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国民健康保険のこと
町長への手紙／緑のふるさと協力隊

No.788

まちの話題

国民健康保険への加入・脱退について
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

２月１７日

第２４回 多賀の農業・農山村を考えるつどい
会社を設立、
岐阜県の中津川インター

多賀の農林業の持続的な発展と、 ました。

国民健康保険（国保）への加入・脱退の届け出は
必ず１４日以内に！

農山村の振興を図ることを目的に
『第

また休憩時には、シカ肉ハンバー

の近くにある
「ちこり村」でレストラン

２４回多賀の農業・農山村を考えるつ

グや炊き込みご飯、
にんじんジャムを

を開店されました。今では地元産の食

共済組合・船員保険など）、後期高齢

すべて国民健康保険に加入すること

内に税務住民課の窓口へ届け出をし

どい』
が、
２月１７日多賀町中央公民館

使ったサンドイッチなどの試食が行わ

材を生かしたメニューが大好評です。

者医療制度に加入している方、
または

になります。

てください。

で開催されました。

れ、
参加者の方からは「クセは感じられ

その生産から加工・販売までの取り組

ず、
おいしい」
と好評でした。

みを伺い、
今後の参考にさせていただ

１６０人以上の皆さんのご参加の

きました。

職場の健康保険（健康保険組合・

生活保護を受けている以外の方は、

国民健康保険に加入するとき

次のようなときには、必ず１４日以

手続きに必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入し
住基カードまたは転出証明書、印鑑
ていない場合）

下、多賀小学校６年生の宮野明日香

さらに講 演では、農 家レストラン

さんが、小学４年生から３年間継続調

「バーバーズダイニング」の代表取締

今後もつどいを契機として、多賀の

査した自由研究「私の住んでいる町・

役である後藤展子さんから、
成功の秘

農山村がキラリと光るための取り組み

多賀町四手の野生動物による被害・

訣などのお話しがありました。生産農

を町民の皆さんとともに考えてまいり

子どもが生まれたとき

母子健康手帳、
印鑑

行動 ２０１０〜２０１２年」を発表され

家の女性たちが資本金を出し合って

たいと思います。

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、
印鑑

職場の健康保険の被保険者でなくなったとき

職場の健康保険をやめた証明書、印鑑

職場の健康保険の扶養家族からはずれたとき

〈注意〉保 険税を国民健康保険の資格を得た月から納めていただくことになります。加入の届け出が遅れると、さかの
ぼって納めなければなりません。
国民健康保険を脱退するとき

手続きに必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

被保険者証、
印鑑

職場の健康保険の被保険者となったとき
職場の健康保険の扶養家族となったとき

国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証（後者が
未交付の場合は加入を証明するもの）、印鑑

死亡したとき

被保険者証、
死亡を証明するもの、印鑑

生活保護を受けるようになったとき

被保険者証、
保護開始決定通知書、印鑑

〈注意〉届け出が遅れると、保険税が納めすぎになってしまうことがあります。
１月１７日

第６５回 滋賀県中学校冬季体育大会
スキー競技会出場
つ じ む ら と も ひ さ

多賀中学校２年生の辻村友寿さん

キー大会（兵庫県奥神鍋スキー場）、

１０月２７日

第４３回 ジュニア
オリンピック
た な い け な つ め

多賀中学校１年生の棚池夏芽さん

が、箱館山スキー場で開催された上

２月２日から６日までの第５０回全国

が、神奈川県日産スタジアムで開催

記競技会に出場され、
ジャイアントス

た て や ま さ ん ろ く

中学校スキー大会（富山県立 山山 麓

された上記陸上競技大会８００メート

ラローム男子の種目で昨年に引き続

スキー場）へそれぞれ出場され、近畿

ル走に出場されました。ジュニアオリ

きみごと優勝されました。その後、
１月

大会では第８位入賞されました。辻村

ンピック出場おめでとうございます。

２７日、
２８日の第１９回近畿中学校ス

さん、
おめでとうございます。

今後も活躍を期待しています。

その他
住所、
世帯主、
氏名などが変わったとき

★

★

毎 月 の１０
カ月健診時に
ふれあいの郷
で撮影してい
ます。
※ 詳しくは 企
画課広報担
当へお問い
合わせくだ
さい。
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★

たが写真館

交通事故などでケガをしたら
必ず届け出をしてください

察に届け出て「交通事故証明書」を

への届け出が必要となります。

もらいます。

負担するのが原則となっています。
し
たがって、国民健康保険で治療した場
ゆ

の

①警察に届け出る
交通事故にあったら、
すみやかに警

者に過失のない限り、加害者が全額

結乃ちゃん

届け出の手順

届けると同時に、税務住民課の窓口

この場合にかかった医療費は、被害

き の し た

ています。

て治療を受けるときは、すぐに警察に

医療費は加害者負担が原則

木下

身分を証明するもの
（使えなくなった被保険者証など）、印鑑

被保険者証が汚れて使えなくなったとき

でケガなどを被り、被保険者証を使っ
★

被保険者証、
印鑑

被保険者証をなくしたとき

交通事故など、他人の行為が原因
キラリとひかる ★

手続きに必要なもの

②税務住民課の窓口に届け出る

• 被保険者証
• その他、必要書類
※全部がそろわなくても、
まず届け出
をしてください。

示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり
示談をすませたりしてしまうと、国民

税務住民課の窓口へ「第三者行為

健康保険が使えなくなる場合があり

による傷病届」などを提出してくだ

ます。示談の前に、必ず税務住民課の

さい。

窓口にご相談ください。

届け出に必要な書類

合、加害者が負担すべき医療費は、国

• 第三者行為による傷病届

民健康保険が一時立て替えて支払っ

• 交通事故証明書
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国保税の仮徴収／国保被保険者証、高齢受給者証送付

人間ドックを受けてみませんか

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２５年度国民健康保険税の仮徴収が始まります
特別徴収（年金引き落とし）の方

