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特別定額給付金の支給／若者定住支援

まちの話題
4月17日

総務課（行政管理） （有）2-2001 （電）48-8120 （Ｆ）48-0157

や

特別定額給付金の申請受付をしています

ま

ぐ

ち

だ

い

き

山口大希さんが富士スカウト章を受章
4月17日に、富士スカウト章を受

チャースカウト世代（高校生世代）に

5月上旬に特別定額給付金申請書を世帯主の方あてに送らせていただいております。

章された山口大希さん（18）が表敬

おいて最高位のスカウトに与えられ

特別定額給付金の給付対象者は、令和2年4月27日の基準日において多賀町の住民基本台帳に記録されている方

訪問されました。富士スカウト章と

る章であり、全体の約1％のスカウト

になります。

は、ボーイスカウト日本連盟のベン

しか受章していないものです。

■給
■申

付
請

期 限

■申
■申

額

請
請

先
方 法

今回、
富士スカ

1人10万円
8月11日（月）
総務課

特別定額給付金係

郵送またはオンライン

※特別定額給付金の受給権者は、基準日現在での世帯主の方です。

郵送の場合

オンラインの場合

返信用封筒に同封するもの
○申請書（世帯主）

マイナンバーカードをお持ちの
○口座確認書類

本人とわかる証明書、運転免許

金融機関名、店名、口座番号、口

証 、パスポート、マイ ナンバ ー

座名義人（カナ）が分かる通帳や

カードなどの写し

キャッシュカードの写し

方は、
「ぴったりサービス」の画面か
ら申請をすることができます。
ぴったりサービスURL
https://app.oss.myna.go.jp/
Application/search

▲受章された山口大希さん

上下関係や礼儀などを学びました。

1922年に設立

班長を任されることも多かったの

されたボーイス

で、
リーダーシップも培えました。
富士スカウト章は最高位のもの。非

目、滋賀県連盟

常に名誉なことだと思っています。

では28番目、多

受章したことに恥じないように、
こ

賀町民では初と

れからもボーイスカウトとしてレベ

なります。

ルアップしていきたいです。

5月19日

キリンビール㈱滋賀工場からお菓子を寄贈していただきました
５月１９日にキリンビール㈱滋賀工

フレット」
１８枚入りを

場からお菓子を寄贈していただきま

１０箱 、
「 ビ ー ルクッ

令和2年度多賀町若者定住支援事業の申請を受け付けています！

自宅待機を余儀なくされ自由に過ご
すことができず、ストレスを感じてい

５０箱です。これらは

多賀町では、住宅の新築や親世代との多世代同居により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、取得され

るであろう子どもたちに笑顔を届け

工場見学用のお菓子

た住宅に課税される固定資産税相当額（家屋分のみ）
を3年間助成します。申請は毎年度必要になり、申請期限を過ぎた場

たいという思いから、今回キリンビー

であり、ふだん店頭で

合は当該年度分の助成を受けられませんので、必ず期限内に申請をお済ませください。

ル㈱滋賀工場様がお菓子を寄贈して

は買えないものです。

くださいました。

寄 贈されたお菓 子

寄贈していただいたお菓子は、
「キ

は多賀町の放課後

• 令和2年度から新たに固定資産税

• 令和元年度から固定資産税を課

• 平成30年度から固定資産税を課

リン工場限定亀田の柿の種チーズ

児 童クラブ へ 贈られ

を課税された住宅（新規申請分、令

税された住宅（2年目申請分、平成

税された住宅（3年目申請分、平成

味」
５０袋入りを３２箱、
「一番搾りゴー

ます。

和元年1月2日から令和2年1月1

30年1月2日から平成31年1月1

29年1月2日から平成30年1月1

日の間に取得された住宅）

日の間に取得された住宅）

――受章に関して

の中で3985番

キー＆ホワイトチョコ

日の間に取得された住宅）

知り合いからの誘いで始めました。
――活動を通して何を学んだ？

れた山口さんは、

レート」１５枚 入りを

令和2年度分助成金の対象住宅（家屋）

――始めたきっかけは？

団体行動する中で、
メンバー同士の

した。新型コロナウイルスの影響で、

企画課 （有）48-2018 （電）48-0157 （Ｆ）48-0157

小学校1年生からです。

ウト章を受章さ

カウト日本連盟

■支給（振込）予定 随時振込

――ボーイスカウトはいつから始めた？

▲多賀町の放課後児童クラブへ贈られます

令和2年度分助成金の申請について
割増助成があります。

1年間分の固定資産税

税される固定資産税相当額（新

を完納していただいた日から令

築軽減適用後の額）を3年間助

和3年3月31日まで

成します。ただし、1年あたり10

要書類を添え、申請してくださ

※期別納付の方は4期分まで納付

万円を上限とします。また、対象

い。

いただいてからの申請となりま

住宅の工事を町内建築業者が元

※申請書等の様式については、企

す。

請けでおこなったときは1年目

画課窓口または多賀町のホーム

の申請時に限り、別途10万円の

ページから入手いただけます。

■申請期間

■助成額

対象住宅（家屋のみ）
に課

広報たが 2020年6月号
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■申請方法

企画課（庁舎2階）へ必

▲キリン工場限定亀田の柿の種チーズ味

▲一番搾りゴーフレット／ビールクッキー＆ホワイトチョコレート
広報たが 2020年6月号
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多賀町の補助・助成制度

