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税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594

マイナンバーカード（個人番号カード）の受け取りを 
お願いします

平成28年1月から始まりましたマイナンバーカードの申
請について、申請後、長期間にわたり、受け取っていただけ
ていない方が多数おられます。該当者の方には今月「個人
番号カード交付通知書兼照会書」を送付いたしますので、
令和2年3月31日までに受け取りにお越しいただきますよ
うお願いします。ご来庁いただけない場合、3月末日をもっ
て、一旦申請を取り消します。お受け取りされない方は、再
度申請の手続きからお願いいたします。（※別途手数料は
発生いたしません。）
なお、該当者の方でかつ15歳未満の方につきましては、

容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮し、一旦申請
取り消しとさせていただきますので、再度申請手続きをお
願いします。

再申請は、通知カードの下欄がマイナンバーカード交付
申請書となっておりますので、オンライン申請をご利用く
ださい。

郵送で申請されていて、申請書をお持ちでない場合は、
申請書の再交付をいたしますので、本人確認書類をご持参
の上、税務住民課窓口までお越しくださいますようお願い
いたします。

マイナンバーカードをお持ちの方へ　〜電子証明書の更新手続きをお願いします〜

現在、個人番号カードをお持ちの方で、搭載されている
電子証明書の有効期限が近づいている方に、地方公共団
体情報システム機構個人番号センターから通知が送付さ
れます。

有効期限が切れますと、コンビニ交付等一部のサービス
が利用できなくなります。

通知書が届いた方は、更新手続きが必要となりますの
で、税務住民課へお問い合わせください。

彦根愛知犬上広域行政組合　建設推進室（電）35-0015　（Ｆ）35-4711

彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地の決定について
彦根愛知犬上広域行政組合では、彦根市、愛荘町、豊郷

町、甲良町、多賀町における広域での新ごみ処理施設建設
につきまして、彦根市原町、清崎町（西清崎）、下西川町、愛
荘町竹原区の4地域を「建設候補地」として再選定をおこ
なうことを決定して以来、建設候補地周辺学区にお住いの
方を中心に開催した住民説明会や意見交換会、また、住民
アンケートで頂戴したご意見を参考にしながら議論・検討
を重ねてまいりました。

その結果、このたび「彦根
市清崎町（西清崎）」を最終
的な建設候補地として決定
し、当該候補地での建設を
前提とした「新ごみ処理施
設整備基本計画」について、
組合議会からもご承認いた
だくことができました。

令和11年度からの稼働
開始を目指し、環境影響評価
（環境アセスメント）などに
順次取り組んでまいります。

皆さんの生活に欠かすことのできないごみ処理施設整備
に対して、どうぞご理解、ご協力をお願いします。

なお、このたび再選定にご参加いただきました4地域の
皆さんをはじめ、ご協力いただきましたすべての方に対し
まして、深く感謝申しあげます。
お問い合わせ　
彦根愛知犬上広域行政組合　建設推進室　

（電）35-0015　（Ｆ）35-4711

10月20日

第14回多賀ふるさと楽市開催！
今年も多賀ふるさと楽市が開催さ

れ、多くの来場者で賑わいました。
駅前ステージでは園児の発表や

多賀中学校吹奏楽部による演奏、ほ
かにも文化協会ややまびこクラブの
キッズビクスなど日々の取り組みの
成果が発表されました。

絵馬通りではさまざまな模擬店や
クラフト市、また毎月第3日曜日に開
催されているIZANAMIマーケットも
同時に実施され、絵馬通り一体が賑
わいました。

友好都市である鳥取県三朝町から
も今年も三朝温泉の足湯体験や絶品

のカニ汁など出店いただき、多くの方
から好評をいただきました。

最後の大抽選会では、地元の特産
品なども多数あり、晴れわたる空の下
で多賀ふるさと楽市は大盛り上がり
で幕を閉じました。

近江多賀・山行きBOKKO　vol.2	 http://3-gin.net/noragi.html

「近江多賀・山行きBOKKO」の会、めざせ！ 文化財登録
　前回は、落合の「山行きぼっこ」というタイトルでしたが、「近江多賀・山行き
BOKKO」の会という名前ができましたので、これからは、こちらでよろしくお願
いします。

アートとしての評価と、山の暮らしの重み
現在、ぼっこはアートとしての評価

も高くなっていますが、服を次々消費
する（捨てる）時代になり、反面教師と
して「物を大切にする暮らし」に思い
をはせる方もおられます。それに加
え、多賀の山間をルーツに持つ私た
ちは、先祖の苦労が今の自分の命に
つながって来たことをぼっこを見るだ
けで感じ取れ、誇りに思えました。下

の写真のぼっこの背中が特に傷み、
何枚も布が当てられているのを不思
議に思っていると、霊山のお母さん
達が苗木を背負われている写真を見
つけました。時代はぼっこより新しい
ですが、女性で45㎏もの炭や薪を背
負い山道を歩くと腰を屈めざるを得
なく、肩ではなく背中に負担がかかる
と、理解できました。

● 募集 �「山行きぼっこ」に触れてみませんか
文化財登録に向けて、簡単な計測

作業等をしています。お気軽に、ご参
加ください。毎月第二土曜開催です。
■ワークショップ2回目　

12月14日（土）　9:00〜12:00
■場所　多賀町中央公民館

「多賀結いの森」
フリースペース

■お問い合せ　
（一社）三銀蔵　（連絡係：澤田）
（電）090-2018-1361
（E-mail）3ｇinweb@gmail.com

▲山仕事の苦労がわかるぼっこ▲山仕事の苦労がわかるぼっこ

▲とても盛り上がりました

▲広域ごみ処理施設建設候補地　位置図
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3.逃げ遅れを防ぐために
火災で亡くなる原因でもっとも多い「逃げ遅れ」を防

ぎ、火災から命を守るために、火災の発生を感知し知らせる
「住宅用火災警報器」の設置がすべての住宅に義務付け
られています。

住宅用火災警報器は、熱や煙を感知して、火災の発生を

警報音や音声・光で知らせるものです。住宅内で火災が発
生したことを早期に感知して住
宅内の人に知らせることで、初期
消火や避難などを素早くおこな
えるようにするものです。

4.初期消火に役立つ住宅用消火器等を備えましょう
住宅用消火器は、一般家庭で使いやすいように開発され

た消火器で、軽量で、お年寄りや女性などでも使いやすく、
火元をねらいやすくなっています。外観は赤だけでなくさ
まざまな色があり、デザインが豊富です。また、ホースがな
いものもあります。

家庭で起こり得る火災には、紙や木材、布などが燃える

「普通火災」のほか、天ぷら油で起こる「天ぷら油火災」、
電気コードなどで起こる「電気火災」、石油ストーブなどで
起こる「ストーブ火災」などがあります。住宅用消火器には、
適応する火災が絵で分かりやすく表示されていますので、
必要な用途に合わせて、住宅用消火器を選びましょう。
また、消火器の補助的な役割を果たすエアゾール式簡

易消火具も、家庭内で発生する天ぷら鍋の油の過熱による
発火、石油ストーブの注油中の引火による火災、火の不始
末によるくずかごの火災などの比較的初期段階の火災に
有効です。