普通徴収（納付書または口座振替での納付）の方

平成２５年２月に特別徴収だった方は、
４月から平成

４月から平成２５年度保険税の仮徴収が始まります。

２５年度保険税の仮徴収が始まります。
４月・６月・８月

４月・６月に、前年度の保険税額を年１０回の納期で

の年金から、
２月に徴収した額と同額を徴収します。

割った金額を仮徴収します。
平成２５年度に国民健康保険に加入された世帯の保
険税については、仮徴収はありません。

平成２４年度
本徴収
平成２５年２月
（例）
６,４００円

➡

平成２５年

平成２４年度

仮徴収
４月

６月

８月

国民健康保険
税額（年額）

６,４００円

６,４００円

６,４００円

（例）
１２０,０００円

に、人間ドック・脳ドック検診の費用助成を実施しています。
人間ドック・脳ドック検診を受診されたことがない方は、一度、受けてみてはいかがでしょうか。

助成対象者

受診期間

４月

６月

１２,０００円

１２,０００円

※新規申込者を優先に助成します。前年度に助成を受
けられた方も先着順で受け付けますが、予算の範囲
（１２０人程度）
に達した場合は助成できない場合があ

医療分
（０〜７４歳）

後期高齢支援金分
（０〜７４歳）

介護分
（４０〜６４歳）

５.２％

２.０％

１.５％

１３.０％

４.５％

４.５％

均等割 加入者１人についての額

２２,０００円

８,０００円

８,５００円

平等割 加入１世帯についての額

２０,０００円

７,３００円

５,６００円

算定基礎

所得割 加入者の前年所得額から基礎控除３３万円を控除した額
資産割 加入者の該当年度分の固定資産税額
（土地・家屋の部分）

※多賀町が実施する特定健診受診の場合はこの助成を

みはできません。）助成対象者を決定した後、人間ドック

受けられません。
（脳ドックのみは除く）

をお勧めします。予約できずに受診を断念する方が毎年

助成金額

発生しています。）受診後、指定医療機関に自己負担分

日帰り、宿泊ともに検診費用額の５割

申込期間

を交付している方には、
「一部負担の割合１割」の新しい

での被保険者証（紫色）は、税務住民課の窓口に返却す

高齢受給者証を、
３月に簡易書留郵便で送付しました。

るか、各自で確実に処分してください。

これは、国が一部負担の１割据え置きを平成２５年度も

検診結果をもとに、指導が必要な

平成２５年５月７日（火）〜平成２５年５月２０日（月）の土日・
祝日を除く執務時間中（８時３０分〜１７時１５分）

効期間の短い短期被保険者証や被保険者資格証明書

者証も、税務住民課の窓口に返却するか、各自で確実に

医療機関名

人間ドックの種類

を交付する措置をとる場合があります。納付が困難なと

処分してください。

彦根市立病院

日帰りドック、宿泊ドック、脳ドック

彦根中央病院

半日ドック、
１日ドック、
１泊２日ドック

また、
７０歳から７４歳の被保険者に交付している高齢

している現役並み所得者の方は、変更がないため有効
期限まで使用できます。

受給者証（うすだいだい色）のうち、
「一部負担金の割合

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証を受け取られたら
被保険者証は、国民健康保険の被保険者であること
の証明書であり、受診券でもあります。病気やけがで医

証、高齢受給者証の記載内容を確認のうえ、いつでも使
用できるよう大切に保管してください。

療を受けるとき、被保険者証（７０歳から７４歳の被保険

なお、新しい被保険者証、高齢受給者証が手元に届

者は、被保険者証と高齢受給者証）
を病院の窓口に提示

いていない方は、税務住民課に問い合わせのうえ、
これ

すれば、年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけ

までの被保険者証、
高齢受給者証と身分を証明するもの

で医療を受けることができます。受け取られた被保険者

（免許証やパスポートなど）
を持って来庁してください。
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方には保健師の健康指導等を受
けていただくことになります。

指定医療機関

継続することを決定したためです。これまでの高齢受給

相談してください。

事後指導
指定医療機関から提供される

なお、保険税を滞納している世帯には、
やむを得ず有

なお、
「一部負担の割合３割」の高齢受給者証を交付

を支払ってください。なお、人間ドック利用券のない受診
は助成対象外となります。

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証を送付しました
（桃色）を、
３月に簡易書留郵便で送付しました。これま

利用券を助成対象者に交付しますので、受診を希望され
る指定医療機関に直接、予約してください。
（早めの予約

※助成額は２万円を限度とします。

２割（平成２５年３月３１日までは１割）」の高齢受給者証

多賀町国民健康保険被保険者証を持参のうえ、税務
住民課の窓口へお申し込みください。
（電話での申し込

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２５年４月１日から使用できる新しい被保険者証

申込方法および受診方法

ります。あらかじめご了承のうえ、
申し込みください。

（１００円未満切り捨て）

きには、滞納をそのままにせず、お早めに税務住民課に

人間ドック利用券を受け取られた日〜平成２５年１２月末

ない方。
（今年度、
７５歳になられる方は助成対象外）

仮徴収

国民健康保険税率（平成２０年度〜）
区分

多賀町国民健康保険では、被保険者の疾病の早期発見と健康維持、増進に寄与することを目的

多賀町国民健康保険の被保険者で、保険税に滞納が

平成２５年

➡

国民健康保険にご加入の方、一度、人間ドックを受けてみま
せんか？

友仁山崎病院

日帰りドック、宿泊ドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック

豊郷病院

日帰りドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック

市立長浜病院

日帰りドック、宿泊ドック、脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック

長浜赤十字病院

日帰りドック、宿泊ドック、
日帰りドック＋脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック

湖東記念病院

日帰りドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック、消化器ドック

ＪＡ厚生連

ＪＡドック、
メンズドック、
レディースドック

滋賀保健研究センター

日帰りドック、宿泊ドック

近畿健康管理センター

ＫＫＣドック、
ウエルネスドック

※上記以外の医療機関での受診は対象外となります。
広報たが 201３年４月号
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ねんきんだより／民児協だより

本人通知制度／春の全国交通安全運動／湖東定住自立圏

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

日本年金機構

本人通知制度が４月１日から始まりました

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

平成２５年度の国民年金保険料は月額１５,０４０円です！

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本・抄本な

この制度により、不正な請求が行われた場合にご本

また、平成２５年４月分から平成２６年３月分までの保

どの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合

人へ通知することで、早期に発覚する可能性が高まりま

平成２６年３月までの保険料は月額１５,０４０円になりま

険料を、納付書（現金）でまとめて納付（前納）されると、

に、事前に登録している人に対して、交付した証明書の

す。また、不要な身元調査など人権侵害の未然防止や、

した。

保険料が３,２００円の割引となり、大変お得です。納期限

交付年月日、証明書の種類および交付通数、交付請求者

委任状の偽造、不正請求の抑止につながります。

は平成２５年４月３０日です。

の種別を郵送によりお知らせするものです。

国民年金の保険料額が見直され、平成２５年４月から

毎月の保険料の納付を、口座振替の早割制度（当月末
振替）
にされると、保険料が月々５０円の割引になりお得
です。手続きは、口座振替を希望される郵便局、金融

お手元に納付書がない場合は、お近くの年金事務所
までご連絡ください。

機関、
または多賀町役場、年金事務所でお願いします。

制度の利用には事前登録が必要です。
登録できる人

ご存じですか？ 学生納付特例制度！

多賀町に住民登録している人、本籍がある人（除かれ
た人も含みます。）

国民年金には、学生本人の前年所得が一定基準以下

る「老齢基礎年金」の受給に必要な期間（受給資格期

の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予され

間）に算入されるほか、万一の場合に支給される「障害

る「学生納付特例制度」があります。承認期間は、原則４

基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給資格期間にも算

必要なもの

月から翌年３月までです。

入されます。ただし、
「 老齢基礎年金」の年金額には反

• 本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写真入

対象となるのは、大学（大学院）、短大、高等学校、高等
専門学校、専修学校、各種学校等に在籍されている２０
歳以上の学生の方です。
申請は、お住まいの市役所・町役場の国民年金担当
課窓口となります。
学生納付特例が承認された期間は、将来支給され

ます。

• 代理人の場合は委任状
• 法定代理人（未成年・成年後見人など）の場合は、そ
の資格を証明する書類。多賀町に本籍があり、その戸
籍で確認ができる場合は不要。
詳しくは税務住民課住民係までお問い合わせくだ
さい。

映しません。
※承認された期間は、
１０年以内であればさかのぼって
納付（追納）することができます。追納されるとその期

総務課（交通安全） （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額に

春の全国交通安全運動がはじまります

反映されます。なお、承認された年度から起算して３

平成２５年４月６日（土）から４月１５日（月）までの１０日間

年度目からは当時の保険料に加算額がつきます。

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

たが民児協だより 民生委員・児童委員−心のふれあいを大切に−

「子どもと高齢者の交通事故防止」
運動の重点

★平成２５年度

①自転車の安全利用の促進

言われたい マナーがいいね 滋賀ナンバー

②すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正

気付いてよ 横断歩道の

小さな手

走行中

あっ！ 危ない!!