多賀町の補助・助成制度
地域整備課 （有）
２-２５８３ （電）
４８-８１２５

多賀町における主な補助・助成制度
各制度にはその他要件がありますので、詳しい内容については各課へお問い合わせください。
企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２
運転免許自主返納支援制度
若者新築等住宅取得支援事業
若者世帯多世代同居支援事業
運転免許を自主返納された方へ、
９千円分 平成２３年１月２日から令和２年１月１日の期間に取得された住宅が対象。
相当の愛のりタクシーまたはバスの回数券 住宅を新築または購入した若者に対する 多世代同居をするために住宅を新築・増
を交付。申請期間は、
返納日から１年以内。 助成金制度。住宅に課税される固定資産税 築・建替えをおこなった若者世帯、または
相当額を助成。
その親世帯に対する助成金制度。住宅に課
税される固定資産税相当額を助成。
■上限 １０万円／年（３年間）
■上限 １０万円／年（３年間）
木造耐震診断員派遣事業
木造住宅耐震改修等事業費補助金
空き家改修費補助金
昭和５６年以前の木造住宅を耐震診断す 耐震診断の結果、上部構造評点が０．
７未満 空き家・空き地情報バンクに登録された空
る診断員を無料で派遣。主に目視による診 と診断された昭和５６年５月以前の木造住 き家を購入し、移住・定住する方が、購入し
断。
宅を０．
７以上に引き上げる耐震改修工事を た空き家の改修工事をおこなう場合の費
耐震診断により耐震性不十分と診断され おこなう場合の費用を補助。
（別途、割増補 用を補助。
た場合、耐震診断員が、耐震改修の補強案 助あり）
を作成し、
その概算額を算出。
■補助率 １／２
■上限 ８０万円
■補助率 １／２
■上限 ５０万円
※若者世帯の場合、上限１００万円
民間建築物吹付けアスベスト含有調査奨励金
空き家住宅等除却支援事業補助金
耐震シェルター普及事業費補助金
耐震シェルターや防災ベッドを購入する費 住宅・建築物における吹付けアスベスト含 周囲に悪影響を及ぼす空き家となっている
用の一部を補助。
有調査をおこなう場合の費用を補助。
住宅を除却する場合の費用を補助。
■上限 ２０万円
■上限 ２５万円
■補助率 １／２
■上限 ５０万円

高齢者小規模住宅改造事業補助金
在宅重度障害者住宅改造補助費
障害者自動車ガソリン費補助事業
高齢者の排せつ、入浴、移動などを容易に 在宅重度障がいの方が住宅改修をおこな 障がいのある方が所有し運転する自動車
するための住宅改修の経費を補助。
う場合の経費を補助。
のガソリン費の一部を補助。
■上限 ３３万３千円 ■補助率 ２／３
■上限 ４６万６千円
■補助率 ２／３
自動車訓練費助成金
自動車改造費助成金（介護用改造分）
日常生活用具給付事業
身体に障がいがある方の免許取得にかか 身体障がいの方が運転する自動車を改造 在宅重度障がいの方が日常生活用具を購
る経費を助成。
する経費を助成。
入する経費の一部を助成。
■補助率 ２／３
■上限 １０万円
■上限 １０万円
在宅障害児通学援助費
腎臓機能障害者通院費補助金
多賀町出産奨励祝金
自宅から通学する障がいのある児童の通 人工透析法を必要とする人が、愛のりタク ３人目以降の子を出産し、養育している方
学にかかる経費を助成。
シーの停留所がない医療機関に通院する への祝い金。
ためにかかるタクシー費用を助成。
■祝金 ３人目
…  ５万円
４人目以降…１０万円

育児支援助成金
特定不妊治療費助成金
多賀町風しん予防接種費用助成金
満２歳に達するまでの子を養育している方 特定不妊治療に必要な経費を助成。
妊娠を希望する女性等を対象に、風しんに
に、育児に必要な紙オムツ・粉ミルクの購
対する十分な免疫を持っていない方に対
入費用を助成。
する風しん予防接種にかかる費用を助成。
■上限 購入費用の月額２千円
■上限 １０万円（年齢・回数制限あり） ■助成率 １／２
■上限 ５千円
人工授精費用助成金
人工授精にかかる費用の一部を助成。
（年齢・回数制限あり）
ピロリ菌検査費用助成金

広報たが 2020年6月号
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産業環境課 （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７
農業用ビニールパイプハウス類設置等
事業補助金
農作物の栽培の場と生きがいを守るため、町内商業の賑わいを創出するため、町内の 野菜等の生産振興および事業の担い手育
耕作地等に設置する獣害防護柵の設置等 商店が店のしつらえ、迎客装置の設置、新 成のため、
出荷用の施設野菜等の栽培に取
に要する経費の一部を補助。
規開業をおこなう場合の経費の一部を補 り組む農業者・団体に対して、パイプハウ
助。
スを設置する経費の一部を補助。
■上限 ２万５千円（６５歳以上の方を含 ■補助率・上限 事業によって異なる
■補助率 建設資材費の１／４
み構成されている世帯、
６５歳以上の一人
■上限 ５０万円
暮らしの方の世帯は上限５万円）
小規模農地獣害対策事業補助金