住宅用消火器は、業務用消火器のように消火薬剤の詰
め替えや点検をする必要はありません。ただし、使用期限
はありますので、定期的に交換するようにしましょう。住宅
用消火器は一般廃棄物として出すことはできません。取扱
店へご相談ください。
〈取材協力：消防庁　文責：政府広報オンライン〉

1.住宅火災はどのくらい起きているの？
全国で平成29年（2017年）に起きた住宅火災（住宅で

起きた火災）の件数は1万1,408件を数え、そのために亡く
なった人は889人です。（放火自殺者等を除く。）そのうち約
70％にあたる646人が65歳以上の高齢者となっています。

住宅火災で亡くなった理由をみると、病気や体が不自由
なために逃げ遅れたり、熟睡していたために逃げ遅れたり
するなど、「逃げ遅れ」が全体の半分を超えて最多となって
います。
また、死者を伴う住宅火災の火元をみると、「たばこ」「ス

トーブ」「電気器具」「こんろ」が主な原因となっています。
たばこの火が布団に燃え移ったり、ストーブの火が衣類に
燃え移ったりするなど、火種が布製品などに移って燃え広
がることによって起こっています。

では、住宅火災を防ぎ、それにより亡くなる方をなくすた
めに、どのようにすればよいでしょうか。

2.住宅防火7つのポイント
日頃から「3つの習慣」と「4つの対策」を
消防庁では、「いのちを守る7つのポイント−3つの習

慣、4つの対策−」として、以下のような防火対策を呼びか
けています。

3つの習慣
火災の発生を防ぐために、次の3つの習慣を守りましょう。

•	寝たばこは絶対しない
•	ストーブの近くに燃えやすいものを置かない
•	こんろに火を点けたままでそばから離れない

4つの対策
万一火災が発生しても、被害を抑え人命を守るために、

日ごろから次の4つの対策をとりましょう。
•	逃げ遅れを防ぐために、「住宅用火災警報器」を設置する
•	寝具やカーテンなどには防炎品を使用する
•	火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
•	日ごろから隣近所との協力体制をつくる

ストーブや電気器具など、身近な製品にもご注意を。
住宅火災の火元として、1位「こんろ」の次に、2位「たば

こ」、3位「ストーブ」が続いています。これらの製品につい
ては、長期間の使用による部品の劣化や誤った使い方な
どによって発火し、近くの衣類や布団などの可燃物に燃え
移って火災になる場合があります。

住宅火災を防ぐために、ストーブをはじめとする暖房機
器や電気器具などにも注意しましょう。

これからの季節、空気が乾燥し火災が発生しやすくなります。
多賀町内では2019年中（11月15日現在）に2件の火災が発生しています。
火災の発生を防ぎ、万が一火があがってしまっても
命を落とさないよう、日ごろから心がけをしましょう。

 「逃げ遅れ」を
防ぐために
〜住宅火災から命を守る7つのポイント〜

▲初期消火に役立つ住宅用消火器、デザインが豊富
▲住宅火災による経過別死者発生状況（平成29年中）
　消防庁「平成30年版消防白書」

寝たばこは絶対しない
ストーブの近くに燃え
やすいものを置かない

こんろに火を点けたままで
そばから離れない

「住宅用火災警報器」を設置する寝具やカーテンなどには防炎品を使用する

住宅用消火器等を
設置する

日ごろから隣近所との
協力体制をつくる

▲住宅防火　7つのポイント
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総務課（統計）　（有）2-2001　（電）48-8121　（Ｆ）48-0157

こうなっています！ 　町職員の給与など
多賀町職員の給与・定員管理等について公表します。これは、町民の皆さんに町職員の給与等の実態を知っていただ

き、町政に対するご理解が得られるよう実施するものです。

1　総括
⑴人件費の状況　平成30年度普通会計決算

区分 住民基本台帳人口
（29年度末）（人）

歳出総額
A（千円）

実質収支
（千円）

人件費B
（千円）

人件費率
B/A（％）

30年度 7,546 5,161,985 274,808 811,118 15.7
（注）人件費には、給料と諸手当のほか共済費、退職手当組合負担金、公務災害補償

基金負担金などを含み、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

⑵職員給与費の状況　普通会計決算

区分 職員数
（A）（人）

給与費（千円） 1人当たり給与費
B/A（千円）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

30年度 99 352,198 50,835 139,890 542,923 5,484
（注）1	職員手当には退職手当を含みません。

2	職員数は平成30年4月1日現在の人数です。

⑶ラスパイレス指数の状況
平成29年4月1日現在 96.3
平成30年4月1日現在 96.9

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員
の給与水準を示す指数です。

2　職員の給与および休暇に関する状況
⑴職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況

（平成31年4月1日現在）

一般行政職 技能労務職
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

多賀町 41歳3月 314,700円 359,823円 39歳3月 222,900円 237,517円
（注）1「平均給料月額」とは、平成31年4月1日現在における職員の基本給の平均です。

2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

⑵職員の初任給の状況
（平成31年4月1日現在）

区分 初任給 2年後の給料 区分 初任給 2年後の給料
一　般
行政職

大学卒 180,700円 194,000円 技　能
労務職

高校卒 146,000円 154,300円
高校卒 148,600円 158,300円 中学卒 134,200円 141,900円

⑶職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成31年4月1日現在）

経験年数 10年以上15年未満 20年以上25年未満 30年以上35年未満
一　般
行政職

大学卒 235,500円 368,900円 415,600円
高校卒 — — —

技　能 高校卒 — — —

⑷年次有給休暇の使用状況
（平成30年1月1日〜平成30年12月31日）

給与付与日数（A）総取得日数（B）全体職員数（C）平均取得日数（B/C） 取得率（B/A）
4,020日 978日 120人 8.2日 24.3％

⑸育児休業および部分休業の取得状況平成30年度

育児休業取得状況 新たに育児休業が取得可能となった職員の育児休業取得状況
育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業対象者数 育児休業取得者数 部分休業取得者数
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 8 0 0 2 3 0 3 0 0

⑹その他の手当

手当名 内容および支給単価 国の制度
との異同

支給実績
（30年度決算）

扶養
手当

配偶者	 6,500円
子ども1人につき	 10,000円
その他1人につき	 6,500円
満16歳年度始めから満22歳年度末
までの子	 各5,000円加算

同 9,272千円

住居
手当 借家・貸間	27,000円（最高限度額） 同 1,929千円

通勤
手当

交通機関利用者　運賃等相当額
	 （最高限度55,000円）
交通用具使用者	2,000円〜24,500円

同 4,787千円

宿日直
手当 勤務一回につき	 4,400円 同 2,092千円

5　特別職等の給与または報酬の状況
（平成31年4月1日現在）

区分 期末手当

給料
町　長	 718,000円 （30年度支給割合）

 6月期　1.575月分
12月期　1.775月分

副町長	 617,000円
教育長	 573,000円

報酬

議　長	 292,000円
（30年度支給割合）
 6月期　1.575月分
12月期　1.775月分

副議長	 214,000円
議　員（委員長）	 190,000円
議　員	 185,000円

退職
手当

町　長 （算定方式）
副町長 退職時の給料月額×支給率×勤続月数
教育長 支給率 町長 43/100 副町長 26/100 教育長 20/100

6　採用、退職および職員数の状況
⑴部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年度4月1日現在）