しい着用の徹底

滋賀県交通安全スローガン

片手にけいたい

③飲酒運転の根絶

みんなで 子育て 応援しているよ〜♪
平成２５年度がスタートしました。新しい学年になり、

ただし、海外に転出された人や亡くなられた人は除き

りの証明書）

をもらい活動の励みになっています。

新しい１年生を迎え、期待に胸を膨らませていることと

「みんなが子育てを応援しているよ！」
と伝えたい気持

思います。多賀町の保幼・小・中学校では、入園や入学

ちです。地域みんなで子どもを見守り、交通ルールやマ

式に合わせるように桜も満開で、子どもたちの門出を

ナーを守り、子どもたちが笑顔で暮らせるよう、地域全体

祝ってくれているようです。

で子育てを応援する〜そんな地域を目指しています。

新しい制服やランドセル姿が見られるこの時期は、新
鮮な気持ちになり、
心ウキウキうれしくなってきます。

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

湖東定住自立圏（多賀町と彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町
との広域連携）の具体的な取り組み
湖東圏域市町でコンピュータシステムの共同利用や共同開発などの取り組みを進めています
湖 東 圏 域では、それぞれ個 別に運 用しているコン

新時から利用する予定です。

２月の小学校訪問時、体育館もひときわ寒い中、半袖

ピュータシステムについて、経費の削減、事務の効率化

また、
１市４町の職員が行政情報の共有やメールの送

半ズボンで大縄跳びの記録に、声を合わせ、何度も挑戦

などの観点から、共同利用や共同開発に取り組んでい

受信がおこなえるシステム「共通事務支援システム」
（グ

していた１、
２年生。マイオルゴールづくりに集中した６

ます。

ループウェアシステム）の利用を開始し、業務の効率化

年生は、小学校生活の思い出がいっぱい詰まった作品に

今年度の取り組み

なるようにと、
一生懸命取り組んでいました。
次に中学校。静まりかえった教室の中、
どのクラスも集

平成２４年９月に災害情報などの情報をメールで配信

中して、真剣に授業を受けていました。

できるシステム「総合情報配信システム」を彦根市、豊郷

最後に保育園・幼稚園では子どもたちの元気な歌声、
大きな声での発表やあいさつなど、精一杯伝えてくれる
元気な姿に、私たち民生委員児童委員も元気やパワー
広報たが 201３年４月号
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▲マイオルゴールづくりに集中していた６年生

を図ります。

今後の取り組み
今後は、その他共同運用可能となる他システムについ

町、甲良町、多賀町の４市町で運用を開始しました。利用

ても引き続き検討を進めてまいります。

方法については各市町のホームページや広報紙でご確

お問い合わせ

認ください。なお、愛荘町については既存システムの更

彦根市情報政策課 （電）
３０-６１０４ （Ｆ）
２２-１３９８
広報たが 201３年４月号
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奨学生募集／集団散布用駆除剤購入補助金／軽自動車の減免申請

狂犬病予防注射／農業委員会だより

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２５年度

狂犬病予防注射を受けましょう！

多賀町育英資金奨学生募集案内

本制度は、経済的な事由により高等学校・大学等に就学するために必要とする費用の負担が困難な場合に、その一部
として奨学金を給付する制度です。

募集期間
平成２５年４月８日（月）〜５月１３日（月）

犬病予防注射を受ける義務があります。また、愛犬の死亡や飼い主の変更などがあった場合は、変更届が必要です。この
期大学および大学に在学し、学業・人物ともに優秀かつ

多賀町育英資金運営委員会の選考会を経て町長が決
定し、
本人宛に通知します。
１.奨学生の資格
町内に３年以上居住または居住する者の子弟であり、
高等学校（定時制含）、高等専門学校、各種専門学校、短

機会にぜひ登録や変更届けをしましょう。詳しくは産業環境課までお問い合わせください。

健康であって、学資の援助が必要と認められる者。
２.奨学金の給付
奨学金（月額）
は、高校生１万円、専門学校・短期大学・

奨学生の採用

平成２５年２月２５日現在、多賀町の犬の登録頭数は４８５頭です。飼い主には狂犬病予防法により、飼い犬の登録と狂

大学等は２万円で、本人または保護者に４カ月ごとに直
接支給します。償還義務はありません。
３.申請方法
教育委員会事務局にて必要書類（奨学生願書など）
を

平成２５年度の狂犬病予防注射の日程は下記のとおりですが、次のような場合、当日注射を受けられない可能性があり
ますので、
ご注意ください。該当する場合は、必ず申し出るようにお願いします。

注射が受けられない可能性がある犬

平成２５年度

• 妊娠中の犬

担当獣医師：光田昌史先生

• 過去にワクチン接種で異常が認められた犬

お渡しします。希望される方は、期間内に教育委員会へ

• 治療中の疾病がある犬

提出してください。なお、申請は毎年必要です。現在給付

• 一カ月以内に他のワクチンを受けた犬

されている方も給付を希望する場合は必ず申請してく

• その他、健康に異常が認められた犬

狂犬病予防注射日程

９:３０〜１１:３０
１３:００〜１５:００
１３:３０〜１４:３０
４月１８日（木）
１５:００〜１５:３０
５月 ９ 日（木） １３:３０〜１４:３０

４月１６日（火）

中 央 公 民 館
多 賀 町 役 場
川 相 出 張 所
佐目多目的集会所
多 賀 町 役 場

ださい。

産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

集団散布用駆除剤購入補助金要綱を制定しました
地域衛生の向上を目的とした油剤・乳剤・水性乳剤等の衛生薬剤につきまして、町からの斡旋は昨年度で終了となり、
それに代わり今年度よりその経費の一部を補助する制度を立ち上げました。内容は下記のとおりとなりますが、詳しくは、

★犬の登録原簿

登録手数料と注射料金

人間でいう住民基本台帳のことです。一生に一回の登録

〈すでに登録済みの方〉

で、転出される場合は、犬も一緒に届け出てください。ま

「犬の登録カード
（愛犬カード）」をご持参ください

た、死亡の場合や譲渡された場合も届け出てください。

狂犬病予防注射料金（集合）

２,６５０円

狂犬病予防注射済票交付手数料

５５０円

合計 ３,２００円

多賀町役場のホームページに補助金交付要綱を掲載しましたので、合わせてご覧ください。

★犬鑑札
登録すると、番号がつけられます。番号のついた鑑札
は必ず首輪などにつけましょう。
★狂犬病予防注射

補助対象者
下水道未供用区域の区または自治会で、衛生害虫が
発生し、
町が特に必要と認める区長または自治会長。

補助金額
購入額の３分の１
（ただし上限７万円、
１００円未満切り
捨て）

〈新規登録の方〉

狂犬病予防注射を受けるには登録が必要です。例年、役場で実

犬の登録手数料

３,０００円

施している４・５月の集合注射を受けるか、動物病院で受ける方

狂犬病予防注射料金（集合）

２,６５０円

法があります。必ず１年に１回、予防注射を受けましょう。

狂犬病予防注射済票交付手数料

５５０円

合計 ６,２００円

対象となる薬剤
①レナトップ乳剤

★狂犬病とは
狂犬病ウイルスを保有する犬や猫、こうもりなどの野生
動物にかまれたり、ひっかかれたりして発病します。一度、

申請先

発症すると治療法がなく、
１００％死亡する感染症です。

申し込みは４月１日（月）より開始となりますので、産業

②ベルミトール水性乳剤

環境課に設置された所定の申請書に必要事項を記入の

③その他町長が適当と認めた物

上、
ご提出ください。

狂犬病に感染した後では、飼い犬を助ける方法はありません。感染した飼い犬にかまれた”
あなた”
も死に至る危険性が
高くなります。万が一、感染犬にかまれた場合は、
できるだけ早くかまれた部分の洗浄・消毒を施し、発病予防ワクチンを
必ず接種してください。

税務住民課（税務） （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

身体障がい者などの方に対する軽自動車税の減免について
心身に障がいのある方のために使用されている軽自
動車について一定要件のもとで、軽自動車税の減免が
適用できます。
詳しくは税務住民課までお問い合せください。

※軽自動車以外の自動車税の減免につきましては下記
までお問い合せください。
滋賀県東北部県税事務所湖東納税課（彦根）

（電）
２７-２２０６
または、自動車税事務所（守山）

（電）
０７７-５８５-７２８８
広報たが 201３年４月号
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狂犬病に感染しないためには、犬への予防注射が効果的な予防方法ですので、予防注射を受けてください。
産業環境課（農政） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｎｏｕｓｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