がんばる商店応援補助金

住宅リフォーム補助金
農業次世代人材投資事業
多賀町産木材利用住宅促進事業
町内の業者を利用しておこなう住宅のリ 町内に居住する50歳未満の方が新たに就 多賀町産の木材を利用して町内に住宅を
フォームにかかる費用を補助。
農する際、
今後、
就農で生計が成り立つよう 新築する方に対する助成。
支援。
■補助率 ５０万円以上の経費に対して１割補助 ■上限 １５０万円／年（最長５年間。前年 ■助成額 多賀町産木材購入費の２／３
■上限 ２０万円
の所得に応じて給付金額の変動あり）
■上限 １００万円
木質バイオマス燃焼機器購入促進事業

多賀町お食い初めセット給付事業

町内に居住または事務所を有する方が、ペレットストーブまたは 多賀町で出生した乳児を対象に、多賀町産材を利用したお食い
薪ストーブ等を購入設置する際に、
経費の一部を助成。
初めセットを贈呈。

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

■助成額 町内への送迎…月額１千７百円
町外への送迎…月額４千円

合併処理浄化槽設置事業補助金
合併処理浄化槽維持管理事業補助金
多賀町飲料水安定確保対策事業補助金
家庭において、合併処理浄化槽を設置する 家庭において、合併処理浄化槽を設置後維 水道施設の整備が困難であるとした地域
経費の一部を補助。
持管理する経費を補助。
において、飲料水確保のための浄水装置を
設置する方に対して、浄水装置設置費の一
部を補助。
■上限 ３～５万円 ■補助率 １／２
■上限 ５０万円
■上限 ６０～１００万円（５～１０人槽） ■補助率 １／２
１人槽あたり９万円を乗じた額（１１～５０人槽）

妊婦健康診査費用助成金
前立腺がん検査費用助成金
妊婦健康診査にかかる費用を助成。
（ 診査 節目年齢の方に対する前立腺がん検査費
回数により助成上限額が変わります）
用の一部を助成。
■助成額 １千円
４０歳以上の方に対するピロリ菌の検査費用の一部を助成。
■助成額 ２千円

■補助率 １／６

■上限 ５万円

■対象者 福祉医療費受給券
（乳幼児）の交付を受けた者
■内容 茶碗、
汁椀、
平皿、
盆、杓文字の5点セット

税務住民課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３

人間ドック・脳ドック健診費用助成制度
子育て応援医療費助成
多賀町国民健康保険の被保険者を対象に、人 町内在住の小中学生の医療費
間ドック・脳ドック健診費用の一部を助成。毎年 自己負担分を全額助成。
４月申請受付。
■補助率 １／２
■上限 なし
■上限 ２万円（日帰り・宿泊ともに）

多賀町育英資金制度
経済的な理由により、高等学校・大学等の就学
に必要な費用の負担が困難な場合に、自己負
担経費の一部を補助。
■補助額 高校生・高等専門学校生 …７千円／月
専門学校生・大学生等 …１万４千円／月

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３
就学援助制度
特別支援教育就学奨励費補助金
経済的な理由により、
負担が困難な小中学校の就学に必要な費用 特別支援学級に在籍している児童・生徒の経済的な負担を軽減
（学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等・郊外活 するため、
学用品購入費や学校給食費などの一部を援助。
動費・修学旅行費・学校給食費）
の一部を補助。
■補助率・上限 科目によって異なる
■補助率・上限 科目によって異なる

生涯学習課 （有）
３-３７４６ （電）
４８-８１３０
体育・スポーツ大会出場激励金
各種の体育・スポーツ大会に出場する町内に在住する個人・町内に所在の団体に対して、
激励金を交付。
■支給額 ３千円～１０万円
広報たが 2020年6月号
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胃がん検診

学校支援ボランティアだより／農業委員会だより

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8155 （Ｆ）48-8143

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

胃がん検診（胃内視鏡検査）について

学校支援ボランティアだより

6月より、50歳以上で偶数年齢（令和3年3月31日時点）の方を対象に、胃がん検診（胃内視鏡検査）の申込受付を開始
予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間検診を中止することになりました。開始時期が決定しま
したら、お知らせします。

学校支援ボランティアとは、
できる人が・できるときに・できることを、経験や知識を活かし、子ども・教員・地域の連携
により、
よりよい学校・園づくりをおこなう活動です。
（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する活動もありますのでご了承願います。）