部門 平成30年度 平成31年度 増減数 増減理由

一　般
行政職

議 会 事 務 局 2 2 −
総 務 課 7 7 −
企 画 課 6 5 △1 人事配置異動
税 務 住 民 課 11 11 −
福 祉 保 健 課 12 11 △1 人事配置異動
産 業 環 境 課 11 11
地 域 整 備 課 6 5 △1 人事配置異動
会 計 室 3 3

教　育
委員会

教 育 委 員 会 8 7 △1 人事配置異動
幼稚園・小学校 7 7 −
保 育 園 等 27 27 −
子ども家 庭・
応援センター 2 1 △1 人事配置異動

生 涯 学 習 課 5 5 −
図 書 館 等 5 6 1 人事配置

公営企業 地 域 整 備 課 7 5 △2 人事配置異動
合　　計 119 113 △6

⑵年齢別職員構成の状況
（平成31年4月1日現在）

区
分

20
歳
未
満

20
歳
〜
23
歳

24
歳
〜
27
歳

28
歳
〜
31
歳

32
歳
〜
35
歳

36
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
43
歳

44
歳
〜
47
歳

48
歳
〜
51
歳

52
歳
〜
55
歳

56
歳
〜
59
歳

60
歳
以
上

計

職
員
数

0
人

9
人

18
人

12
人

11
人

10
人

14
人

15
人

6
人

11
人

7
人

0
人

113
人

3　一般行政職の級別職員数等の状況
（平成31年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1級 主事・技師・保育士 11人 16.9％
2級 主任・主任技師・保育士  9人 13.8％
3級 主査・主任保育士  5人  7.7％
4級 係長・主任保育士 20人 30.8％
5級 参事・課長補佐・園長 11人 16.9％
6級 課長  9人 13.9％

（注）1　多賀町の給与条例にもとづく級別区分による職員数です。
2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

4　職員の手当の状況
⑴期末手当・勤勉手当

多賀町 国
（30年度支給割合）
期末手当・勤勉手当
 6月期　1.225月分・0.900月分
12月期　1.375月分・0.950月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、
職務の級等による加算措置

（30年度支給割合）
期末手当・勤勉手当
 6月期　1.225月分・0.900月分
12月期　1.375月分・0.950月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、
職務の級等による加算措置

⑵退職手当
（平成31年4月1日現在）

多賀町 国
（支給率）　自己都合・定年
勤続20年　19.6695月分・24.586875月分
勤続25年　28.0395月分・33.27075 月分
勤続35年　39.7575月分・47.709　 月分
最高限度額　47.709 月分・47.709　 月分
その他の加算措置定年前早期退
職特例措置　　 2％〜20％加算

（支給率）　自己都合・定年
勤続20年　19.6695月分・24.586875月分
勤続25年　28.0395月分・33.27075 月分
勤続35年　39.7575月分・47.709　 月分
最高限度額　47.709 月分・47.709　 月分
その他の加算措置定年前早期退
職特例措置　　 2％〜20％加算

（注）平成30年度1人あたりの平均支給額　自己都合	3,242千円　定年・勧奨	21,601千円

⑶地域手当
（平成31年4月1日現在）

支給なし

⑷特殊勤務手当
（平成31年4月1日現在）

支給実績（29年度決算） 0千円
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算） 0円
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 0％

手当の種類（手当数） 4

⑸時間外勤務手当
29年度決算 30年度決算

支給実績 17,568千円 13,811千円
職員1人あたり支給年額    231千円    177千円

⑶職員の採用・退職者数

町長部局 教育委員会 公営企業 合計

採
　
用

平成30年4月2日〜
平成31年3月31日 0 1 0 1

平成31年4月1日 3（1） 3（3） 0 6（4）

合　　　　計 3（1） 4（3） 0 7（4）

退
　
職

平成30年4月2日〜 
平成31年3月30日 0 0 0 0

平成31年3月31日 6（0） 7（6） 0 13（6）

合　　　　計 6（0） 7（6） 0 13（6）

（　）内は女性人数

7　分限および懲戒処分の状況

分限処分 懲戒処分

平成30年度処分者数 0人 0人

8　主な研修実績　（平成30年度）

研修名 目的および概要 参加人数

新規採用職員
研修（前期）

公務員としての心構え・基本的な制度
の理解。 6

新規採用職員
研修（後期）

採用後半年の実務経験を踏まえ、さら
に自治体職員として自覚を促すととも
に、職務遂行に必要な基礎知識を習得
し、職務遂行能力の向上を図る。

6

係長級職員
（二部）研修

先進自治体や企業の取り組みを学ぶと
ともに、職場リーダーの役割を体系的に
理解し、仕事と人のマネジメントに関す
る原理原則を取得する。

6

課 長 級
職 員 研 修

地方自治の課題について学ぶとともに、
部下を指導・育成するため、管理者の役
割である職場研修を積極的に推進する
ための能力向上を図る。

2

愛犬4町新規
採用職員研修

地方公務員法など法令、人権問題など
から、公務員としての基本的な自覚と姿
勢を培う。

6

人 権 研 修 あらゆる人権についての問題点をさぐ
り、知識を深める。 全職員

地域活性化
プ ラン ナ ー
の学び直し塾

地域政策の担い手を、地域活性化プラ
ンナーと位置づけて、その養成に向け
た教育プログラム。

1

政策形成能
力養成研修

湖東定住自立圏形成自治体の重要課題
で中長期的な視点から政策形成能力の
向上を図る。

1

9　福利厚生に関する事業
職員の福利厚生事業の実施状況（平成30年度）

多賀町職員交友会（会員数120人）

会員掛金額 4,690千円

補助金額 900千円

福利厚生事業支出合計額 5,521千円
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こうなっています！ 職員の給与こうなっています！ 職員の給与



産業環境課	（環境）　（有）2-2012　（電）48-8118　（Ｆ）48-0594

エコスタンプカードの特典終了について
平成15年7月から開始しました

「お買い物袋持参運動」について、
開始から16年間が経過し、エコバッグ
（マイバッグ）の普及が進み、レジ袋
をもらわずに買い物をすることが広
く一般に定着してきました。運動開始

から16年、エコバッグ（マイバッグ）を
持って買い物に行く方が増えたこと
から、一定の成果を上げたとして、エ
コスタンプカードの特典として指定ご
み袋との交換については令和2年3
月末をもって終了します。

指定ごみ袋との交換という特典は
廃止となりますが、今後もエコバッグ
（マイバッグ）の持参、レジ袋の削減
にご協力いただきますようよろしくお
願いします。

もったいない！ 食べられるのに捨てられる“食品ロス”
食品ロスとは「食べられるのに廃棄

された食品」のことです。
我が国では年間約621万トンが食

品ロスとして廃棄されています。この
621万トンは東京都民1300万人が
1年間で食べる量に匹敵し、全国民が

毎日ごはん1杯分を捨てているのと
同じ計算になります。
日本の食料自給率は38％（平成

28年度）で大半を輸入に頼りながら
も食べられる食料を大量に捨ててい
るのが現実で、本当にもったいないこ

とです。
家庭の食品ロスを減らすことは環

境にも家計にも優しいことです。必要
な分だけ購入したり、食べ残しを減ら
したりすることから始めましょう。

粗大ごみ収集のお知らせ
10月12日に台風19号のために延期した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。

