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聖火リレーがやってきました！

ごみゼロ清掃活動／野球・ソフト大会

Hope Lights Our Way

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

「ごみゼロ清掃活動」が実施されました
日と位置づけ、美しいまち「たが」の

散乱防止のため、美化活動の積極的

ます。

▲清掃活動のようす

▲回収されたごみ

動を実施していただきました。総勢
1,118人のご参加をいただき、合計
650kgのごみを回収することができ
ました。
ご参加いただいた皆さん、ありがと
うございました。

不法投棄は犯罪です

5月28日、多賀町で東京2020オリンピッ

うえ

だ

たか

し

いま

い

さ

よ

こ

4人目の今井彩容子さん、
5
目の上田崇司さん、
さ と

み あつし

こ

い

ど

よし みつ

多賀町では、空き缶、ペットボトルな

となる犯罪です。ごみを違法に捨てた

どのポイ捨てごみや不法投棄ごみの

者は、1000万円以下の罰金または

削減と、早期発見による不法投棄の

5年以下の懲役に処せられます。

未然防止に向けクリーンパトロール
を実施しています。
の不法投棄ごみを回収しました。ま

しの良い状況にする、定期的に見回り

た、冷蔵庫や洗濯機等の粗大ごみを

をおこなうなど不法投棄をさせない
環境づくりが不可欠です。

捨てる悪質な不法投棄も発見されて

25日に福島県を出発し、7月23日に予定され

さんと聖火がつながり、
ゴールの多賀町役場に

います。不法投棄は、警察の捜査対象

ているオリンピック開会式まで、全国859市区

届きました。

町村を約1万人の聖火ランナーによりリレーさ

聖火リレーの運営には、オリンピック組織委
員会関係者、警察、消防、町職員のほかに、
ボラ

キノピックランドをスタートし、
ゴールの長浜市

ンティアスタッフの皆さんにご協力いただきま

豊公園まで、2日間で19市町、総距離33.3㎞

した。ボランティアスタッフの皆さん、
ご協力あ

を、聖火ランナー170人で走りました。

りがとうございました。

を特定しています。不法投棄を防止
するためには、草刈りをおこない見通

人目の里見淳さん、そして6人目の小井戸善光

れています。滋賀県内は5月27日に高島市マ

多賀町では、警察と連携し投棄者

令和2年度は、年間1.8ｔの散在性

ク聖火リレーがおこなわれました。聖火は3月

▲悪質な不法投棄

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

「犬上郡軟式野球大会・
ソフトボール大会（県民体育大会予選）」が開催されました

多賀町では、
多賀大社前駅から多賀町役場ま

なお、当日のようすはNHK

6月13日に「犬上郡軟式野球大会・ソフトボール大会

繰り広げました。結果は軟式野球・ソフトボールともに多

で全長約1㎞を6人のランナーでつなぎまし

の聖火リレーライブストリーミ

（県民体育大会予選）」が多賀町民グラウンドにて開催

賀町が優勝され、郡の代表として県民体育大会に出場さ

ング特別サイトで配信されて

されました。多賀町からはオール多賀（軟式野球）、多賀町

こ

じま しん

や

た。1人目の聖火ランナー小島慎弥さんが多賀
なか つじ むつ

み

大社前駅を出発し、
2人目の中辻睦規さん、
3人

2

な取り組みをよろしくお願いいたし

事業所の皆さんに町内一斉清掃活

▲多賀町の聖火ランナーの小島慎弥さん（左）
と小井戸善光さん（右）
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今後も、地域の環境美化とごみの

実現に向け、その日を中心に各集落・

５月２８日 多賀町 聖火リレー

▲小井戸さん

5月30日をごみゼロ清掃活動の

▲「トーチキス」の瞬間

いますので、
ご覧ください。

https://nhk.jp/torch

▲多くのスタッフの方にご協力いただきました

れます。

（ソフトボール）が出場され、各町の代表チームと熱戦を

▲オール多賀（軟式野球）

▲多賀町（ソフトボール）
広報たが 2021年7月号
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ENJOY!
（多賀ささゆり保育園）

特集 総額表示が義務化されました

教育総務課 （有）2-3746 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

特集

多賀ささゆり保育園 （有）2-0204 （電）48-0204

ENJOY！ こんにちは！ 多賀ささゆり保育園です
今年度の多賀ささゆり保育園は、0歳児から5歳児のお友だち199人でスタートしました。4月は泣いていたお友だち
も、
保育園にすっかり慣れ笑顔で過ごせるようになりました。
多賀ささゆり保育園では、友だちの良さに気付き、
自分も友だちもかけがえのない大切な存在であることを感じながら、
友だちと一緒に夢中になって遊び込むことで、一人ひとりがのびのびと自己発揮し、互いに認め合い、学び合う保育を目指
しています。
（文責：成宮）