胃がん検診（胃バリウム検査）につきましては、下記日程で実施予定です

園庭でのあそび・園外への散歩を紹介します！（大滝たきのみやこども園）

定期的に「がん検診」を受けて、体の異常を示すサイン

その他、多賀町では、肺がん・大腸がん・胃がん（胃バリ

を早期に見つけ出すことは、
「がん」から命を守るために、
と

ウム検査）
・乳がん・子宮頸がん検診も、実施を予定してい

園当初から「自然保育」を取り入れ、

ても重要です。早期発見があなたの命を守ります！

ます。

戸外で遊ぶ中で、
自ら試し、考え、失敗

大滝たきのみやこども園では、開

や成功を繰り返して、知恵や知識を身

健（検）診の日程が変更になっています。5月・6月・7月の健（検）診はありません。

につけていけるような保育に取り組
んでいます。

新型コロナウイルス感染症の県内での流行状況を考慮し、通常より、人数を減らして受付しています。

9月の総合検診、がん検診は定員となりましたので、受け付けを終了しました。

遊歩道での「春みつけ」、のこぎり
を使っての「家づくり」、山道や川探検

◎特定（特定健診）…国民健康保険加入者40歳以上の方の健診
◎スマート
（スマート健診）…20歳〜39歳の方の健診

など子どもたちにとって毎日が発見
の連続です。
子どもたちと一緒に散歩してくだ

総合検診
受付時間

特定・
スマート・肝炎

胃がん

大腸がん

肺がん

乳がん

子宮
頸がん

○

○

○

○

○

○

6日㈰
9日㈬

9:00〜11:00

21日㈪

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

会場

総合福祉
保健センター

▲みんなの家づくり

▲雨の高取山でジュース・お団子づくり

検診日
25日㈬
30日㈪

など、
ご協力いただける方をお待ちし
ています。
※活動は基本的には毎日で、必ず保
育士が付き添いますので安心して
参加していただけます。ご自身の都
合によりご参加ください。
お気軽にお問い合わせください。

特定健診・スマート健診・肝炎ウイルス検診

11月

▲春みつけ
（つくし採り）

さる方、木工などを教えてくださる方

検診日

12月

▲川探検（カニつかみ）

受付時間

会場

9:00〜11:00

総合福祉保健センター

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

農業委員会だより
農業委員会では、農業者年金の加入推進をおこなっています。

がん検診のみ
検診日

10月

農業者年金の概要は次のとおりです。安心で豊かな老後を送るためにも農業
受付時間

2日㈮
21日㈬

9:00〜11:00

胃がん

大腸がん

肺がん

乳がん

子宮
頸がん

○

○

○

ー

ー

○

○

○

○

○

会場
総合福祉
保健センター

新型コロナウイルス感染症の発生状況により、再度、健
（検）
診の延期も考えられます。
何とぞご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ

福祉保健課 （多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」）
（電）48-8115 （有）2-2021

広報たが 2020年6月号
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者年金にご加入ください。

加入要件

令和2年第5回農業委員会
総会のお知らせ

次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

■日時

6月10日（水） 13:30〜

①国民年金第1号被保険者
（国民年金保険料納付免除者を除く）

■場所

役場2階

②年間60日以上農業に従事

※農地転用等の申請受付期限は、

③60歳未満
①女 性に優しい……夫婦でもそれぞれが単独で加入できます。家族
経営協定で保険料の補助が受けられます。
メ リ ッ ト ②若年層には手厚い政策支援
（保険料補助）
③税制面での大きな優遇……確定申告時に、支払った保険料の全額
が社会保険料控除の対象となります。

大会議室

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。

詳しくは、https://www.nounen.go.jpでご確認ください。
広報たが 2020年6月号
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ねんきん／児童手当現況届／民児協だより

公民館だより

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

中央公民館 （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

日本年金機構

中央公民館カレンダー（■
■…休館日 ○……祝日）

彦根年金事務所

国民年金課 （電）23-1114

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和2年4月分から令和3年3月分までの国民年金保険

促をおこない、指定された期限までに納付がない場合は、

6月
日

7月
月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

料は、月額16,540円です。保険料は、日本年金機構から

延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方（※）の財

送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエ

産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

ンスストアで納めることができます。また、
クレジットカード

いします。

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22





25

28

29

30

26

27

28

29

30

31

による納付やインターネット等を利用しての納付、そして

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険
料が免除・猶予される制度がありますので、年金事務所ま

便利でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに

たは税務住民課の窓口へご相談いただくようお願いしま

納めていただけない方に対して、電話・文書・訪問により

す。

早期に納めていただくよう案内をおこなっています。

※納付義務のある方とは、被保険者本人、連帯して納付す

未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督

る義務を負う配偶者および世帯主です。

中央公民館「多賀結いの森」に遊歩道が完成しました！
4月に駐車場が完成し、中央公民館「多賀結いの森」の敷

忘れないで！ 6月は児童手当の現況届を提出する月です
児童手当・特例給付を受給している方は、
毎年6月に
「児
童手当・特例給付現況届」
を提出する必要があります。
現況届は、
毎年6月1日の世帯状況を確認し、
引き続き受
給資格があるかどうか確認するためのものです。