農業委員会だより
２月１３日に開催された委員会の審議内容です。
・議案第１号

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について………１３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。
広報たが 201３年４月号
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公共交通ニューズレター

広報たが 201３年４月号
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公共交通ニューズレター

広報たが 201３年４月号
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『あなたの声』をお聞かせください！

直接に意見交換しながら人権意識高揚を図ることを目

町長への手紙

的に実施されています。

このページの裏面に、町政に対する町民の皆さんのご意見、アイデアや提案などをご記入ください。

今回は、人権啓発ＤＶＤ
『人権のヒント
（地域編）
「思い

や啓発活動などの人権教育推進活動を推進しています。

込み」から
「思いやり」へ』
を鑑賞して後、皆さんで人権問

この『字別懇談会』も、その活動の一つです。
１１月から３

題についての意見交換をしていただきました。

月までに、役員と町職員が各地区を訪問して、皆さんと

キリトリ線に沿って切り、封筒をつくってポストに投かんしてください。
町民の皆さんの声を、
できるだけ町政に反映しようと、
『町長への手紙』
を実施します。

す。差し出し有効期限は平成２6年４月３０日までです。

よりよい町づくりをすすめていくために、
日ごろから皆
さんが考えること、感じていることなどを、町長までお送

字別懇談会を終えて 〜『相手を思いやる心』を考える〜
多賀町人権教育推進協議会

りください。

会長

たが」を通じて回答とともに掲載していきたいと考えていま
また、有線ファックスや、
Ｅメールでの投稿もお待ちして
います。
『町長への手紙』Eメール

野村茂太郎

裏面にあなたのご意見やご提案をご記入いただき、
ご

今回の懇談会で使用した人権啓発ＤＶＤでは、
ＤＶ
（家

嫁がせてからは特に父親の気持ちが理解できるようにな

投かんください。切手は不要です。
（ 必ず住所、氏名、年

お問い合わせ

庭内暴力）、障がい者の人権、同和問題、外国人の人権な

りました。里帰りした娘を見ながら、仲良く、幸せな家庭

齢、性別、電話番号をご記入ください。氏名等の個人情

企画課

どについての事例を挙げ、問題提起とともに解決への方

をつくってほしいとの思いでいると、ふっと隣りに妻がい

報を公開することはありません。）

向までが導かれていました。映像の中にはポイントとな

ます。
３０数年前、妻の父親も同じ思いで私に託したのだ

るキーワードが多くありました。たとえば、
「世の中には、

と考えると、妻を大切にせねばと思う気持ちになりまし

いろいろな生き方や考え方の人がいる」
「根拠のない思

た。これも「相手を思いやる心」なのでしょう。
人権教育推進活動には多くの課題があります。その中

守りながら相手の人権を尊重する関係性の構築」などの

でも特に大きなものが
『関心の薄さ』
です。参加していた

言葉です。人権問題の核心に迫る良くできた教材ですの

だいた方はよいのですが、参加されていない方へどのよ

で、まだの方はぜひ見ていただきたくお勧めをします。

うに伝えようかという問題です。参加された方とされな

団体または個人でも、総務課人権推進担当へ依頼をす

い方や無関心な方との『差が開くばかり』
と感じていま

れば貸し出しは可能とのことです。

す。できることとして、町の広報紙に活動内容や私の参
加した講演会の内容を記事にし、少しでも理解をしてい

の４地区の懇談会に出席しました。ひざを交えながら親

ただければと思っています。町の方でも、職員全員が『差

しく懇談をさせていただき、皆さんのご意見に共感する

別のない住みよいまちづくり』のために、一生懸命に取

こと、学ぶことが多くありました。そして問題点も見えて

り組んでいます。人権問題の重要性を頭（意識）では理

きました。このことを今後の人権教育活動に活かしたい

解していても、行動する勇気がないというご意見も聞き

と思っています。ありがとうございました。

ます。そうした皆さんに
『一歩を踏み出す』後押しをする

いまだなお、部落差別や女性・子ども・高齢者・外国
人・障がい者などへの不当な差別が存在しています。
このことは、生活をする中で守られるべき人権の侵害

皆さんからいただいた貴重なご提案、
ご意見は、
「広報

ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊ
ｐ

（
キ

リ

ト

の

り

料金受取人払郵便

883

多

差出有効期限
平成26年4月
3 0 日 ま で
（切手不要）

賀

意をしています。

立ってみて「自分がされたら嫌」
と感じることを相手にし

せ ば 、できるこ

ないこと』の基準で行動することが解決の道と言われて

とがたくさんあ

います。たとえば、子どもが友だちから仲間はずれにさ

る」この 言 葉を

れたら、嫁いだ娘が夫から暴力を受けていたら、妻が職

町民皆さんへ贈

場でセクハラされていたら、
『 嫌ですよね』
『 怒りますよ

り、今 後 の 人 権

ね』。だから、自分自身も相手に対して、
この基準でしな

問題への活動に

いことなのです。つまり
「相手を思いやる心」が大切なの

ご理解とご協力

です。
「思いやり」の気持ちがあれば、世の中は穏やかで

をお願い申し上

平和になると思います。この精神が私が理想とする
『生

げます。

町
長

住
所

氏
名

）

522 8790

さを痛感しますとともに今後の活動に精進しようとの決
「一歩を踏み出

ろ

彦根局承認

ことが、人権教育推進活動の目的です。私の責任の大き

であり大きな社会問題です。人権問題は『相手の立場に

し

リ

多賀町役場内

今年度は、私の担当として藤瀬、南後谷、一ノ瀬、多賀

（有）2-2018 （電）48-8122

︵受取人︶
犬上郡多賀町多賀三二四番地

い込みと決めつけで差別される悲しみ」
「自分の人権を

ｔｅｇａｍｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

行

ふりがな

き方』
として好きなので、
この活動に入りました。実際に
活動を経て自分自身が穏やかになったと思います。娘を
広報たが 201３年４月号
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キ

リ

ト

リ
（

の

り

）

みよいまちづくりに努める」を目標に積極的な人権教育

ろ

盾・差別を見抜き、人権の大切さを考え、差別のない住

し

多賀町では、
「日々の暮らしの中にある古い因習・矛

り

人権問題字別懇談会』活動報告

（

生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

『平成２４年度

町長への手紙

の

多賀町人権教育推進協議会

し

ろ

）

町長への手紙

けんこう／防災／障がい福祉サービス

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「町長への手紙」にいろいろなご意見やご提案がありました！
平成２４年度に実施した「町長への手紙」には、
２５人
の皆さんからご意見・ご提案などをいただきました。
（４

ご意見・ご提案は、環境・公共施設などさまざまな分
野にわたりました。
いただいたお手紙の中から、一部を紹介します。

月〜２月受付分）

こんにちは保健師です
子どもの予防接種について
子どもは成長するまでにたくさんの病気にかかりま
す。大抵は軽いかぜぐらいですみますが、中には、
かかる
と重い症状が現れたり、後遺症が心配されたりするもの