支払う金額が分かりやすく！
令 和 3 年 4 月から

総額表示が義務化
お店によって、税込・税抜の価格が混ざっていて、支払う金額がすぐに分からなかったり、価格による比較がしにくかった
りする価格の表示方法。不便を感じていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。令和3年4月1日から、総額表示が義務
付けられ、値札や広告を見ただけで、いくら払えばよいのか一目で分かるようになっています。

幼年消防隊出動！！「戸
締り用心、火の用心」月
に一度啓発活動で地域
に出かけています。

1.総額表示って何？

地域のお祭りを見に行
きました。大きなお馬さ
んにビックリ！！ 大きく
なったら乗れるかな？！

これにより、消費者はいくら支払

込価格を表示することです。本体価

えば、その商品やサービスが購入で

税込の合計金額が分かりやすく表

格の表示だけでは会計するまで実際

きるか、値札や広告を見ただけで一

示されていれば、
「 税込」という記載

に支払う金額が分かりづらいこと、お

目で分かるようになります。さらに、

はあってもなくても構いません。
「税

店によって「税抜」
「税込」が混在し同

同一商品の価格の比較も容易にな

込」の記載がなければ、その表示価格

一商品の価格の比較がしづらいこと

ります。

は税込の合計金額を意味します。

総額表示の方法は、商品やサービ

税込価格での表示が義務付けられて

スによって異なりますが、
ポイントは、

ば、
「消費税額」や「税抜価格」を併記

いました。消費税率の5％から10％

実際に支払う価格である「税込価格」

できます。

の貼替え等の事業者の事務負担に配
慮する等の観点から、平成25年10
月から令和3年3月までは、
「9,800円
（税抜価格）」
「9,800円（本体価格）」
「9,800円＋税」などの形で、税抜価
格のみの表示も認められていました

ダンゴムシをみ
んなでルーペ
を使って観察中。
「 ダン ゴ ム シっ
て足がいっぱ
い！！」いろんな
発見や驚きがあ
ります。

0歳児は月齢に合わせた離乳食をいただきま
す。先生から一口ずつていねいにお口に運んで
もらい残さず食べています！！
広報たが 2021年7月号
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おいしいおいしい給食♡
自分でスプーンやフォー
クを使い食べています。
苦手な物もお友だちと
一緒なら食べられま
す！！ いっぱい食べて大
きくなろうね！

いっぱい遊ん
で 、いっ ぱ い ご
飯を食べた後
は 、ぐっす り お
昼寝。心も体も
ゆっくり休めて
明日への意欲に
つなげます。か
わいい寝顔の子
どもたちです♡

また、税込価格が明示されていれ

もあり、平成16年4月から、
こうした

への二段階での引上げに際し、値札
手洗い、
うがい、消毒を毎日しっ
かりおこなっています。コロナ
だけでなくさまざまな感染症の
拡大防止に努めています。

が、
はっきり示されることです。

総額表示とは、消費税を含めた税

が、令和3年4月から、総額表示が再
実施されています。

3 月31日までOK
4 月 1 日からNG

総額表示義務化！

・9,800円（税抜き）
・9,800円（税抜価格）
・9,800円（税別）
・9,800円（税別価格）
・9,800円（本体）
・9,800円（本体価格）
・9,800円＋税
・9,800円＋消費税

10,780円
10,780円（税込）
10,780円（うち税980円）
10,780円（税抜価格9,800円）
10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
9,800円（税込10,780円）

2.総額表示の対象は？
消費者に対して価格の表示をする

けでなく、
メニュー表やウェブショップ

場合は、どのような形態の店舗や媒

なども含まれます。具体的には、次の

体でも対象です。値札や店頭POPだ

ようなケースが考えられます。

• 値札

• カタログ

• ホームページ

• 店頭POP

• メニュー表

• SNS

• ポスター

• ダイレクトメール

• ECサイト

• 看板

• 新聞広告

• チラシ

• 雑誌広告

など

なお、見積書や請求書、契約書はじめ、口頭による価格表示、事業者間の取引に使われるカタログなどは、不特定多数の
消費者に対してあらかじめおこなう価格表示ではないため総額表示の対象外です。
〈取材協力：財務省