1周約 450m

グの周回コースなどにご利用ください。

徒歩約 6分

身体を動かした後は、公民館内のフリースペースで一息

比較的平坦なコースですが、のどかな田園風景や多賀

ついたり、児童室「きらら」でゆっくり過ごすこともできま

なっても届かない場合は、
福

の山並み、芹川の川音など変化にとんだ風景が楽しめま

す。多賀結いの森にお越しの際は、ぜひこの遊歩道もご利

祉保健課へご連絡ください。

す。また、疲れたら休憩ができるベンチや縁側もあるので、

用ください。

なお、現況届の提出がな
い場合は、
6月分以降の児童

対象の方には、
現況届を事前に郵送しますので、
必要書類

手当が受給できなくなりま

を添付して6月30日（火）までに福祉保健課へ提出してくだ

すので、
くれぐれもご注意く

さい。
「児童手当・特例給付 現況届」の用紙が、
6月中旬に

ださい。

民児協だより

健康づくりや親子連れでのお散歩コースに、
またジョギン

地を一周できる遊歩道が整備されました。

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

無理なく自分のペースに合わせて楽しんでいただけます。

多賀の山並みを眺めながら

民生委員・児童委員 〜支えあう 住みよい社会 地域から〜

休憩ポイント１
芝生スペースにあ
るベンチや縁側で
ひと休み。
春には桜が満開！

田園風景を楽しみながら

「これからももっと」
私は、民生委員・児童委員をお受けしたばかりの新米で
す。この半年余りで感じたことを書かせていただきます。
私が学生時代、今からもう半世紀近くも前になります。

した。その時の皆さんの明るい顔、元気な声、笑いに満ち
た会場、
こんな場面を数多く見ることができたことは、私に
とってすばらしい体験でした。

学校行事の一環として、一度だけですが障がい児施設を訪

これは、私が50年近く前に体験してから、いろいろと法

ねる体験をしました。その時に、何をお手伝いしたのかまっ

律が整い、社会の意識が変化したりと、さまざまな努力が

たく思い出せませんが、ひとつだけ印象に残っていること

なされてきたことの結果だと思います。これらにさらに新

があります。それは、
どの場面も背景がモノトーンに感じた

たな知恵や思いが加わり、互いが活かされ、
もっともっと明

のです。先生や子どもたちがいても……。それが、当時の

るい色の大きな輪が広がっていくことを願います。

世間とのギャップの示した色だったのかと今、思いました。
そして昨年、私の民生委員・児童委員として初の大仕

そのために、
これからも皆さんのご理解、
ご協力をよろし
くお願いします。

事、杉の子作業所のクリスマス会に参加させていただきま

休憩ポイント２
縁側スペースでひと
休み。芹川からの涼
しい風が心地いい！

芹川の川音を聞きながら

『多賀町子ども・子育て応援プラン2020』
に関するお詫びと訂正
令和2年3月に作成し配付しました
『多賀町子ども・子育て応援プラン2020
【概要版】』
の記載内容に誤りがありました。以下のとおり訂正し、
お詫び申しあげます。
【該当箇所】5ページ 基本目標Ⅱ ①（2） 〈誤〉食育の推 → 〈正〉食育の推進
広報たが 2020年6月号

8

広報たが 2020年6月号

9

図書館

博物館／おしらせ

多賀町立図書館 （有）2-1142 （電）48-1142 （Ｆ）48-1142

多賀町立博物館 （有）2-2077 （電）48-2077 （Ｆ）48-8055

図書館カレンダー（■
■…休館日） ※延長開館は中止となりました

6月
日

館内で昆虫の調査！？

7月
木

金

土

博物館には、さく葉標本（押し葉）や昆虫、鳥類・哺乳類

1

2

3

4

7

8

9

10

11

の剥製、仏像、古文書など多種多様な標本や資料が保管さ

貴重な標本・資料をいつまでも守り残してゆくためにおこな

13

14

15

16

17

18

れています。これらは、温度や湿度の変化で劣化したり、
カ

う、
言うなれば博物館の健康診断のような調査なのです。

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※6月25日（木）は月末整理休館日です

加えるカビや害虫が進入していないかどうかを確認します。

水

月

日

月

火

※7月30日（木）は特別開館します。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、各種変更・中止の場合があります。

ビや害虫によるダメージを受ける恐れがあることから、さ
まざまな対策を取りながら慎重に管理されています。
6月に入りさまざまな生き物たちが活発に活動する時期
を迎えると、博物館の標本・資料にカビや害虫たちの魔の
手が伸びる危険性も高くなります。そんなカビや害虫を防
ぐためにおこなっているのが、文化財虫菌害モニタリング

お知らせ
出延長は1回のみで、延長申請日から1週間延長されま

中止のお知らせ

す。ただし、次の予約が入っている資料や、返却期限日が

下記事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、中止となりました。どうぞご理解いただきますよ
う、
お願いします。
①6月の「おはなしのじかん」 ②6月の「映画会」

過ぎた資料は延長できません。）
登録方法

調査です。
博物館の調査といえば野山で生き物たちを追いかけて
いるイメージが強いかもしれませんが、
このモニタリング調
査で調べるのは建物内に潜んでいる数㎜以下の小さな昆

