理に気をつ

けてください。またこの機会に家族で健康について考えて

みるのもいいかもしれませんね。■今月号はふだんより４

ページ多くなっています。読み応えありましたか？

kikaku@town.taga.lg.jp	 （し）
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

多賀町町民憲章
鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくしたちは、
日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、しあわせな家庭、豊かな町をつくります。

昭和53年11月10日制定