文責：政府広報オンライン〉
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学校支援ボランティアだより／プールの一般開放

保健師だより

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143
お忙しい中、
ご協力いただいた
ボランティアの皆さん、
ありがとうございました。

学校支援ボランティアだより
花の種まき・野菜苗植え補助（多賀小学校・多賀中学校）
5月になって、複数の学年で花の種
まきと野菜苗植えがおこなわれまし

ただきました。

わかりやすく、ていねいに教えていた

土の入れ方や水やり等についても

だきました。

こんにちは保健師です

熱中症に注意しましょう
暑いときには汗をかく。こうした働きにより私たちの体は体温を正常に保ちます。
しかし、
この調節機能がうまく働かなくなると体内に熱がこもり、めまいや不快感、意識障害などの

た。多賀小学校の1年生はアサガオ

症状があらわれます。このような状態が「熱中症」です。重症の場合、命にかかわることもあ

の種まき、2年生はトマトの苗植え、3

り重症化しやすい高齢者は特に注意が必要です。

年生はホウセンカとマリーゴールドの

また今年も、昨年に引き続き、
コロナ禍での熱中症予防が必要です。マスクをつけると皮

種まき等の学習、多賀中学校ではナ

膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらく

スやトマトなどの野菜苗購入時のアド

なってしまします。暑さを避け、水分を摂るなどの熱中症対策と、マスク、換気などの新しい

バイスと畑への植え付けに際してボ

生活様式を両立させましょう。

ランティアの方に指導補助をしてい

▲1年生アサガオ種まき

▲2年生トマト苗植え

気を付けたいのはこんな時

全校ウォークラリーの見守り（大滝小学校）

環境

場所

なりやすい人

5月13日、
大滝小学校のウォークラ

く児童に、
ボランティアさんは危険ポイ

• 気温が高い、湿度が高い

炎天下の屋外で起こるとは限りま

• 高齢者

リーが2年ぶりに開催されました。今年

ントで立ったり、
児童に付き添って歩い

• 急な気温の上昇

せん。室内にいても起こり、重症化す

• 乳幼児

は、
大杉を出発し、
樋田・一ノ瀬を通っ

たりしてくださり、
「あと少しやで」
「車

• 風通しが悪い

る例が増えています。

• 暑さに慣れていない人

て学校までの4キロ余りのコースで3

に気を付けて」
と声をかけておられまし

• 日差しが強い

人の方にサポートしていただきました。

た。最後には「私も楽しかったです」な

朝の雨も止み、
グループに分かれて歩

どと感想をいただきました。

• 日陰のない場所

• ふだんから運動していない人

• 体育館

• 肥満の人

• 閉めきった室内・車内

• 寝不足、体調の悪い人

①暑さをさける

②涼しい服装

• 食事からも必要な水分をとってい

などをしながら草むしりをしました。小

• 外出時は日傘や帽子を使う

• 通気性がよく、吸汗・速乾性がある

園庭や駐車場付近の除草作業を、
5日

さい子たちとのふれあいに「癒されま

• 室内ではクーラーや扇風機を使う

間で、
のべ9人の方にしていただきまし

す」
「最近はあまり外出しないから、気

クーラーは扇風機とあわせて使う

• 襟元を緩め熱を逃がす

た。多賀幼稚園では、園児も少しの時

晴らしになりました」
と話してくださり、

と体感温度が下がり、涼しく感じら

• 熱を吸収しにくい白っぽい色のも

間、
ボランティアさんのそばで虫の話

とてもきれいにしていただきました。

りっしょう

▲ポイントでの立哨

予防のポイント

除草作業（多賀ささゆり保育園）
梅雨に入り草がかなり伸びたため、

れます。クーラーがない場合は扇

▲園児と話しながらの作業

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

B＆G海洋センタープール、滝の宮スポーツ公園プールの一般開放について

衣類を選ぶ

のを選ぶ

皆さんのお越しをお待ちしています♪
（休館日：月曜日と祝日の翌日）

り道を作りましょう。

• のどが渇いたと感じる前に飲む

です。

• 遮光カーテンやすだれを使って直
射日光を防ぐ

• 運動前、運動中にも水分補給をする
• 熱帯夜には就寝前にも水分をとる

れん、
まっすぐ歩けない

■開放期間

7月1日（木）〜8月31日（火）

■開放期間

7月16日（金）〜8月22日（日）

• めまい、立ちくらみ

対処方法

■開放時間

9:00〜12:00、13:00〜16:00

■開放時間

13:00〜16:00

• 大量の汗が止まらない

意識がない、返事がおかしい場合→

• 筋肉痛、
こむらがえり

• すぐに119番通報

• 頭痛

意識がある場合→

• 吐き気、嘔吐

• 涼しい場所に移動し、衣類を脱がせ

町内
町外

〈料金表〉
小中学生
150円

高校生
200円

一般
250円

13:00〜16:00

100円

150円

200円

250円

9:00〜12:00

150円

225円

300円

375円

13:00〜16:00

150円

225円

300円

375円
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区分

開放時間

町内

幼児

小中学生

高校生

一般

100円

150円

200円

250円

150円

225円

300円

375円