多賀町のＷＥＢサイトについて
町内の各診療所の休みや診察の時間帯などの情報を掲

始やお盆の時期などは休日や診療時間などの変更があ

もあります。また、命にかかわるような怖い病気もありま

載してほしい▶多賀町ＷＥＢサイトのトップページお知

るとのことですので、詳しくは各診療所へお電話にて確

す。それを防ぐために免疫をつくっておこうとするのが、

らせ欄に「医療機関のご案内」
として、掲載を開始しまし

認していただきますようお願いします。

予防接種です。
関で受ける個別接種に変わりました。

鳥獣害被害について
サルやシカの数が多くなり、困っているので駆除してほ

の駆除、および畑地に設置する獣害防護柵の設置補助

しい▶サルやシカ、
イノシシなどによる農作物への被害

を実施しております。今後も区長さんや区民の皆さんと

の防御策として、集落へのエアガンの貸し出し、花火の

連携をとりながら、被害防止に努めてまいりたいと思い

提供、電気柵の設置、竹木の伐採や集落環境点検、
シカ

ます。

予防接種の種類と対象者
多賀町に住民登録がある人が対象となります。予防接
種の種類や対象年齢は、
２２ページの表をご覧ください。
彦根市消防署

接種費用は無料です。
※ただし、定められた年齢内に接種できなかった場合
は、有料になります。

予防接種の実施方法
指定医療機関に予約をしてから、予防接種の予診票と

※乳幼児の予防接種は平成２５年４月からすべて医療機

た。また、合わせて休日診療も掲載しております。年末年

予防接種の費用

母子健康手帳を持って、受診してください。
指定医療機関は、個人に通知している案内や、多賀町
ホームページでご確認ください。
予防接種には原則として、保護者の同伴が必要です。
保護者が同伴できないときや、その他分からないとき
は、福祉保健課までお尋ねください。

犬上分署 （電）
３８-３１３０

正しい救急車の利用について
救急車の正しい利用をお願いします！
彦根市消防本部には、急病やケガをした人を病院へ搬

町長への手紙

各機関はこちら
・救急医療情報案内

送するために、
４台の救急車が配置されていますが、近

（電）
２３-３７９９
（自動音声）

年の救急出動の増加により、救急車が不足してしまうお

・滋賀県救急医療情報ネット

それがあります。
救急車は、緊急に病院へ搬送しなければならない場合
や、搬送手段が他にない場合に活用するよう定められて
います。軽い病気やケガで救急車を利用されると、重病

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｑｑ-ｎｅｔｊ
. ｐ/
・休日急病診療所
彦根市平田町福祉センター内
（電）
２２-１１１９

や危篤な患者の搬送に支障をきたしてしまうかもしれま
せん。 皆さんの助け合いの精神で、正しい救急車の利
用をお願いします。
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

難病などの方が障がい福祉サービスなどの対象となります
平成２５年４月から施行される障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病などの方々が加わります。
対象となる方々は、
身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、
必要と認められた障がい福祉サービス
（ホームヘルプサー
ビスなど）
の利用が可能になります。対象疾患や手続きなどの詳細については、
福祉保健課までお問い合わせください。
《対象者》

電話
年齢

歳

性別

（男・女）

《手続き》

難治性疾患克服研究事業（臨床調査研究分野）の対象

対象疾患名のわかる証明書（診断書または特定疾患

疾患（１３０疾患）および関節リウマチの方で、原則６５歳

医療受給者証など）
を持参の上、福祉保健課まで申請し

未満の方

てください。その後、障害程度区分の認定や支給決定な
どの手続きを経て、必要なサービスを利用できることに
なります。
広報たが 201３年４月号
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あけぼのパーク

多賀町立図書館

あけぼのパーク

多賀町立図書館

多賀町立図書館 （有）
２-１１４２ （電）
４８-１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
子ども読書の日行事

本の寄贈をお待ちしております

第５５回こどもの読書週間

うるしばらひろし

「漆原宏写真展」

標語■「たくさん読んで 大きくなあれ」
期間■４月２３日（火）〜５月１２日（日）

日時■４月２０日（土）〜５月１９日（日）
場所■あけぼのパーク多賀

対面朗読室

原宏のフォト・ギャラリー」でおなじみの写真家漆原
からお年寄りまでさまざまな世代の方たちが本に親

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

に発刊されるのを記念して、写真展と講演会を企画

に努めていますので、資料を作成・出版されましたら、

わけ会にて必要とされる方に提供させていいただ

ぜひ図書館へご寄贈ください。

きます。場合によっては処分することもあります。
※コミックは受け入れていません。

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への
絵本の読み聞かせボランティアをおこなったりしていま

※日本図書館協会から、漆原さんの写真集が４月下旬

※図書館で受け入れしなかった資料は、公共施設、お

（毎月第１・３土曜日）

しみ、文化活動を楽しむ姿を大型パネルであたたか
く伝えてくれます。

ただきます。

として受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させて
いただいています。また、多賀町に関する資料の収集

内容■日本図書館協会発行の「図書館雑誌」巻頭の「漆
さんの写真展です。全国各地の図書館での子ども

※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任い

図書館では皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本

す。特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも
参加していただけます。

しています。

本の紹介

本の読み聞かせボランティア募集

多賀町立図書館応援団

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

本の読み聞かせなどをおこなっていただける方を募集し

います。

ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く

日時■４月１３日（土）
１３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

ださい。

場所■あけぼのパーク多賀

図書館内

対象■中学生以上の方

一般書

ａｂさんご

ブラックボックス

黒田

篠田

夏子／著

東京：文藝春秋 ９１３.６クロ

節子／著

東京：朝日新聞出版 ９１３.６シノ

サークルのご案内

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

随時、
メンバーを募集しています。

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

２つの書庫と巻き貝状の小べやのあ

サラダ工場のパートタイマー、野菜生

る、
「 昭和」の家庭で育ったひとり児の運

産者、学校給食の栄養士は何を見たの

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

命…。全文横書き、かつ「固有名詞」を一

か？ 食と環境の崩壊連鎖をあぶりだす、

対象■大人の方

切使わないという日本語の限界に挑んだ超実験小説。
まり

「毬」ほか２篇は裏表紙側から縦書きで収録。

詳しくは図書館までお問い合わせください。

渾身の大型長編サスペンス。
『 週刊金曜』連載を改題し、
加筆修正して単行本化。

児童書

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）
４月の休館日

１・８・１５・２２・２５・３０日

みどりのスキップ

がんばれゆうくん一年生

※２５日（木）は、
月末整理のため休館です。

安房

西本

※３０日（火）は、振替休館日です。

直子／作

東京：偕成社 Ｋ９１３アワ

鶏介／作

は、よく、ようちえんの子（こ）
とまちが

桜のしたに花かげちゃんをみつけます。その日から、林に

えられます。あるひ、
ゆうくんがこうえん

目をくばるみみずく。ところがある日、大きなこうもりが

にいくと、
ようちえんの子からいじわる

さをさした小さな人が、
はしって林にとびこんできて…。

されてしまいました。一年生にみえるようにこわい子に

あいうえおかしなどうぶつえん

このフクロウったら！ このブタっ
たら！

亮司／作
どうぶつが

東京：長崎出版 ＫＥコノ

10

19

巡

大

滝

幼

稚

園

１４：００〜１４：２５

17

日

アーノルド・ローベル／作

12

日

東京：ＷＡＶＥ出版 ＫＥアイ

５月

日

絵本

４月

日

なってやるとおもったゆうくんでしたが…。

おかしな

７・１３・２０・２７・３０日

※７日（火）は、振替休館日です。
※３０日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

Ｂコース（多賀）

いるみみずくは、あるとき、まんかいの

Ａコース（大滝）

一年生（いちねんせい）のゆうくん

「あいうえ

５月の休館日

東京：鈴木出版 Ｋ９１３ニシ

桜（さくら）の木のてっぺんにとまって

川北

日時■４月３日（水）、
５月１日（水）

回

場

所

・

駐

車

時

川
相
藤
瀬
（「皆様の店くぼ」さん横） （ 草 の 根 ハ ウ ス 前 ）
１４：３５〜１５：００
１５：１０〜１５：３５

多 賀 清 流 の 里

多

賀

幼

稚

園

１３：００〜１３：３０

１４：００〜１４：３０

犬 上 ハ ー ト
フ ル セ ン タ ー
１４：４０〜１５：１０

かきくけ こんやも だいしゅうごう さ

天気をケーキで占うフクロウ、時計

それでは はじまり はじまり！」 たぬき、
チン

が止まってしまって時間がわからなくなったブタ…。おも

パンジー、
トナカイ…。みんなが集まってはじめたのは？

いっきりゆかいなフクロウとブタが次から次へと登場す

※利用カード、本ともに図書館と共通です。 天候などの都合で巡回中止になる場合があります。

る絵本。

※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。

しすせ

楽しいことばあそび絵本。
広報たが 201３年４月号
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間