多賀町立図書館ホームページ→「本を探す」→「利用紹

虫や部屋の中を漂うカビの胞子たち。粘着性の害虫捕獲ト

介」→「新規パスワード登録」

ラップやカビを培養する特殊な培地で、
標本・資料に危害を

▲害虫捕獲トラップを設置しています

もしくは図書館カウンターでお申し出ください。

インターネット利用登録をすると、
とっても便利です

ご不明な点がありましたら、多賀町立図書館 （電）481142（有）2-1142まで、
お気軽にお問い合わせください。

図書館の「利用カード」をお持ちの方が、
メールアドレス

●滋賀県からのお知らせ
お知らせ

とともに、人と人との接触機会を減

滋賀県では、新型コロナウイルス

を改めて感じたりしながら健康増進

とができます。

感染拡大を予防する新しい生活様式

（＝免疫力の向上）につなげましょ

①貸出中の資料の予約ができます。
（15点まで。
うちビデ

として、
「滋賀らしい生活三方よし」を

う。
（遊びに行くなら屋内より屋外）

• 毎日、一人暮らしの方に、滋賀県の

• プ レ ゼ ント は「 こ こ 滋 賀 ショッ

感染情報を電話で伝えることで、感

取り組み例

ピ ン グ サ イト 」
（https://

染情報の共有をはかるとともに、孤

• 自転車で自然に親しんだり、地元

cocoshigashop.jp/）を使って、

立を防ぎましょう。
（地域の感染状

滋賀の産品のすばらしさを伝える

況に注意する）

を登録していただくと、図書館ホームページから、
こんなこ

オ・DVDは2点のみ）

推奨しています。

②今、借りている資料の冊数・タイトル・返却期限日が確
認できます。
③予約の資料が準備できたとき、
メールで通知を受け取れ

の歴史文化を訪問し、滋賀の魅力

らしましょう。
（通販も利用）

ます。
④今、借りている資料の返却期限日の延長ができます。
（貸
移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
※6月から第1水曜日の巡回場所に「多賀結いの森（駐車場）」が加わりました。
6月

7月

図書館
出発

巡回場所・駐車時間

3日

1日

13:00

多賀清流の里
（玄関前）
13:30〜14:00

Aコース
（大滝方面） 4日
第1木曜日

2日

12:30

大滝小学校
（わたり廊下）
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） 10日 8日
第2水曜日

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

第1水曜日

多賀結いの森
（駐車場）
14:10〜14:40

ふれあいの郷
（ふれあいの郷前駐車場）
15:00〜15:30

•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。
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おしらせ

おしらせ

●障害年金に関する無料相談会
お知らせ

滋賀県社会保険労務士会に所属す

お知らせ

■申込方法

ません

なるべく事前に電話ま

たはファックスでの予約をお願い

る社会保険労務士による障害年金に

■費用

関する無料の相談会を開催します。

■申込期間 6月1日（月）〜7月6日（月）

します。当日受付もおこなってい

■日時 7月7日（火）

■持ち物

ます。

彦根市小泉町648番地3
多賀町民、多賀町にお勤め
先着順。人数に制限はあり

●

いて、消毒用アルコールを使用する

アルコールを使用する機会が増えて

• アルコールから発生する可燃性蒸

場合、次に示す火災予防上の一般的

気は、空気より重く、低いところに

な注意事項に十分注意の上、安全に

の物性として、次の特徴があります。

たまりやすい。

取り扱ってください。

火災予防上の一般的な注意事項

（Ｆ）077-526-1800

☆ 消毒用アルコールを使用するときは、

います。

火気の近くで使用しないようにしましょう。

詳しい情報はこちらから「www.
tenken-seibi.com」

行させることの両方が法律により禁じ

まな部品等が販売されています。

令の交付を受けたり、罰金等の対象

で情報をお寄せください。

となることとなります。

お問い合わせ

不正改造車を見かけたら、下記ま

切な灯火器および回転灯等の取り付

国土交通省では、これら不正改造

け、②運転者席・助手席の窓ガラス

を排除し、車両の安全確保および環

（電）077-585-7252

への着色フィルムの貼付け、③タイ

境保全を図るため、関係省庁、自動車

（国土交通省近畿運輸局滋賀運輸

ヤ、
ホイールの車体（フェンダー）外へ

関係団体等と協力して、
「不正改造車

のはみ出し、④基準外ウィング
（エア・

を排除する運動」を全国的に展開し

スポイラ）の取り付け、⑤マフラーの

ており、滋賀運輸支局では、6月を強

切断・取外しまたは基準不適合マフ

化月間として重点的な取り組みをお

ラーの装着等の不正改造を施された

こなっております。
皆さんもぜひ、この機会に不正改

心を脅かしていることが問題となって

造についての認識を深めていただ

おります。

き、
不正改造は絶対におこなわないよ

これら不正改造については、改造を

迷惑黒煙・不正改造車情報提供窓口

支局検査・整備・保安部門）

の通り実施します。
事務、技術、農業、農

業土木、
林業
■受験資格

たは中等教育学校を卒業する見
込みの者。

②人事院が①に掲げる者に準ずると
認める者。
■申込受付期間
◎インターネット 6月22日（月）

■受験案内

5月8日（金）からホーム

ページに掲載します。

こなうことはさけましょう。

saiyo.html）
お問い合わせ

ネット申し込みをしてください。

〒553-8513

2021年3月までに高等学校ま

また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧をお

（https://www.jinji.go.jp/saiyo/

高等学校または中等教育学校を

■試験地

ださい。

「国家公務員試験採用情報NAVI」

人事院近畿事務局

2年を経過していない者および

場所は避けましょう。

ましょう。

〜7月1日（水） ※原則、
インター
■第1次試験日 9月6日（日）

衝撃を与えることのないように気をつけてく

通気性の良い場所や換気がおこなわれている場所でおこない

①2020年4月1日において、
卒業した日の翌日から起算して

☆ 消毒用アルコールの容器を落下させたり、

場所は、直射日光が当たる場所や高温となる

アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、

お知らせ

人事院では、2020年度国家公務

☆ 消毒用アルコールの容器を設置・保管する

☆ 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、

うにしましょう。

●2020年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）日程等
員採用一般職試験（高卒者試験）
を次

漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。
火気厳禁 などの注意事項を記載してください。

実施すること、改造された自動車を走

車両が存在し、国民生活の安全・安

☆ 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、
また、詰め替えた容器に 消毒用アルコール や

られており、
これに違反すると整備命
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• 火気に近づけると引火しやすい。

いますが、一般に消毒用アルコール

道具としても認識されており、さまざ
しかしながら、①灯火の色が不適

このため、
ご家庭や事業所などにお

に伴い、手指の消毒等のため、消毒用

（電）077-526-3760

• 何も資格がなくても相談はでき

アルコールの火災予防上の特徴

障害年金相談チーム

手段となっているのみならず、娯楽の

広報たが 2020年6月号

新型コロナウィルス感染症の発生

まわりのみんなが迷惑！ 』

自動車は、生活に欠かせない移動

■試験の区分

消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

滋賀県社会保険労務士会

ます。匿名の相談も受け付けて

の方および近隣の皆さん等

お知らせ『不正改造は犯罪！

• 年金手帳、ねんきん定期便等年
金の記録がわかるもの

（電）26-7272

■定員

お問い合わせ・お申し込み

がわかるもの

■場所 ひこね燦ぱれす

■対象

無料

• 障害年金手帳等、お身体の状態

10:00〜15:00

●犬上分署からのお知らせ

試験第二係

大阪市福島区福

島1-1-60 （電）06-4796-2191

京都市、大阪市、神戸市、

奈良市、和歌山市
広報たが 2020年6月号
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相談・健診・ひろばの案内

保健業務／広場の案内／子どものけんこう

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ

（表記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

す

く す

く 相

談

７月２１日（火）

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています。
１０:００～１１:００
※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。

（表記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４ カ

月

児

健

診

７月 ６日（月）

１３:１５～１３:３０ Ｒ２年２月生まれの乳児

１ ０ カ 月 児 健 診

７月 ６日（月）

１３:３０～１３:４５ Ｒ２年８月生まれの乳児

１歳６カ 月 児 健 診

７月 １日（水）

１３:３０～１３:４５ Ｈ３０年１１・１２月生まれの幼児

７ ～ ８ カ 月
離
乳
食
教

７月２１日（火）

９:５０～１０:００ Ｈ３０年１１・１２月生まれの乳児

児
室

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
☆２歳６カ月児健診・３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7月 多賀町し尿収集カレンダー
午
前
集
落
２日（木）萱原①・川相①
７日（火）一円①②・木曽①②
９日（木）久徳①②・栗栖①②・猿木②
１３日（月）大君ケ畑①・南後谷①③・佐目①・四手②
１４日（火）富之尾①・敏満寺①②
１５日（水）多賀①②
１６日（木）大杉③・仏ケ後③
２１日（火）月之木①②・土田①②・中川原①
２７日（月）佐目②
２８日（火）一ノ瀬①②・藤瀬①③
２９日（水）大君ケ畑①②③
３０日（木）佐目③
３１日（金）川相③・小原①③・敏満寺①

日（曜日）

多賀子育て支援センター
（多賀町福祉保健センターふれあいの郷内）
／多賀町子ども・家庭応援センター主催
（有）2-8137 （電）48-8137

①

⑥

〈ひろばの案内〉
わくわくランドで 遊 ぼう 月曜日～金曜日

９:００～１２:００

⑦

②

子ども同士が遊んだり、親同士が語りあった
りする場としてご利用ください

⑨

登

③

録
制

ぺんぎん広場(１歳児) ※６月は、通常通りの開館を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、登録制広場とおはなしポケットは中止させていただ
きます。
こあら 広 場 (０歳 児 )

④

⑩

お は な し ポ ケ ット
※新規で広場の登録ご希望の方は、上記までご連絡ください。
※登録申請書は、福祉保健センター窓口、子ども・家庭応援センターにあります。

⑤

｜子｜ど｜も｜の｜け｜ん｜こ｜う｜
電子メディア漬けの予防は乳幼児から！
親も子どもも電子メディア漬けになってい

☆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。

広報たが 2020年6月号
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問題

文字を並び替えてできる言葉をお

①コーヒーを淹 れる職 人 。バ○ ○
○
②光を遮るために、吊り下げて使用
する布製の家具
③花鳥○○○○
④度量が大きいこと。気前がいいこ
と。
⑤「WC」という表記もされますね。
タテのカギ
③納得せず、不満に思うこと。
⑥ 山 口さんが受 章したのは、富 士
○○○○章
⑦標的
⑧韓国の大統領。○○・ジェイン
⑨それまであった制度をやめるこ
と。
⑩雹は5㎜以上の氷粒。あ○○は5
㎜以下の氷粒