13:00〜16:00
町外

しょう。たとえば、涼しい時間帯に30
分間のウォーキングなどがおすすめ

滝の宮スポーツ公園

幼児
100円

ら、無理のない範囲で適度に運動しま

③こまめな水分補給

B＆G海洋センター

開放時間
9:00〜12:00

暑さに備え、暑くなり始めの時期か

風機をつかい、窓を開けて風の通

次のような症状は熱中症の
サインです

区分

④暑さに備えた体力づくり

熱中症が疑われるときは

今年もプールの一般開放をおこないます。日ごろの健康づくりにプールを活用してください。

〈料金表〉

るので食事は抜かない

• 体がだるい、ぼんやりして力が入ら
ない
• 意識がない、返事がおかしい、けい

• 体にさわると熱い

• 自力で飲めない場合や症状が改善
しない場合は医療機関へ

て体を冷やす
• 自力で水分が摂取できれば水と塩
分を補給
広報たが 2021年7月号
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コロナにかかる保険料
（税）
減免／たが民児協だより
税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
にかかる国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保
険料（税）減免について

コロナ傷病手当金／農業委員会だより
税務住民課 （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症による療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給
与・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
■対象となる方

多賀町の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入されている方で、新型コロナウイルス
感染症の影響により、次の要件を満たす方は各保険料（税）が減免となります。

保険料（税）の減免の対象となる方
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が

（2）前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
（3）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得
の合計額が400万円以下であること

3年9月30日の間に限る

• 給与・報酬等を受けている方のう

※上記の期間中から継続して入院等

ち、新型コロナウイルス感染症に

している場合、支給期間は最長で1

感染した方、または発熱等の症状

年6カ月

があり感染が疑われる方
■支給される期間
• 勤務できなくなった日から起算し

れる場合は、傷病手当金は支給され
ません。
• 事業主から休んでいる間の給与・
報酬等のうち一部が支払われる場

■支給額

合は、その金額と傷病手当金の差

直近3カ月の給与額

額を支給します。

2 支給対象
＝ 支給額
× ×
直近3カ月の就労日数 3 となる日数

■申請の仕方
• 申請には、事業主と受診した医療機

死亡、
または重篤な傷病を負った世帯の方

注意

て3日を経過した日から、休んでい

■支給対象とならない場合

→保険料
（税）
を全額免除

• 申請に当たっては、収入を証明する書類が必要となりま

る期間

• 会社等を休んでも、事業主から休ん

関の証明が必要です。詳しくは、税務

でいる間の給与・報酬等が支払わ

住民課までお問い合わせください。

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維
持者の収入減少が見込まれる世帯の方
→保険料
（税）
の一部を減額

保険料（税）が一部減額される具体的な要件

す。

※ただし、令和2年1月1日から令和

• 前年の所得が0円以下である場合は減免の対象になり
ません。

減免の対象となる保険料（税）

（1）令和3年中における事業収入や給与収入など、収入の

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が

種類ごとに見た収入のいずれかが、令和2年中の収入に

設定されている保険料（税）が対象となり、前年（令和2年

比べて10分の3以上減少する見込みであること

中）の所得金額により減免割合が異なります。

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、
まずは税務住民課にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険・後期高齢者医療保険傷病見舞金について
多賀町国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方のうち、
自営業者などの事業収入がある方で新型コロナウ
イルスに感染した方へ、申請により傷病見舞金が支給されます。
■対象となる方

ス感染症に感染した方

2.医療機関の診断書（任意様式）

次の1〜3のすべてに該当する方
1.多賀町国民健康保険・後期高齢者

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

たが民児協だより 民生委員・児童委員 〜支えあう 住みよい社会 地域から〜
子どもたちがより良い環境の中で育てられることをめざして
今年に入り、半年余り経っても新型コロナウイルス感染
症は収束せず、変異種がさらに感染を広げています。昨年