たきのみや保育園
１５：５０〜１６：２０

多賀ささゆり保育園
１５：５５〜１６：２５

広報たが 201３年４月号
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多賀町立博物館

あけぼのパーク

平成２５年度

博物館行事について

今年は博物館の顔であるアケボノゾウが見つかってか

「多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト」
（仮称）多賀町発掘隊募集

ら２０周年ということで、下記のような発掘調査に関連し

広報でも紹介してまいりましたが、いよいよ古代ゾウ

た体験型のイベントを計画しています。もちろん、
ホタル

発掘プロジェクトが本格的に動き出します。今回の発掘

観察会や夏休み自由研究展など、毎年恒例の行事も開

は４月２７日（土）から３０日（火）にかけて、事前の勉強会に参

催していきますので楽しみにしていてください。詳細は

加した方々を中心に行われますが、多賀町の方に限り、

随時、広報たがでお知らせしていきます。今年度も多く

多賀町発掘隊として一般参加していただくことになりま

の方の行事への参加を、
お待ちしております。

した。調査がどのように行われるのか、そして何が発見さ
れるのか、あなたも発掘隊として現場の空気を間近に感
じてみませんか？ ただし、多賀町発掘隊が参加できるの
は下記の２日間のみです。
日程■４月２８日（日）〜４月２９日
（月・祝）
会場■古琵琶湖層発掘調査現場（多賀町四手）
対象■小学５年生（小学生は保護者同伴）〜一般の方
（多賀町在住・在勤の方１０人ほど）

観察会「古琵琶湖層から化石を探そう！」

参加費■１００円（傷害保険代）
申込締切■４月１４日（日）

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

４月１３日（土）よりナイター利用スタート！
■多賀町民グラウンド
（町内料金）
区分
早朝
午前
午後
前夜
後夜

利用時間
６:００〜８:００
９:００〜１２:００
１３:００〜１７:００
１７:００〜１９:３０
１９:３０〜２１:３０

使用料
７００円
１,５００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円

区分
全日

利用時間
９:００〜２１:３０

使用料
６００円/１時間

照明料

１,２５０円/３０分
１,２５０円/３０分

石を探してみませんか？ 植物の実や貝、昆虫など、
アケ

め、原則として調査期間中の半日のみの参加とな

多賀町民ソフトボール大会が多賀町

ボノゾウと同じ時代を生きたさまざまな生き物たちに

ります。

民グラウンドにて開催されます。詳細

出会えます！

※詳細は多賀町立博物館までお尋ねください。

は、多賀町体育協会事務局（Ｂ＆Ｇ海

日時■５月４日（土） 午前の部１０時〜１２時

今回の発掘は４月２７日（土）から３０日（火）にかけて、事前

洋センター内）へお問い合わせくだ

午後の部１４時〜１６時

の勉強会に参加した方々を中心に行われますが、多賀町

さい。皆さんのご参加をお待ちして

※少雨決行

の方に限り、多賀町発掘隊として一般参加していただく

います！

ことにしました。

照明料
１５０円/３０分

参加費■１００円
申し込み■電話、
ＦＡＸ、
または博物館カウンターで直接

▲昨年のようす

いにし、体を起こしてから走るよ

２.自分のペースを知り、守ること
が大事
運動するときの理想の心拍数
である目標心拍数を自ら設定し
（２２０−年齢）
×０.６〜０.７です。
（２２０−年齢）が最大心拍数で
す。目安としてダイエットに適し
た目標心拍数は最大心拍数の
５０％〜６５％だそうです。

多賀町スポーツ推進委員事務局（教

の観察会を実施します。植物を通して町内の自然にふれ

の衾（ふすま：現在の

育委員会生涯学習課内）へお問い合

あえる、
とてもアットホームな雰囲気の観察会です。第１

掛け布団）
にちょうど良

わせください。イベントを企画中の各

回目の４月は、富之郷での散策を予定しています。一緒

いということからこの

種団体の皆さん、ぜひ、
「使こう亭屋」

に春の里山を感じてみませんか？ 興味のある方はお気

名前が付けられました。

を使こうていや♪

軽に博物館までお問い合わせください。

この花はそれぞれの花

日時■４月１８日（木） １０時〜１２時

弁に根元まで深く切れ

集合場所■多賀町立博物館駐車場（９時３０分集合）

目が入っており、見た目

参加費■１００円
（保険料）

は花弁が１０枚あるよ

※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越し

うに見えますが実は５

この制度は、多賀町の体育・スポー

枚が正解です。野外で

ツの水準向上を図るため、各種の体

対して激励金を交付するものです。

探して、実際に観察して

育・スポーツ大会滋賀県予選におい

詳細は、教育委員会生涯学習課へお

て優秀な成績を上げ、近畿大会や全

問い合わせください。
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アップやストレッチなどをていね

ましょう。目標心拍数の計算式は

小さな葉っぱがノミ

広報たが 201３年４月号

の原因になります。ウォーミング

時間後が理想とされています。

指導などを実施しています。詳細は、

終 了 時 はウォー キ ング など
クー ルダウンをし、最 後にスト
レッチをして、疲れた筋肉をほぐ
▲キャッチング・ザ・スティック

多賀町体育・スポーツ大会出場激励金
のご案内
▲ノミノフスマ

全に目覚めていない のでけが

良の原因となるので、食後２〜３

ニュースポーツやレクリエーションの

みてください。

起床後すぐに走るときは体が完

ギングは吐き気や食物の消化不

今年も春から秋にかけて、毎月第３木曜日に多賀の花

ください。

１.ジョギングの適正時間

補給をする、
また食後すぐのジョ

出前事業「使こう亭屋」です。スポー

多賀の花の観察会」

みました。

消化の良い物で軽くエネルギー

ツ推進委員が皆さんの元に出張し、

観察会「第１回

は、その方法についてまとめて

による目まいの原因になります。

毎 度！ ごひいきいただいている

お申し込みください。

にできることから最近実践され

うにしましょう。食前は、糖質不足

出前事業「使こう亭屋」ご利用ください♪

対象■小学生〜一般
（小学生は保護者同伴）

め、肥満予防に役立ち、
また手軽

いろいろな意見がありますが、

５月１９日（日）に多賀町体育協会主
催、多賀町軟式野球連盟主管による

ジョギングで気分爽快

ている方も多いようです。今回

多賀町民ソフトボール大会参加チーム募集中！

※で きるだけ多くの 方が参 加できるようにするた

スポーツ推進委員かわらばん

ジョギングは、心肺機能を高

■多賀町民テニスコート
（町内料金）

古琵琶湖層の掘り出した粘土のかたまりの中から化

会場■町民グラウンド駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター上）

Ｂ＆Ｇ海洋センター
生涯学習課生涯スポーツ係 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町立博物館 （有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５ ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

スポーツ

国大会等に出場される選手・団体に

し筋肉痛の予防をしてください。
久々に運動をする場合はけが
をしないためにも、最初はウォー
キングから始めて、筋肉を運動に
慣れさせけがを予防しましょう。
自分の体調を把握し、楽しく正し
いジョギングをしましょう。
スポーツ推進委員

小泉

広報たが 201３年４月号
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緑のふるさと協力隊

おしらせ

産業環境課（商工観光）
（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

緑のふるさと協力隊

ほ

ん

だ

む ね ゆ き

多賀町、栗栖でお世話になりました、本多志行です！
３月１３日をもって「協力隊」任期を終え、東京に帰ることになりました
平成２４年４月１１日に「緑のふるさと協力隊」
として多