タブレット、電子ゲームなどの電子映像メ

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

FAXの場合

いやり、体力・運動能力を育てるには、直接

ディア機器を指します。

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

有線FAX

ださい。有線FAX・多賀町ホームページの回答フォームから

NTTFAX

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

①2歳までの電子メディア等の視聴は控えま
しょう。
めましょう。
③すべての電子メディアに接触する総時間
を制限することが重要です。1日2時間ま

でを目安と考えましょう。
④子ども部屋には、テレビ・パソコン・タブ
レット等を置かないようにしましょう。
⑤保護者と子どもで電子メディアを上手に
利用するルールを作りましょう。

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。

②

④

⑤

ヨ ウ
ビ ン
ド
ロ ウ
ゴ

⑦

⑧

③

⑩

テ イ
ゼ
カ ン
ト
リ ツ
⑨

⑪

⑥

「リヨウゼン（霊仙）」でした
4月号の応募総数は54人
正解率は100％でした！

□□□□□

くりの大切な時期。自分を信じるきもちや思

◎5つの提言 〜日本小児科医会〜

キ
カ
ン
シ
ヤ

①

ヒント : 梅雨の時期の生き物

※電子メディアとは、テレビ、DVD、スマホ、

答えください。

先月号の答え

ヨコのカギ

ませんか？ 子ども期は心とからだの基礎づ

②授乳中、食事中の電子メディアの視聴はや
福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

的に人と物に関わることが欠かせません。

クロスワードを回答して、二重枠の

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。

クロスワード

⑧

１３:００～１４:００ 子育て相談

きりん・にじ広 場
( ２ 、３ 歳 児 )

なっています。
※不定期でお申し込みの方は、原則として

午
後
集
落
萱原①・川相①
一円①②・木曽①②
久徳①②・栗栖①②・猿木②
大君ケ畑①・南後谷①③・佐目①・四手②
富之尾①・敏満寺①②
多賀①②
不定期
月之木①②・土田①②・中川原①
不定期
一ノ瀬①②・藤瀬①③
大君ケ畑①②③
佐目③
川相③・小原①③・敏満寺①

おたのしみ

◎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。

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

2-2018
48-0157

スマホ等の場合

PCの場合

http://bit.ly/tagaquiz

クイズの解答締め切りは 6月26日（金）です。

ひとのうごき

放射線量

令和2年4月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口……… 7,641人（+15）
男性……… 3,706人（+11）
女性………… 3,935人（+4）
世帯数… 2,898世帯（+10）

出生者数…………… 12人
死亡者数……………… 7人
転入者数…………… 29人
転出者数…………… 18人

5月1日
0.06μsv/h
5月15日
0.056μsv/h

広報たが 2020年6月号
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健康レシピ

マ チ を 好きに なるア プリ

鮭と厚揚げの
みそマヨ炒め

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！
自 治 体 がもっと身 近 になる機 能 が 盛りだくさん！

フライパン1つで
簡単に調理できる献立です。

2

3

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！

ダウンロードはこちらから

材料（4人分）
生鮭………………………… 2切れ

まいたけ…………………… 160ｇ

こしょう… …………………… 少々

油 ………………………… 小さじ1

片栗粉…………………… 小さじ1

みそ……………… 大さじ1＋1/2

厚揚げ……………………… 200ｇ

マヨネーズ………………… 大さじ2

キャベツ…………………… 200ｇ

すりごま…………………… 大さじ1

作り方
❸フライパンに油を熱し、鮭を片

ふって片栗粉をまぶす。厚揚げは

面ずつ焼き、ふたをして火を通し、

半分の厚さで大きめの一口大に切

いったん皿に取り出す。

る。キャベツはざく切りにし、
まいた

❹同じフライパンで厚揚げ、キャベ

けはほぐす。

ツ、
まいたけを炒め、②を加えて調

❷みそ、マヨネーズ、すりごまを混

味し、
③をもどして混ぜ合わせる。

●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

多賀町民憲章
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。

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 ４８︲８１２２ 毎月発行

❶鮭は3〜4等分に切り、
こしょうを
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昭和53年11月10日制定

ぜ合わせておく。
調理時間

1
役立つ行政情報を
見逃さない！

広報たが
6 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

多賀町の鳥・木・花

15分

（1人分）
エネルギー 212kcal／塩分 1.0ｇ／カルシウム 179mg
管理栄養士 柴っちの

ワンポイント
アドバイス
柴田管理栄養士

ワンポイント
★魚は生魚を使いましょう。
塩魚は塩分が多く含まれます。
★減塩レシピですが、すりごまやマヨネーズの風味でお
いしく食べられます。
★栄養バランスの基本は、毎食、主食（ごはん・パン・麺）
＋主菜（肉・魚・卵・大豆製品）＋副菜（野菜・海草・
きのこ）をそろえることです。この1品で主菜（魚・大豆
製品）と副菜（野菜・きのこ）をとることができます。

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♪

ウグイス

スギ

ササユリ

スマートフォンの方へ
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

検

索

多賀町ホームページ

https://www.town.taga.lg.jp
お問い合わせに関するお知らせ
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 ドローンで撮影した水田
風景です。上空から見ると新鮮ですね。
■編集後記

新型コロナウイルス対策

のための非常事態宣言が解除されまし

ます。

こ

「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。

「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

ですが、一歩ずつ進んでいることを感じ

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

たね。今までの日常に戻ることはまだ先