•	下記の指定時間内に搬入してくだ
さい。

•	家具等のガラスは出せません。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。

•	石油ストーブ等は燃料抜きをして

から出してください。
•	金属製品、木製品、その他の製
品、小型家電に分別して出してく
ださい。

•	ルールが守られない場合、職員が
確認、注意させていただく場合が
あります。

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、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
器等）、ふとん、たたみ、じゅうたん、毛
布、ピアノ、農業用機械等
上記のごみはお持ち帰り願います

日時 収集場所

12月14日（土） 7:00〜9:00 滝の宮スポーツ公園駐車場 川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・佛ケ後・樋田・
萱原・大杉・小原・霜ケ原

粗大ごみ収集時に使用済小型家電の回収も
おこないます

携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電には、貴金属
やレアメタル（希少金属）など貴重な資源が含まれていま
す。これらの資源を回収し再利用するために、不要になった
小型家電の拠点回収をおこないます。小型家電のリサイク
ルにご協力をよろしくお願いします！
★回収する使用済小型家電……65品目（回覧文書、HP等
でご確認ください）
家庭から出る使用済み小型家電（乾電池等で使うかコン

セント等にさして使う製品）とその付属品になります。

粗大ごみ収集時に使用済蛍光管の回収もお
こないます

蛍光管には水銀が使用されている製品もあり、適正な処理
の必要があります。公共施設での拠点回収をおこなっていま
すが、粗大ごみ収集時にも使用済蛍光管の回収をおこないま
す。ごみの適正処理にご協力をよろしくお願いします！
★回収する使用済蛍光管……環状環型、直管型ボール

型蛍光管、ツイン型蛍光管、電球型、点灯管（グロー球
等）は対象外（燃えないごみ）です。詳細は多賀町ホーム
ページをご覧いただくか、産業環境課までお問い合わせ
ください。

学校教育課　（有）2-3741　（電）48-8123　（Ｆ）48-8155

学校支援ボランティアだより

家庭科ミシン授業補助（大滝小学校）
10月3日と10日、大滝小学校の

家庭科ミシン学習補助をしていただ
きました。5年生のミシン学習では、
から縫いの練習後、待ち針を使って
ナップザックを仕上げました。ところど
ころで縫い方のコツを教わりながら、

ミシン操作に苦戦している児童一人
ひとりにていねいに対応していただ
きました。

小学校運動会補助（大滝小学校・多賀小学校）
大滝小学校では1人、多賀小学校

では学生ボランティア8人の方が運
動会に協力してくださいました。大滝
小学校では競技中のケガ等の救護補
助、多賀小学校では来客接待や進行
の準備等として長時間活動していた
だきました。活動中は進行状況を見
ながら児童や先生方の動きを注視し、
時には児童と仲良く会話していただ
いている姿も見られました。

ボランティアさんとの交流給食（大滝小学校・多賀小学校）
大滝小学校と多賀小学校では、年

に数回、日ごろお世話になっているボ
ランティアさんとの交流給食が実施
されます。先日の交流給食では、各
班にボランティアさんが混じり、あい
さつの後、給食を一緒にいただきま
した。和気あいあいとしてとても楽し
い時間でした。小学校でのボランティ

ア活動には朝の読み聞かせや除草な
どの環境整備、プール監視などがあ
り、さまざまな場面でたくさんの方々
が協力していただいています。こうし
た活動を通して子どもたちが地域の
方々と身近にふれあえる貴重な時間
となっています。

産業環境課	（農政）　（有）2-2030　（電）48-8117　（Ｆ）48-0594

農業委員会だより
10月11日に多賀町役場において、多賀町農業委員と農地利用最適化推進委員の合同研修会を開催しました。
研修内容は、一般社団法人滋賀県

農業会議の職員を講師にお願いし、
農地利用の最適化を進めるために必
要な手法等を学びました。委員から
は、これから集落に出向く予定の人・
農地プランの進め方について意見や
質問が出されていました。多賀町農
業委員会では、今後も研修を重ね、農
地利用の最適化を進めていきます。

令和元年第12回農業委員会総会のお知らせ
■日時　12月12日（木）　13:30〜
■場所　多賀町役場	2階	大会議室
※申請受付期限は、総会開催月の前
月の20日（閉庁日の場合はその前
日）です。農業委員会総会で審議さ
れた内容は、町ホームページでご
覧いただけます。 ▲研修会のようす

▲テント内で待機しているようす ▲白線を引き直しているようす

▲ていねいに教えてくださいました

▲多賀小学校での交流給食

いつもたくさんの方にご協力いただき
ありがとうございます。
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エコスタンプカード終了／食品ロス／資源回収学校支援ボランティアだより／農業委員会だより



生涯学習課　（有）3-3740　（電）48-8130　（Ｆ）48-2363
中央公民館　（有）3-3962　（電）48-1800　（Ｆ）48-2363

令和元年度海外派遣研修事業 中学生の感想を紹介します
多賀町は、広い視野と国際感覚を持つ人材を育成する目的で、中学生を対象にした海外派遣研修事業をおこなっていま

す。今年も、多賀中学校の生徒8人がニュージーランド北部のタウランガ市郊外で10日間（7月30日〜8月8日）にわたっ
て英語研修やホームステイ、生活・文化体験などに取り組みました。

研修生の感想を前月号と今月号の2回に分けてご紹介します。（原文をそのまま掲載しています）

　