んだと思います。活動にも慣れてきて

賀町栗栖に着任し約１年が経ちました、本音をいいます

ふと「そもそも謙虚ってなんだ？」とい

と着任前、着任当初は「地域のために何か行動を起こし

う疑問が浮かびました。その日家

たい!!!」
という熱い気持ちはほとんどなく、ただ「田舎を

に帰ってからすぐに調べたので

体験したい」または「自分の経験になるようなことをした

すが、謙虚＝
「控えめでつつまし

い」
という自分本位な考えでした。

いこと、へりくだって、素直に相手の意見などを受け入れ

１年間さまざまな活動を行う中で、
ここで受けた恩を

ること」、
「控えめでつつましやかなさま。自分の能力・地

なんとかして返したいと思うようになりました。こういっ

位におごることなく、素直な態度で人に接するさま」
と書

た気持ちになれたのも多賀町役場の方々、受け入れて

かれていました。
「控えめで、おごらない」
ということはこ

くださった栗栖の方々、活動中や活動とは別で関わらせ

の言葉を調べる前から理解していたのですが、毎回「素

ていただいた方々、皆さんが優しく暖かく対応してくだ

直」という言葉が出てくることに引っ掛かりました。今ま

さったからだと思います。本当に人に恵まれた１年でし

での理解では「素直というのは人の意見をすんなり受け

た。
「緑のふるさと協力隊」の任期である１年間は過ぎて

入れること」
くらいに思っていました。国語辞典には「素

しまいましたが、協力隊という意識は忘れずに任期中に

産業環境課（環境） （有）２-２０３０ （電）４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

粗大ごみ収集のお知らせ
指定日

収集場所

対象地域
時間
四手・大岡・八重練・土田・芹
キリンビール社宅跡地
４月１３日（土）
谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円・ いずれも７時
（久徳中央公民館隣）
から９時まで
木曽・久徳・月之木・中川原
多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨
調整池駐車場
※今 年 度より
ノ木・佐目・南後谷・大君ケ
４月２０日（土）
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）
時間を変更
畑・グリーンヒル多賀
しました の
川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一
でご注 意く
滝の宮スポーツ公園
４月２７日（土）
ノ瀬・仏ケ後・樋田・萱原・大
ださい。
駐車場
杉・小原・霜ケ原
粗大ごみ収集を次のとおり実施しま
すのでお知らせします。なお、収集日当
日は交通渋滞が予想されますので、各対
象地域の指定日をお守りくださるようご
協力をお願いします。
家庭用でも回収できない主なもの
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、

エアコン、パソコン、オートバイ、スプ
リングマットレス、タイヤ、爆発物、危
険物（例：バッテリー、ガスボンベ、消
火器など）、ふとん、たたみ、
じゅうた
ん、
毛布、
ピアノ
上記の（違反）粗大ごみはお持ち帰り
願います。

杉の子祭

あるいてまいろう「多賀三社まいり」

直」
という言葉の欄に「従順」
という言葉が載っていたと

日時■５月１１日（土） １０時〜１４時

日時■４月１３日（土） ※小雨決行

蓄積した集落のお祭やその他の行事、
農業や観光業に対

思います。この文章からすると
「素直」の中に「思考」が必

場所■杉の子第１作業所、林業会館

しての知識や疑問を生かし、年月を懸けて多賀町に住む

要なさそうに見えるので、
「謙虚」でいるためには素直で

内容■販売：花、焼き菓子、焼きそば、た

人たち、多賀町という地域に貢献したいと思います。一

あっても従順である必要はないのではないかと思いまし

こ焼き、炊き込みご飯 他／出し物：

度東京に帰ることになりましたが、
またこの場所に帰って

た。
「素直であって従順ではない」
というのは国語辞典か

皆で歌おう、バルーンアート、ゲーム

きて多賀の人達と笑顔で過ごしたいと思います。

らすれば矛盾した考え方かもしれませんが、
「 素直に受

今回の活動終了後に同期とホームページを作成し、活

け入れて自分の中で租借して出す」謙虚な姿勢を保つた

動中に撮らせていただいた写真を外部に発信していき

めに、
「素直」は受け入れるときにだけ使おうと決めまし

たいと思います。また、来年度以降は活動中とは違う目

た。

線での写真が撮れると思いますのでそれとあわせて多
賀町以外の情報も発信していきたいと思います。

「身をもって学ぶ」ということ
活動序盤、
「謙虚」な姿勢で活動を行おうと気を付けて

≪身をもって学ぶ≫これは農業や田舎で伝承されてき
た行事に限らずこういった精神面での成長も含まれるも

お問い合わせ
杉の子作業所
（有）
２-３９７２ （電）
４８-２１４３

滋賀県警察本部では、警察官を募

が、
「緑のふるさと協力隊」
として多賀町に来たからこそ

第１次試験■５月１２日（日）

学ぶことができたことだと思います。

試験場■滋賀大学
キャンパス）

５６人程度、女性Ａ／１０人程度
対象■昭和５８年４月２日以降に生ま
れた男女で、四年制大学を卒業

緑のふるさと協力隊の私の日々の活動はブログで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。

（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

農業委員会開催のお知らせ

日時■４月１６日（火） １４時〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ
産業環境課

よろず相談

今月の相談日■４月１６日（火）

来月の相談日■５月１６日（木）
時間■いずれも９時〜１１時３０分

または平成２６年３月３１日まで
に卒業見込みの方

教育学部（大津

• 上記の指定時間内に搬入してください。
• 家具などのガラスは、はずして燃えな
いごみに出してください。
• 事業活動（農業も含みます）により発
生したものは出せません。
• 石油ストーブなどは燃料抜きをしてか
ら出してください。
• カンなどは中身を取り除いてから出し
てください。
• 金属製品、木製品、その他の製品に分
別し出してください。
※平成２１年４月から、家電リサイクル
対象品目として新たに「液晶テレビ」、
「プラズマ式テレビ」、
「 衣類乾燥機」
が追加されました。これらのものは粗
大ごみ回収できませんのでご注意く
ださい。

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

多賀観光協会

第１回滋賀県警察官（Ａ・大卒程度）採用試験
集しています！

▲お世話になった栗栖へと続く道

お問い合わせ

企画課

試験区分・採用予定人数■男性Ａ／

▲サロン「ヒヤシンス」

集合場所■近江鉄道多賀大社前駅

（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３

のだと思います。もちろん収穫はこれだけではないです

いました。そのお陰もあってか当たり障りなく活動が進

９時２０分集合 ９時３０分出発

必ずお守りください！

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

受付期間■３月１５日（金）〜４月１９日
（金）まで
※詳しくは滋賀県警察のホームペー
ジ（ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｓｈ
ｉｇａ.ｌｇ.ｊ
ｐ/ｐｏ
ｌ
ｉ
ｃｅ/）
をご確認ください。
お問い合わせ
フレッシュ サ イ ヨ ー

０１２０-２０４-３１４

広告募集中

広告募集中

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｍｕｎｅｙｕｋ
ｉ
１９/
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談

し尿収集カレンダー／クロスワード／おめでた・おくやみ
相談等（表記の時間は受付時間です）
すこやか相談

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
５月２０日（月） １０時〜１１時
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。

すくすく相談

子育てに関する相談、
身体計測
５月１４日（火） １０時〜１１時 子どもの健康、

健診等（表記の時間は受付時間です）
４カ月児健診
１０カ月児健診

５月１３日（月）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２４年１２月生まれの乳児

５月１３日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２４年６月生まれの乳児

１歳６カ月児健診

５月１日（水）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２３年９月・１０月生まれの幼児

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質問票または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。
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。
詳しくは、福祉保健課までお問い合わせください。