ケアラー」についての初の全国調査が発表され、中学・高

医療保険制度の被保険者である方

■支給額
一律

10万円

林収入）
である方
3.令和2年1月1日から令和3年9月
30日までの間に新型コロナウイル

■申請の仕方
申請には右記の書類が必要です。

ど、本来、大人が担うような役割を日常的にしている18才

則的な生活を強いられました。今まで普通に過ごせてい

未満の子どもを指します。自由な時間が取れず、学業や進

たありがたみを感じながら、自分たちの生活を見つめ直し

路に影響を及ぼすだけでなく、健全な発達や人間関係の構

農地を取得するには、次の条件を

農地を売買される場合には、事前

たり人のためにと考えて行動したりしてきたのではないか

築を阻むとされています。厚生労働省や文部科学省が福

満たす方で農業委員会の許可が必要

に農業委員会に対し許可申請をおこ

と思います。多賀町の子どもたちも、生活の変化に負けず

祉サービスにつなぐ仕組みの整理や相談窓口拡充などの

です。

なってください。

に、工夫し、元気に育っている姿をさまざまな場面で見か

支援のための法整備を始めていますが、
良き環境の中で子

1.取得農地で農業経営をおこなうこ

けることができました。今、直面しているコロナ禍を今後の

どもたちが成長できるよう、平素からお互いに声を掛け合

「生きる力」や「危機に対応する力」に生かし、たくましく生

い、
つながり合い、支え合えるような地域づくりが大切であ

2.農作業に常時従事すること

きていってほしいと思います。そのためにも、大人が良き

ると思います。そのパイプ役になれるよう民生委員・児童

3.取得後の経営規模が一定の規模

詳しくは、多賀町農業委員会（役場

手本を示す時ではないかと思います。

委員としても努めていきたいと思います。

（原則50アール。地域により異な

産業環境課内）までお問い合わせく

8

5.振込先口座のわかるもの

校生でおよそ20人に1人いることが明らかになりました。

染予防のため3密の回避、分散登校など、子どもたちは変

広報たが 2021年7月号

スポート等）

せください。

「ヤングケアラー」とは、家族やきょうだいの世話・家事な

る』
という一文があります。4月に厚生労働省から「ヤング

4.申請される方の本人確認書類（マ

詳しくは、税務住民課までお問い合わ

は、学校現場において一斉休業がおこなわれ、再開後も感

児童憲章前文の中に『児童はよい環境の中で育てられ

3.被保険者証
イナンバーカード・運転免許証・パ

2.自営業者など、収入が事業収入（営
業収入、農業収入、不動産収入、山

1.多賀町傷病見舞金支給申請書

今後とも、地域の皆さんのご理解・ご協力をよろしくお
願いいたします。

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

農業委員会だより

と

ります）以上であること
4.取得農地を有効的に利用すること

なお、農地を農地以外の用途に変
更する場合にも、農業委員会の許可
等が必要となります。

ださい。

第7回 農業委員会総会のお知らせ
■日時

7月13日（火） 13:30〜

■場所

役場

2階

大会議室

※農地転用等の申請受付期限は、
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。

広報たが 2021年7月号
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国民健康保険税／戦没者等特別慰霊金

後期高齢者医療制度／企業内人権

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

税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594
滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）077-522-3013

令和3年度国民健康保険税をお知らせします
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医

者、旧国保被保険者（国民健康保険者から後期高齢者医療

療が受けられるように、加入者が国民健康保険税を出し合

保険制度に移行した人）の所得に応じて均等割と平等割を

い、お互いに助け合う制度です。令和3年度国民健康保険

軽減します。その軽減の対象となる所得の基準が、令和3

税の税率は表1のとおりです。

年度の税制改正に合わせて表2のとおり変更されました。

また、国民健康保険税は世帯主、国民健康保険の被保険

令和3年度の納税通知書は、7月中旬に送付する予定です。

後期高齢者医療制度のお知らせ
令和3年度の保険料の額を7月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和3年度の1年間の保険料の額や、お支払いの方法についての通知書を7月
にお送りします。
保険料の計算のもとになるのは？
令和3年度の保険料は、令和2年中