海外派遣研修を終えて　　　多賀中学校１年　　犬
いぬかい

飼　　愛
あい

私は今年の海外派遣研修に参加させていただきました。

ホストファミリーに会う前はめっちゃドキドキでしたが、 ホストファミリーがとっても優しくて良かったです。 ホストファミリーの

お母さんが、 私たちが行っていた学校の先生だったので帰る時間が遅くなる時がありました。

学校では授業の受け方が全然違いました。 日本ではみん

なしっかり椅子に座って授業を受けますが、 ニュージーランドは

床に座ったりソファーに座ったりいろいろと自由だったり、 朝の

会が始まるまでタブレットやスマホをさわっていたのでやっぱり日

本と違うなあと思いました。

観光では久しぶりの日本食が食べれて良かったです。

私はこの海外派遣研修に参加させていただいて本当にいい

経験ができたと思います。 いい経験をさせていただいた役場の

方、 先生方、 家族、 本当にありがとうございました。 この

経験を忘れずに何かに生かせたらいいなと思います。 今回は

本当にありがとうございました。

ニュージーランドへ行って　　　多賀中学校１年　　神
かんどり

鳥　琉
る ま

真

私は海外派遣に参加して、 様々な経験をしました。 海外に行くこと、 飛行機に乗ること、 １０日間という長い期

間を家族と離れて過ごすこと、 すべてが初めてで、 不安しかありませんでした。 でもホストファミリーの人が迎えに来てく

ださり、 不安が一瞬でとけました。

家に着くと、 すぐにホストバディのタリアと犬を連れて川に行きました。 本当の家みたいに接してくださったことが何

より嬉しかったです。 ぜんぜん英語がわからない私はすぐ首をかしげ、 sorry と言う事しかできなかったけど、 ホストファ

ミリーのお母さんセリナさんは That`s OK と返してくださり、

何とか私がわかるようにいろいろと工夫をしてくださりました。

学校でもみんなが笑みを返してくれ、 特に体育をした時は言

葉が通じなくてもスポーツを通してお互い思っていることが通

じ合え、 コミュニケーションを取れると実感し、 とても楽しく

過ごせました。 温泉に連れて行ってもらった時も、 初めて会っ

た人でも最後に帰る時には手を振ってくださったりととてもフ

レンドリーでした。

ニュージーランドへ行って、 私は行く前とくらべてとても良い

イメージに変わりました。 貴重な体験をさせていただいてありが

とうございました。

海外派遣研修を通して　　　多賀中学校１年　　大
おおおか

岡　小
こ と は

都芭

私は今回の海外派遣研修を通してたくさんの感じるものがありました。

正直なところ今回の海外派遣研修に行く前、不安な気持ちがありました。 「ホームステイ先で仲良くなれるかな」 「み

んなに迷惑をかけてしまったらどうしよう」 と。 ですが自分でやりたい！と決めたことなので必ずいい経験にしようと思いま

した。

実際に行ってみると、 たった３日ほどで日本が恋しくなりました。 ですが私のホームステイ先の家族はとても良い人たち

だったので楽しく過ごすことができました。

私が日本との違いに一番驚いたことは、 多くの生徒が外

で冬だというのに裸足で走っていたことです。 みんなぜんぜん寒

そうでなく、 とても元気いっぱいでした。

こんなちょっとしたことですが、 日本と違う文化がとても新

鮮に感じました。 このような経験をできたのも、 公民館の皆

さん、 引率者の皆さん、 そして家族のおかげだと思っています。

今回はこのようなすてきな経験をさせていただいてありがとうご

ざいました。 この１０日間は、 私のこれからの人生の中で一生

忘れることのない大切な思い出になりました。 この経験を生か

してこれからの学校生活をがんばります。

海外派遣研修を終えて　　　多賀中学校１年　　山
や ま だ

田　世
せ り

莉

私は今回の海外派遣研修に行って様々なことを得ることができました。 中でも日常会話がある程度ならわかり、 話

すことができるようになったことが大きいと思います。

ニュージーランドでは、 ありとあらゆるところから英語が聞こえてきました。 これが海外なのかと少し驚くのと同時に、

１０日間の間に慣れようと思いました。 頑張ってみたもののそう簡単に慣れることはなく、 苦戦していました。 ですがあち

らの方々も理解してくださり、 絵を使ったり身振り手振りで、 わかるまで熱心に話しかけてくださいました。 あちらの方々

と交流することができ、 英語の勉強もできるすばらしい体験となりました。

私は今後、 今回の研修にて得た英会話術を活かして、

英語のテストや英検に活用していけたらなと思っています。 そ

して回り人たちにニュージーランドの文化やすばらしさ、 交流の

楽しさを伝えていけたらなと思います。

こうしていろんな人に魅力を伝えることができるのは、 多

賀町の皆さんのご支援があってこそでした。 おかげさまでこう

して無事に研修を終えることができました。 このことは感謝

してもしきれません。 このたびは私たちが無事に研修を終え

ることができるようご支援をしてくださって本当にありがとうご

ざいました。

▲クラスメートのみんなと

▲ホストファミリーのセリナさんと

▲校長先生から卒業証書の授与

▲ホストバディのグラントと
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中央公民館　（有）3-3962　（電）48-1800　（Ｆ）48-2363

多賀町中央公民館「多賀結いの森」ギャラリー 
（展示スペース）使用のお知らせ

多賀町中央公民館「多賀結いの
森」には、無料でご利用いただける
ギャラリー（展示スペース）がありま
す。サークルの皆さんの作品展示は
もちろん、学校や地域の方々、個人の
方もご利用いただけます。

趣味で撮られている写真や作品な
どがありましたら、ぜひ「多賀結いの

森」で展示してみませんか。展示パネ
ルなども貸し出しますので、自由にレ
イアウトしていただけます。

皆さんの素敵な作品で公民館を美
しく彩りましょう！

申し込み、お問い合わせは中央
公民館までお願いします。

ネイチャークラブの活動について
多賀町ネイチャークラブは、自然観察や体験を通して自

然の大切さや多賀のすばらしさを知るとともに、地球環境
への関心を高めていくことを目的としたクラブです。小中
学生11人のクラブ員で、町内のいろんな場所に出かけて
自然に触れながら楽しく学んでいます。

今年の活動では、大門池でのボート体験や町内河川での
生きもの観察会、県内最大の天究館の望遠鏡を使っての
星空の観察、化石採取体験、洞窟探検などをおこないまし
た。さらに秋以降の活動として、桃原のごぼう堀り、冬の水
鳥観察など、宇宙から地底まで、岩石から植物までさまざ
まな活動を予定しています。これだけ幅広く内容の濃い自

然体験教室は県内でも多賀町でしかないと高い評価をい
ただいています。
またその一方で、多賀町ネイチャークラブは東日本大震

災で被災した福島県富岡町立小学校との交流事業も進め
ており、七夕飾りや巨大年賀状などを送り合いふるさとの
大切さを学びあう活動もおこなっています。
これからも地球を取り巻くあらゆる現象を多賀の自然

を通して楽しく学び、自然のありがたさや私たちの生き
方、環境について幅広く学ぶとともに、ふるさとの大切さ
やお互いが助け合うことの大切さを学んでいきたいと
思っています。

税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）23-1114

障害基礎年金をご存じですか？
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが

制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受
け取ることができる年金です。「国民年金」に加入されてい
る方で、病気やけがによって初めて医師または歯科医師の

診療を受けたときに請求
することができます。

障害基礎年金を受け取るには
年金の納付状況など次の条件が設けられています。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれ
かの間にあること
•	国民年金加入期間（20歳〜60歳）
•	20歳未満または日本国内に住んでいる60歳以上
65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、
障害等級表に定める1級または2級に該当していること

3.保険料の納付要件を満たしていること
（20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日が
ある場合は、納付要件は不要です。）

障害基礎年金を受け取るには、年金の請求手続きが必
要です。障害の状態になった場合は、年金事務所などにご
相談ください。

国民年金の付加保険料について
国民年金の付加保険料は、定額保険料（令和元年度：

16,410円）に加えて、付加保険料（月額400円）を納めた
場合、年金受給時に年額で〈200円×付加保険料を納めた
月数〉の付加年金が加算されます。（付加年金は定額のた
め、増額や減額はありません。）

国民年金第1号被保険者の方が対象です。付加保険料
を納めるためには、申し込みが必要になります。申出書は、

税務住民課または年金事務所の窓口にあります。
たとえば、1カ月間納めた場合、年金を受け取り始めて2

年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を
受け取ることができます。将来の安心のためにもご活用く
ださい。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納める
ことはできませんので、ご注意ください。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

今年度最後の「大腸がん検診」を実施します！！
大腸がん検診は、採便容器に自分で2日分の便を採っ

て、提出するだけの検査です。40歳以上の男女が対象で
す。大腸がんは、がんの中で二番目に多いがんです。町や
職場等の大腸がん検診受診がまだの方は、この機会にぜ
ひお受けくださるようご案内します。

便容器を提出していただくのは、ご本人でなくても、ご家

族の方でも結構です。
■検診料　500円
※ただし、大腸がんのクーポン券がある方は、無料です。
お申し込み後、採便容器を配布しますので、令和2年1月

14日（火）までにお申し込みください。

大腸がん検診（便の提出日）

提出日 受付時間（終了時間厳守） 提　出　場　所

令和2年1月21日（火） 8:30〜17:00
多賀町総合福祉保健センター

「ふれあいの郷」内　福祉保健課　窓口
令和2年1月22日（水） 8:30〜11:00

▲ボート体験 ▲復興支援七夕飾り作り

▲急な坂を登ります ▲洞窟を探検しました

▲ギャラリースペース　33.13㎡
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多賀町立博物館　（有）2-2077　（電）48-2077　（Ｆ）48-8055