予防接種

（指定医療機関で１年中実施・予約制）

予防接種名

対象年齢

実施時期と方法

種類

※１

日本脳炎
※２

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
追加：３回目接種日から１年後に
１回接種

１期初回：６日〜２８日間隔で２回 不活化ワクチン
１期：生後６〜９０カ月未満（標準
（６日以上おいて別
接種
的な時期：３歳〜４歳）
１期追加：２回目接種日から１年 のワクチンが接種
２期：９歳以上１３歳未満（小３〜
可能）
後に１回接種
４年）
２期：１回接種

初回：４〜８週間隔で３回接種
生後２か月〜５歳未満
（インフルエンザ菌ｂ型）
追加：３回目接種日から７〜１３
（標準的な時期：生後２〜７か月）
※３
月後に１回接種

※４

１期：１２カ月以上〜２４カ月未満
１期・２期ともに１回ずつ接種
２期：５歳以上７歳未満の年長児

結核（ＢＣＧ）

生後１２カ月未満（標準的な時期：
１回接種
生後５〜８カ月）

広報たが 201３年４月号
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②

生ワクチン
（２７日以上おいて
別の接種可能）

ひろばの案内

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：ハハコグサ、
ヨモギ

□□□□

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

お話しポケット

絵本・パネルシアターを楽しみましょう

おしゃべりデー

５月２８日（火） １０時〜

楽しく話しましょう

結婚しました！
北村
勝彦
♥
悠加
桑原
明夫
中村
♥
啓子
中澤

５月 ８ 日（水） １０時〜

ぺんぎん広場

５月１５日（水） １０時〜

こあら広場

５月２２日（水） １０時〜

と。○○○くり

先月号の答え

オモイ
タカ
フ
コ
クジバ
ホン

①

⑦

②

②自国産の馬

⑤

③１９ページ。
これで気分爽快！
④ワタの種子に付いている白くてやわらかな綿
毛。コットン

③

⑧

④

ヤリ
トツ
ウシ
ユ
ニン

⑨

⑩

⑥

「カフン（花粉）」

⑤中国語で七

でした。

タテのカギ
①富士五湖の一つ
⑥８ページ。集団散布用○○○剤購入補助金要
綱を制定しました
⑦重いこと。また、
その程度
⑧麻雀で、
鳴かずに和了した清一色のこと
⑨２ページ。農山村のつどいで休憩時にシカ肉
のこれを試食しました

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

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。

ひとのうごき

平成２５年２月末現在
（ ）内は前月比

■人口
７,８０６人 （‐４）
■男性
３,７２９人 （-２）
■女性
４,０７７人 （‐２）
■世帯数
２,６８５人 （+２）
■転入
１１人
■転出
１２人

おめでた・おくやみ
きたむら

くわはら

春をいっぱい感じてお外で遊びましょう
多賀町子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）
★持ち物…水分補給のためのお茶、
帽子など

①判断や処理をその時点でせず、先に延ばすこ

抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご
線ＦＡＸでもOKです。

ヨコのカギ

締め切りは4月30日（火）です。正解者の中から

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

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。
子育て相談

にじ・きりん広場

⑧

クロスワードを回答して、二重枠の

月曜日〜金曜日
  ９時〜１３時
１３時〜１４時
５月１４日（火） １０時〜

クロスワード

ハ
ン
バ
ー
グ

⑨

⑥

問題

※不定期でお申し込みの方は、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、
お申し込
みいただいた収集回数を表しています。
①は１カ月に１回、②は２カ月に１回、③は３
カ月に１回でのお申し込みを表し、
「 萱原
①」
とある場合は１カ月に１回で申し込み
いただいた萱原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回でお申し込みの場合は、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。

後

集
落
萱原①・川相①
久徳①②
月之木①②・多賀①・猿木①②
一円①②③・木曽①②③
不定期
敏満寺①②③・藤瀬①
不定期
土田①②・中川原①・河内③・楢崎①
佐目①②・四手①②
不定期
多賀②③
大君ヶ畑③

③

多賀町子育て支援センター（ささゆり保育園２階）／子ども家庭応援センター主催
（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

わくわくランドで遊ぼう

午

⑤

初回：２７日以上の間隔で３回接種
追加：３回目接種日から６０日以
生後２カ月〜５歳未満
上に１回接種
（標準的な時期：生後２〜７カ月）
（追加接種は、生後１２〜１５月に
至るまで）

麻しん風しん混合

⑦

④

ヒブ

小児用肺炎球菌

サキオ
イ
モメ
コクサン
ジ
チ
ジヨギン

①

テリア）

生後３カ月以上〜９０カ月未満

前

おたのしみ

２期（２種混合：ジフテリア、破傷 １期追加：３回目接種日から１年
または
風）
：１１歳以上１３歳未満（小６相 後に１回接種
３種混合
（百日せき・破傷風・ジフ 当の年齢）
２期：１回接種
不活化ポリオ

多賀町 し尿収集カレンダー

集
落
２日（木） 萱原①・川相①
７日（火） 久徳①②
９日（木） 月之木①②・多賀①・猿木①②
１４日（火） 一円①②③・木曽①②③
１６日（木） 一之瀬①・大杉①・仏ヶ後①
１７日（金） 敏満寺①②③・藤瀬①
２１日（火） 霜ヶ原①・南後谷①・八重練③・栗栖②③
２３日（木） 土田①②・中川原①・河内③・楢崎①
２４日（金） 佐目①②・四手①②
２８日（火） 大君ヶ畑①②
３０日（木） 多賀②③
３１日（金） 大君ヶ畑③

（百日せき・破傷風・ジフ １期：生後３カ月以上〜９０カ月 １期初回：２０日〜５６日間隔で３
テリア・不活化ポリオ） 未満
回接種

にこにこ広場
（登録制）

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

午

日（曜日）

４種混合

※１ポリオが未接種の方で、
３種混合を１回以上接種されている場合は、不活化ポリオワクチンの接種になります。
※２平成７年４月２日〜平成１９年４月１日に生まれた方で、平成１７年度に接種が差し控えられたことで接種が受けられなかった方について
は、
２０歳の誕生日を迎えるまでは、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。
※３ヒブ 生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回終了後７〜１３月後に追加１回計３回 生後１歳〜５歳未満で開始の場合：
１回のみ
※４小児用肺炎球菌 生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回２回目から６０日以上後に追加１回計３回 生後１歳〜２歳未満
で開始の場合：初回１回、
６０日後に１回計２回 生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

平成２５年５月

かつひこ

ゆ

か

なかむら

あ き お

なかざわ

け い こ

お詫びと訂正
		

生まれました！
☆青谷 海音（拓矢・みはる）
☆市田 実花（尚也・弥生）
あおたに

み

お

い ち だ

み

か

おくやみ申し上げます
８９歳
◆北村 喜八
１０２歳
◆藤本志ずゑ
（敬称略）
きたむら

ふじもと

き は ち

し

ず

え

広報たが３月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
「タコアゲ
（凧揚げ）」（正）
「マメマキ
（豆まき）」でした。
２７ページ おたのしみクロスワード 先月号の答え（誤）

放射線量（μsv/h）
3月 １日 0.07
3月1５日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。

ウグイス
町の鳥

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２‐０３４１ 滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 多 賀３２４
電話 ０７４９‐４８‐８１２２ 		
毎月発行
「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

12

（金）
日

スギ
町の木

[Lilium japonicum]

町の花

編集後記■先月号と今月号の一番大きな違いは何で
しょう？ ……答えは表紙がカラーになったことです。答
えがパッと浮かんだ方、広報を気にして読んでいただい
てありがとうございます。何だろうと一瞬お考えになった
方、
もっとしっかり読んでいただける広報紙になるよう頑
張っていきますので、
これからも広報たがをよろしくお
願いします。
（に）
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
「広報たが」についてご意見などありましたら上記アド
レス
（企画課）
にメールをお送りください。
写真提供■多賀写真クラブ 品居九一郎
撮影日時■4月
撮影場所■多賀大社 春大祭

26

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ

と

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

4

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

4月の時間外交付

[Cettia diphone]

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