表1.国民健康保険税の税率
区

分

所得割

医療保険分
（国保に加入する方全員）

後期高齢者支援金分
（国保に加入する方全員）

介護納付金分（国保に加入す
る40歳以上65歳未満の方）

6.27％

2.55 ％

2.07％

前年中所得から基礎控
除 額を引 いた金 額 の

均等割

加 入 者 1 人 あ たり

26,200円

10,600円

10,300円

平等割

1 世 帯 あ た り

18,400円

7,400円

5,300円

630,000円

190,000円

170,000円

7割／5割／2割

7割／5割／2割

7割／5割／2割

課
軽

税
減

限

度

額

軽減基準所得に応じて
均 等 割＋平 等 割 の

の所得にもとづいて計算します。

保険料の支払い方法は？
通知書の「特別徴収」の欄に金額が
記載されていれば、年金からの天引

「普通徴収」の欄に金額が記載され
ていれば、納付書または口座振替で
お支払いいただきます。

きでお支払いいただきます。
令和3年度の
被保険者証は
びわ色です

8月1日は、年に一回の被保険者証の更新日です
更新にともない、現在、後期高齢者

8月1日以降は、今お持ちの被保険

医療制度に加入しておられる方全員

者証は使えませんのでご注意くださ

の被保険者証が新しくなります。

い。

新しい被保険者証は7月中に郵送

※有効期限をお確かめください。

します。
表2.軽減基準所得
軽減区分
軽減基準所得（世帯主および被保険者、旧国保被保険者の所得の合計）
改正前 33万円以下
7割
改正後 43万円＋
（給与・年金所得者の数−1）
×10万円以下
5割
2割

改正前 33万円＋28.5万円×
（被保険者＋旧国保被保険者の人数）以下
改正後 43万円＋
（給与・年金所得者の数−1）
×10万円＋28.5万円×
（被保険者＋旧国保被保険者の人数）以下
改正前 33万円＋52万円×
（被保険者＋旧国保被保検者の人数）以下
改正後 43万円＋
（給与・年金所得者の数−1）
×10万円＋52万円×
（被保険者＋旧国保被保険者の人数）以下

※「給与・年金所得者の数」
とは給与所得者（給与収入が55万円を超える方）
と公的年金の支給を受ける方（65歳以上：公的年金
の収入が60万円を超える方、
65歳以上：公的年金の収入が110万円を超える方）の人数。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十一回特別弔慰金）
の請求はお済みですか
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日にお
等援護法（援護法）による遺族年金等」を受ける方がいな
い場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給さ
れます。
1.援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、
孫、
祖父母、兄弟姉妹

「限度額適用・標準負担額減額認定
証」とは

更新について
令和3年7月31日まで有効の限度

対象外です）

れるときに、医療機関に「限度額適用・

8月以降も該当する方には、新しい被

標準負担額認定証」を提示すると、窓

保険者証に同封して郵送します。
（申

対象となる方で限度額認定証を
お持ちでない方は

口でのお支払いのうち、医療費の自己

請手続きは不要です）

負担額の上限が限度額までとなり、入

対象となる方

院中の食事代が減額されます。

被保険者証をお持ちのうえ、市町
の窓口で申請してください。

後期高齢者医療制度の被保険者の

所得が低い方の保険料の均等割に

階的に見直しをおこなっており、令和

知に同封して郵送するチラシをご覧

ついては、
これまで法令にもとづく軽

3年度以降は法令通り最大で7割の

ください。

減率に特例的に上乗せして軽減をお

軽減となります。

こなってきました。令和元年度から段

詳しい案内は、7月に保険料決定通

■支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
■請求期間
令和5年3月31日まで
■お申し込み
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課

総務課（人権推進） （有）2-2001 （電）48-8121 （Ｆ）48-0157

7月は「事業所内公正採用・人権啓発強調月間」です。
滋賀県内では7月を「事業所内公正採用・人権啓発強調
月間」
と定め積極的な啓発活動が実施されます。

族や資産に関すること」、
「住環境、家庭環境に関すること」
「思想、信条に関すること」等の本人の能力と関連のない

多賀町でも町および多賀町商工会の職員により
「事業所

情報を聞くことは不適切な個人情報の収集にあたります。
公正な採用選考システムが確立され、同和問題をはじめ

（電）077-528-3514

内公正採用・人権啓発推進班」を設け、町内事業所の公正

者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し

（Ｆ）077-528-4850

採用・人権啓発推進の状況をお聞きしています。

ていた方に限ります。）

（e-mail）ea0003＠Pref.shiga.lg.jp
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員非課税の方（課税世帯の方は交付

額認定証をお持ちの方で、令和3年

入院時や、高額な外来診療を受けら

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族（戦没

広報たが 2021年7月号

方で、令和3年度の住民税が世帯全

所得が低い方の保険料の特例的な軽減を見直します

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

いて、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新します

たとえば採用選考の過程において「本籍や出生地、家

とする人権問題解決のための取り組みがより一層充実さ
れるよう町内の事業所の皆さんのご協力をお願いします。
広報たが 2021年7月号
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介護保険料