夏休み自由研究展表彰式レポート
今年で11回目となりました「夏休み自由研究展」は、生

物、化学、物理数学、地学、生活、社会など、さまざまな分野
の作品が集まりました。多賀小学校・大滝小学校・多賀中
学校の皆さんより、87点の作品が集まりました。前年の研
究を引き続きがんばった作品や、発想がユニークな作品な

ど、皆さんのがんばりが伝わってくる良い作品ばかりでし
た。これらの作品の中から入賞作品を決定し、小学生対象
に表彰式をおこないました。多賀町立博物館は、これから
も皆さんの研究を応援していきます。

主な受賞者（敬称略）
【小学校の部】
教育長賞
「太陽熱温水きの研究」

小林奈々世（大滝小4年）
館長賞
「めざせ！！	水切り名人」

藤澤　士幌（多賀小3年）
学芸員賞
「真夏の野草大発見！！」

小菅　　玲（多賀小4年）
特別賞（県展出品）
「ブロッコリースプラウトの育ち方3」

川村　彌嵩（大滝小3年）
「水にうく物　しずむ物」

杉江　花音（多賀小3年）
「甘いミニトマトを育てたい」

夏原　優衣（多賀小3年）
「多賀大社前駅利用者の研究」

増田　　陽（多賀小3年）

「ジュースの中の砂糖について」
鈴木　優衣（多賀小6年）

「月下美人の観察と研究　PART2」
前川　緋里（多賀小6年）
優秀賞
「いつものむのみもので　はがとけるってほんとう？」

山口　慶太（多賀小1年）
「消防士さんのお仕事」

夏原　優衣（多賀小3年）
台風防災賞
「台風の強さと風向きの研究」

中山　颯芯（多賀小3年）
皆出品賞
「企業研究　鍛造メーカーミヤジマについて」

石田　真人（大滝小6年）
「はなびらにも色はそまるのだろうか？」

村田　　蘭（大滝小6年）
「音の視覚化」

山口　翔空（多賀小6年）
【中学校の部】
特別賞（県展出品）
「キツネのロウソクの調査・研究」

小山　琥白（多賀中1年）
「天気と気温と湿度の違いと変化」

曽我　太紀（多賀中1年）
「ペットボトルを冷たく保つ方法の実験」

山本　莉子（多賀中1年）
「私の村の災害事例と防災対策調査」

小山　羽蘭（多賀中2年）

トピック展

「子年にまつわる干支せとら」
来年の干支「子（ねずみ）」年の干支にちなんだ展示を開催します。

■開催期間　12月21日（土）〜令和2年1月18日（土）
■会場　あけぼのパーク多賀　ホール
■観覧料　無料

多賀町立図書館　（有）２-１１４２　（電）４８-１１４２　（Ｆ）４８-１１６４
図書館カレンダー（■■…休館日）　※４月から休館日が変わっていますので、ご注意ください

１２月
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

※１２月１９日（木）は月末整理休館日です

１月
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

※１月３０日（木）は月末整理休館日です
※※※年末年始のお知らせ　１２月２９日（日）〜１月４日（土）は休館させていただきます。※※※

お知らせ

おはなしのじかん
■日時　１２月７日（土）　１０：３０〜
■場所　あけぼのパーク多賀

図書館内		おはなしのへや
■対象　乳幼児と保護者

（事前申込不要）
■内容　図書館職員によるおはなし

会とクリスマスのかざりつけ

付録等のおわけ会
ポスターやカレンダー、シール・

カードなど図書館で購入している雑
誌等の付録をおわけします。
■日時　１２月２８日（土）　１０：００〜
■場所　あけぼのパーク多賀

図書館内
■内覧展示　１２月７日（土）〜１２月２７日（金）

新春�賀状展
多賀大社で展示されていた年賀状

の巡回展示です。
■期間　１月１１日（土）〜２６日（日）
■場所　あけぼのパーク多賀　ホー

ル・ギャラリー
■共催　多賀大社

「図書館年館２０１９」に見る
多賀町立図書館
７月に「図書館年館２０１９」（社団

法人　日本図書館協会　編）が発行
されました。同書によると２０１８年の
調査で、人口８,
０００人未満の図
書館（１４２館）の
中、多賀町立図書
館は年間貸出冊
数が１０４,０００点
で第２位でした。

蔵書点検応援団募集
蔵書点検作業のボランティアさん

を募集しています。誰でもできる簡単
な作業です。お手伝いいただける方
は、図書館までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。
■活動期間　事前期間…２月１８日

（火）までの図書館開館時間中、休
館期間…２月１９日（水）〜２月２８
日（金）の９:００〜１７：００

※活動時間中であれば、ご希望の時
間帯に参加していただけます。

■活動場所　図書館　閉架書庫およ
び開架室

■活動内容　図書館資料の携帯端末
による点検作業など

■参加条件　中学生以上の方
■参加申込　カウンターまたは電話

にて随時受付
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

１２月 １月 図書館
出発 巡回場所・駐車時間

第１水曜日 ４日 ※８日 １３：００
川相

（生活改善センター前）
１３：３０〜１４：００

多賀清流の里
（玄関前）

１４：２０〜１５：００

利用支援サービス
（宅配・配送）

Ａコース
（大滝方面）
第１木曜日

５日 ※９日 １２：３０
大滝小学校
（渡り廊下）

１２：５０〜１３：３０

犬上ハートフルセンター
（玄関前）

１４：３０〜１５：００

大滝たきのみやこども園
（玄関前）

１５：５０〜１６：２０
Ｂコース

（多賀方面）
第２水曜日

１１日 ※１５日 １２：３０
多賀小学校
（玄関前）

１２：５０〜１３：３０

多賀幼稚園
（運動場）

１４：００〜１４：３０

多賀ささゆり保育園
（玄関前）

１５：５５〜１６：２５
•利用カード、本ともに図書館と共通です。　•※印は巡回日が変更になっていますので、ご注意ください。
•返却日は次の巡回日です。　•天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

▲昨年の展示のようす
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● 案内 年末年始における搬入受付のお知らせ（リバースセンター・中山投棄場・紫雲苑）
燃えないごみの搬入には、許可証が必要となります。年末に搬入を予定されている方は、12月27日（金）までに、産業環境

課で許可証の交付を受けてください。
12月 令和2年1月

27日（金）まで 28日（土） 29日（日） 30日（月） 31日（火） 1日（水・祝） 2日（木） 3日（金） 4日（土） 5日（日） 6日（月）
燃やすごみ	

リバースセンター
（電）45-0366

通常通り
9:00〜16:30 休業日 特別開場	

9:00〜11:30 休　　　業 特別開場	
9:00〜11:30 休業日 通常通り	

9:00〜16:30

燃えないゴミ	
中山投棄場
（電）26-5250

通常通り
9:00〜16:30 休業日 特別開場

9:00〜13:00 休　　　業 通常通り
9:00〜16:30

紫雲苑	
（電）48-1318

通常通り
８:３０〜１７:１５

火葬休業	
（受付は通常通り）	

8:30〜17:15
通常通り

８:３０〜１７:１５

● 案内 「認知症を学ぶつどい」を開催します
「認知症を学ぶつどい」は一人でも多くの町民の皆さんに「認知症」のことを正しく理解していただき、認知症になって
も地域で安心して暮らせるための支援や、あたたかい見守りができるまちづくりを目指し、開催しています。