ねんきん／コロナワクチン接種について

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

税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594
日本年金機構

令和3年度介護保険料について
伴い、65歳以上の方の保険料基準額は年額73,200円となり、第7期（平成30年度〜令和2年
度）
と変更はありません。
（各所得段階別の保険料は表のとおりです。）
皆さんには、
ご負担をおかけすることとなりますが、安定した介護サービスを確保するため、保

生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下

基準額×0.30

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円
以下

基準額×0.50

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える

基準額×0.70

保険料（年額）
21,960円

36,600円

51,240円

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.90

65,880円

基準額×1.00

73,200円

第6段階

本人の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

87,840円

第7段階

本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.30

95,160円

本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額×1.50

109,800円

本人が住民税課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える

第9段階

料を納めることが困難な場合に、本人

満たせば、保険料納付が猶予される

亡といった不慮の事態が発生すると、

基準額×1.70

124,440円

第10段階

本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満

基準額×1.80

131,760円

第11段階

本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満

基準額×1.90

139,080円

第12段階

本人の合計所得金額が600万円以上

基準額×2.00

146,400円

どうしても納付が困難な時は、早めにご相談ください！！
介護保険料は、7月から翌年3月ま
での9期（年金天引の場合は6期）に
分割し、
納付していただきます。

早めの納付を心がけてください。
なお、
どうしても納付が困難な場合
（たとえば、災害や病気、その他特別

この制度は、本人とその配偶者およ

は、7月から翌年6月までの1年間と

的な理由等で国民年金保険料を納付

び世帯主の前年の所得が下表の計算

なり、令和3年度分の受け付けは、7

することが困難な場合には、税務住民

式で計算した基準額以下の場合に承

月1日から開始となります。また、2年

課または彦根年金事務所までお問い

認されます。

1カ月前の月分までさかのぼって免

合わせください。

ただし、一部免除の場合、一部納付
保険料が未納になるとその期間の一
部免除は無効（未納と同じ扱い）
にな
りますのでご注意ください。
険料免除に該当しない場合でも、50

除申請をすることができます。保険料
〈保険料免除の承認基準（所得の基準）
と月々の保険料〉
免除の段階

所得基準（令和3年度）
（扶養親族の数＋1）
×35万円＋32万円以下
全 額 免 除 ※地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親であるときは135万円以下

今般の新型コロナウイルス感染症
の影響により、収入源となる業務の喪

手続きの方法や申請書
手続きの方法や申請書等は、日本

失や売り上げの減少などが生じて所

年金機構ホームページに掲載してい

得が相当程度まで下がった場合は、

ます。

見込額を用いた簡易な手続きにより、

ねんきんダイヤル
（電）0570-05-1165
〈受付時間〉
8:30〜19:00（月曜日）

（HP）https://www.nenkin.go.jp/
お問い合わせ

8:30〜17:15（火〜金曜日）
9:30〜16:00（第2土曜日）

国民年金保険料免除申請が可能と

日本年金機構彦根年金事務所

なっています。

国民年金課 （電）23-1114

新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（福祉保健課内） （電）48-0070 （Ｆ）48-0075
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

重要

新型コロナウイルスワクチン接種について

65歳以上の高齢者に引き続き、次の優先接種対象であ

なお、未接種の65歳以上の高齢者の方で、接種を希望

る基礎疾患のある方または60歳以上の方（昭和37年4月

される方は、7月12日からの予約受付でお申し込みくださ

1日以前に生まれた方）への接種予約受付を7月12日（月）

い。小中学生の接種対象者には、別途ご案内します。

から始めます。

お問い合わせ

また、一般接種（昭和37年4月2日以降に生まれた方）

納付が遅れますと
「督促手数料100

ず、早めに「税務住民課」までご相談

上旬に接種券・予診票・接種案内を対象者へ送付します

円」や「延滞金」が加算されますので、

ください。

のでご確認ください。

12

0円

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
減少している方も国民年金保険料免除の申請が可能です

の予約受付は、7月19日（月）から開始します。詳しくは、7月

広報たが 2021年7月号

月々の保険料

4分の3免除 88万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額以下
4,150円
半 額 免 除 128万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額以下
8,310円
4分の1免除 168万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額以下 12,460円