第1部では……
地域での認知症の啓発活動に取り

組んでいる認知症キャラバン・メイト
の活動と、栗栖における取り組みにつ
いてご紹介します。

第2部では……
「認知症になっても安心して暮ら

せるまちづくり」と題して大津市社会

福祉協議会の山口浩次さんをお招き
し、認知症の方を地域で支え合うまち
づくりの方法などについてご講演い
ただきます。

皆さんにとっても身近な存在であ
る認知症について、この機会に理解
を深めてみませんか？	申し込みは不
要です。ぜひご参加ください。

■日時　12月14日（土）　
13:30〜16:00

（受付13:00〜13:30）
■会場　総合福祉保健センター		

ふれあいの郷　3階　多目的運
動室

■主催　多賀町福祉保健課、多賀町
認知症キャラバン・メイト連絡会

■共催　多賀町社会福祉協議会

● 案内 �年末年始休日急病�診療所について
彦根休日急病診療所
■診療日　12月29日（日）〜

令和2年1月3日（金）
■診療時間　10:00〜18:00

（受付は17:30まで）
■診療科目　内科、小児科
■所在地　彦根市八坂町1900番地4	

（彦根市立病院敷地内くすのきセ
ンター1階）　（電）22-1119

● 案内 �年末のし尿汲取りの�お知らせ
12月の汲取りにつきましても、定

期収集によりおこないますのでご協
力をお願いします。

不定期収集でのお申し込みは、12
月13日（金）までにお願いします。
お問い合わせ
クリーンライフ湖東有限責任	
事業組合
（電）35-5205　（Ｆ）35-5206

● 募集 広告募集のお知らせ
広報たがおしらせページの下欄へ

の広告を募集しています。掲載料金
は1枠5,000円（1カ月）です。

掲載をご希望の方は、広告掲載申
込書に掲載しようとする原稿を添え、
掲載を希望する広報の発行日の1カ
月前までに提出してください。

お問い合わせ
企画課	（有）2-2018		（電）48-8122

多賀観光協会　（有）2-1553　（電）48-1553

初詣交通規制のお知らせ
毎年お正月には、大勢の方が県内

外から自家用車で多賀大社へ参拝さ
れます。そこで、自家用車の渋滞によ
る交通事故などが多発する恐れがあ
ることから、彦根警察署ではこれらの
事故を未然に防止するために、下記
の交通規制をおこないます。

期間中、交通規制にご注意ください！
	歩行者専用	 A〜D・B〜C（区間）	 令和元年12月31日〜令和２年 1月 1日	 22:00〜19:00

　　　	 A〜D・B〜C（区間）	 令和２年 1月 2日〜 5日	 9:00〜18:00
	車両通行止（自転車通行可）	 E（区間）	 令和２年 1月 1日〜 3日	 9:00〜17:00
	駐車禁止	 	 令和元年12月31日〜令和２年 1月 1日	 22:00〜18:00

	 	 令和２年 1月 2日〜 5日	 9:00〜17:00
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第7号踏切第7号踏切

※１月1日（水・祝）～５日（木）、
　11日（土）～13日（月・祝）は
　一方通行、車戸川の橋
　も一方通行です。

心配ごと相談
■今月の相談日　12月16日（月）
■来月の相談日　 1 月16日（木）
■時間　いずれも９:00〜１１:３０
■場所　ふれあいの郷ボランティア室
お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）２-２０３９　（電）４８-８１２７

今月の介護者さんのおしゃべり会
■実施日　12月26日（木）
■対象者　寝たきりや認知症の高

齢者を、在宅で介護されてい
る方

■時間　１0:00〜１1:30
■場所　ファミリーステーション多賀

今月の足腰シャキッと教室
■実施日　12月11日（水）・25日（水）
■対象者　６５歳以上の方（運動制限

を受けている方はご相談ください）
■時間　１３:３０〜１５:３０
■場所　ふれあいの郷

（送迎ご相談ください）
■持ち物　お茶、タオル、筆記用具、

参加費１００円
お問い合わせ　福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115

※多賀町役場駐車場内の一方通行
１月1日（水・祝）〜5日（日）、11日（土）〜13日
（月・祝）は、役場の国道３０７号線側（多賀
観光案内所向かい）は入口専用となり、
車戸川は役場側からふれあいの郷側
への一方通行となります。多賀町役場
前信号（ふれあいの郷側）は出入口とし
て利用していただけます。
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おたのしみ	クロスワード

☆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。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ひとのうごき 放射線量
2019年10月末現在。（　）内は前月比 ※役場前にて、3回測定平均値

問題

人口……… 7,619人（+19）
男性……… 3,691人（+13）
女性………… 3,928人（+6）
世帯数…… 2,873世帯（+3）

出生者数……………… 5人
死亡者数……………… 8人
転入者数…………… 32人
転出者数…………… 10人

11月1日
0.07μsv/h
11月15日
0.08μsv/h

〈相談等〉（表記の時間は受付時間です）

す く す く 相 談 1月21日（火） 10:00〜11:00
子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています
※今回は、栄養士による離乳食やおやつなど
食事の相談も受け付けています

〈健診等〉（表記の時間は受付時間です）

4 カ 月 児 健 診 1月6日（月） 13:15〜13:30 R1年8月生まれの乳児

1 0 カ 月 児 健 診 1月6日（月） 13:30〜13:45 Ｈ31年2月生まれの乳児

1 歳 6 カ 月 児 健 診 1月8日（水） 13:30〜13:45 Ｈ30年5・6月生まれの幼児

7〜8カ月児離乳食教室 1月21日（火）  9:50〜10:00 R1年5・6月生まれの乳児

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
☆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お持ちください。

令和2年1月 多賀町し尿収集カレンダー ※「—」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。

答えがわかったら▶郵便はがきで、解答と住所・氏名を記載の
うえ「広報たが」へのおたよりやご意見を企画課までお送りく
ださい。有線FAX・多賀町ホームページの回答フォームから
でもOK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。

FAXの場合 スマホ等の場合

PCの場合

有線FAX ���2-2018
NTTFAX�48-0157

http://bit.ly/tagaquiz

日（曜日） 午 前 午 後
集 落 集 落

7日（火）萱原①・川相① 萱原①・川相①
9日（木）一円①②・木曽①② 不定期
15日（水）久徳①②・栗栖②・猿木② 久徳①②・栗栖②・猿木②

16日（木）大君ケ畑①・佐目①・四手①②
南後谷①③

大君ケ畑①・佐目①・四手①②
南後谷①③

17日（金）多賀①② 多賀①②
20日（月）富之尾①・敏満寺①② 富之尾①・敏満寺①②

21日（火）大杉③・仏ケ後③・一ノ瀬①②
藤瀬①③

大杉③・仏ケ後③・一ノ瀬①②
藤瀬①③

23日（木）月之木①②・土田①②・中川原① 月之木①②・土田①②・中川原①
28日（火）佐目②・大君ケ畑②③・敏満寺① 不定期
30日（木）佐目③ 佐目③
31日（金）川相③・小原①③ 川相③・小原①③

多賀子育て支援センター（ささゆり保育園2階）・おおたき子育て支援センター（大滝たきのみやこども園内）／	
多賀町子ども・家庭応援センター主催　（有）2-8137　（電）48-8137

〈ひろばの案内〉

わくわくランドで遊ぼう 月曜日〜金曜日
 9:00〜13:00 子ども同士が遊んだり、親同士が語りあったり

するのに利用してください

13:00〜14:00 子育て相談

登
録
制

広 場 合 同	
ク リ ス マ ス 会 12月18日（水） 10:00〜

多賀町中央公民館多賀結いの森ささゆり
ホールで広場合同のクリスマス会をします。
みんなで楽しいひとときを過ごしましょう

お は な し ポ ケ ット 12月10日（火） 10:30〜 多賀子育て支援センターでおこないます

◎予防接種のお知らせは、4月号と10月号に掲載します。出生後にお渡しした「のびっこ手帳」や多賀町ホームページにも
掲載していますので、併せてご覧ください。

ヨコのカギ

①ダライ・ラマの出生地で、中国西
部の地域。

②ギリシャ神話での美貌の王女
③火災のときに火を効果的に消火

するための道具
④すぐれた医者のこと
⑤タラ・アンコウ・フグなどの精巣の

こと

タテのカギ

①酢飯にたくさんの具を混ぜてつ
くる寿司

⑥令和６年に発行予定の５千円紙
幣にその肖像が使用されること
が決まった女性教育者

⑦サンタクロースがソリを引かせ
る動物

⑧電車の駅などで勤務する人

クイズの解答締め切りは�12月27日（金）�です。

先月号の答え①① ⑥⑥ ⑦⑦

②② ⑧⑧

③③

④④

⑤⑤

①① ⑧⑧ ②② ⑪⑪

③③ ⑨⑨

④④ ⑩⑩

⑦⑦ ⑤⑤

⑥⑥

ク ワ 　 カ バ  
ボ ツ コ 　 ン  
　 ト シ ヨ リ  
コ 　 ミ コ 　  
ア キ ノ ウ タ

10月号の応募総数は28人
正解率は100％でした！

「アカトンボ（赤とんぼ）」でした

高血圧について〜
高血圧とは
全身に血液が送り出されるときに、血管の壁

にかかる圧力が血圧です。この圧力を最高血
圧、押し広げられた血管が元に戻るときにかか
る圧力を最低血圧といいます。

高血圧とは、最高（140㎜Hg以上）・最低
（90㎜Hg以上）のどちらか一方、もしくは両
方が高い状態のことです。
高血圧は、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わ

る病気を引き起こしやすくなります。

予防方法、改善方法
生活習慣を改善すれば血圧の下降、動脈硬

化の抑制に効果があります。
◎塩分は1日男性8ｇ未満、女性7ｇ未満に……
食塩過多は高血圧の大きな要因です。日頃
から食事に気を配り、減塩を心がけましょう。
◎有酸素運動をしましょう……
血液循環がよくなります。
有酸素運動には、ウオーキングや水泳、スト
レッチ体操などがあります。毎日30分以上
おこなうとより効果的です。
◎肥満解消……
食べすぎと運動不足を改善して、健康的に減
量しましょう。

健 	康 	の 	ミ 	・ 	カ 	・ 	タ

高血圧は、脳卒中、心臓病、腎臓病などの重大な病気と深く関連しています。血圧が
高くても症状が少なく気付かないことが多いので、健診などでまず自分の血圧を知
ることが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　大辻医院　大辻　常男	医師

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

ヒント	:	美味しい季節になりました

□□□□
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「広報たが」についてご意見などがござい
ましたら企画課まで連絡をお願いします。
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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
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多賀町民憲章

多賀町の鳥・木・花

スマートフォンの方へ

お問い合わせに関するお知らせ

し

ウグイスウグイス スギスギ ササユリササユリ

スマートフォン・タブレット
などのモバイル端末からも
「多賀町ホームページ」が
ご覧いただけます。
端末でQRコードを読み取るか、
「多賀町」で検索して今すぐアクセス!!

多賀町ホームページ

https://www.town.taga.lg.jp

メールによる記事へのお問い合わせは、
多賀町ホームページの「各課の窓口・連
絡先」から問い合わせフォームにてご連
絡ください。
■表紙写真　胡宮神社で実施されたライ
トアップのようすです。色鮮やかにライト
アップされた紅葉がとても美しいです。
■編集後記　広報たが１０月号の編集後
記で○○の秋というお話をさせていただ
きました。その中で、運動の秋にしようと
述べていましたが、なかなか運動の秋に
することは難しいですね……、結局のと
ころ食欲の秋になってしまいました。この
ままではマズいので一念発起、運動を始
めます。手始めに筋トレからはじめようと
思います。

検　索多賀町

広
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月
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自治体がもっと身近になる機能が盛りだくさん！

ダウンロードはこちらから

役立つ行政情報を
見逃さない！

自分に合わせた
情報が届く！

いろいろなマチの
魅力をお届け！

1 2 3

マ チ を好きになるアプリ

＼広報がアプリで読める／

行政情報アプリ「ｉ広報紙」が「マチイロ」としてリニューアル！

●アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。●広告が表示されま
すが、『広報たが』とは何ら関係ありません。●問い合わせ…㈱ホープ （電）092-716-1404

管理栄養士 柴っちの

ワンポイントワンポイント
アドバイスアドバイス

ワンポイント
★油揚げとチーズを使ったカルシウムたっぷりの献立で
骨粗しょう症予防になります。
★主菜でも野菜をたくさん加えることでボリュームアッ
プになり満腹感が得られます。
★生姜を多めに使い、その風味で塩やしょうゆの量が少な
くてもおいしく食べられます（減塩）。

柴田管理栄養士柴田管理栄養士

レシピに関しては、福祉保健課（有）2-2021	（電）48-8115	（ふれあいの郷）まで
お問い合わせください♪

材料（4人分）
油揚げ	………………………4枚
スライスチーズ	……………4枚
もやし	……………………200ｇ
豆苗…………………… 1パック
えのきたけ	…………… 1パック
生姜……………………… 20ｇ

しょうゆ	 ……………小さじ1/2
塩	 	…………………ひとつまみ
こしょう	 ……………………少々
ごま油	………………大さじ1/2
ミニトマト	 …………………4個

作り方
❶豆苗は根元を切り落とし、半分に
切る。えのきたけは石づきを切って
半分に切る。生姜は千切りにする。
❷フライパンにごま油を熱し、①と
もやしをさっと炒め、しょうゆ、塩、こ
しょうを加えて味付けし、バットに出
して粗熱をとる。
❸油揚げは菜箸を押し転がし、3辺
に切り込みを入れ、開いて正方形

に広げてスライスチーズを奥側に
のせる。手前に②の1/4量をのせ、
手前からくるりと包むように巻く。
❹フライパンを熱し、③の巻き終わ
りを下にして、巻き終わりがくっつ
いたら転がしながら焼く。
❺④を食べやすい大きさに切り、ミ
ニトマトを添える。

調理時間　約20分
（1人分）　エネルギー189kcal	／	塩分	1.0ｇ	／	カルシウム	197mg

健康レシピ健康レシピ

野菜とチーズの野菜とチーズの
油揚げ巻き油揚げ巻き
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