な事情がある場合）は、そのままにせ

各期の納期は月末となりますが、

障害基礎年金や遺族基礎年金が受け
取れない場合がありますので、経済

臨時特例措置として本人申告の所得
本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満

「納付猶予制度」があります。
これらの保険料免除期間について

歳未満の方については、本人および

第5段階

第8段階

を納め忘れた状態で、万一、障害や死

また、世帯主の所得が多いため保
世帯課税

第4段階

世帯非課税

第3段階

配偶者のみの所得で審査して基準を

れる「保険料免除制度」があります。
計算方法

本人が住民税非課税

第2段階

国民年金には、所得が少なく保険
の申請によって保険料納付が免除さ

険料納付につきましてご理解をお願いします。

第1段階

国民年金課 （電）23-1114

国民年金保険料の免除制度について

第8期多賀町高齢者福祉計画および介護保険事業計画（令和3年度〜令和5年度）の策定に

区分

彦根年金事務所

新型コロナウイルスワクチン
接種推進チーム
（福祉保健課内）
（電）48-0070

広報たが 2021年7月号
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図書館

博物館／若者定住支援事業

多賀町立図書館 （有）2-1142 （電）48-1142 （Ｆ）48-1164

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）

展示

7月

8月

日

月

火

水

夏のトピック展「多賀の大切な花たち」

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

※7月29日（木）は特別開館します。

※8月26日（木）は整理休館日です。
火〜金

10:00〜17:30

■人数

■場所

■参加費

あけぼのパーク多賀

無料

■人数

先着10人
（事前申込不要）

■対象

乳幼児と保護者

■内容

図書館職員が絵本や紙芝居

時は、そのままの状態で図書館へお
持ちいただき、職員にお知らせくだ

雑誌のおわけ会

さい。

図書館で不用になった雑誌をお譲

を読みます。

10:30〜
（60分）
あけぼのパーク多賀

破損・汚損が激しい場合は、同じ本

りします。

を購入・弁償していただく場合もあり

■期間

ます。

映画会 アニメ
「おしりたんてい③
ププッブラウンものがたり」

■日時 7月25日（日）

図書館の本は、町民皆さんの
本です。大切にご利用ください
借りた本が、破れたり汚れたりした

2階

大会議室

■場所

先着15人（事前申込不要）

■対象 どなたでも

■日時 7月3日（土） 10:30〜

■主催

ます。

■会期

6月29日（火）〜8月1日（日）

■会場

あけぼのパーク多賀

そんな大切な花たちを写真で紹介

多賀植物観察の会・多賀町

立博物館

企画展「アンモナイトの世界」
多賀町立博物館の開設にも携わっ
や

ぎ

かず ひさ

労や感動を含め、
アンモナイト採集の

※新型コロナウイルス感染症の拡大

た化石採集家・大 八 木 和 久 さんが、

魅力的な世界を紹介します。

状況によって、
日程を変更する場合

全国各地で採集したアンモナイトの

■会期

7月10日（土）〜8月29日（日）

があります。

コレクションを展示します。アンモナ

■会場

あけぼのパーク多賀

ホー

ルギャラリー

観察会

毎月第3木曜日恒例の多賀の観察
会ですが、今月は大杉で夏の植物を
観察します。
森を散策して、素敵な草花との出
会いを楽しみましょう。

■日時 7月15日（木） 9:30〜12:00

■共催

■集合場所

※事前申込は不要です。原則、雨天決

あけぼのパーク多賀

■参加費
■主催

100円
多賀植物観察の会

自然豊かな場所には多くのトンボ

■場所

多賀町立博物館

がすんでいます。多賀町立博物館の

■参加費

周辺でトンボを観察し、
トンボが暮ら

■対象 小学生とその保護者（各回5組）

後半：8月7日（土）〜8月22日（日）

使って、職員が修理します。セロハン

せる環境について考えてみましょう。

■講師

テープなどによる貼り付けは、かえっ

■日時

対面朗読室

■冊数

前半は1人5冊まで、後半は

無制限

※新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、
中止する場合があります。

自由研究応援講座 トンボ博士になろう

修理できる場合は、専用の道具を

図書館内

多賀町立博物館

行です。

駐車場

前半：7月20日（火）〜8月6日（金）
■場所

2階

みませんか？

無料

多賀の花の観察会〜山の植物観察〜

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります

おはなしのじかん

失われつつある希 少な植 物があり

イトそのものだけではなく、採集の苦

土・日 10:00〜16:30

図書館の資料は町民皆さんの財産です。ていねいに取り扱ってください。次にお待ちの方のためにも、期限内に返却してください。
図書館ご利用および行事参加の際には…「マスク着用」
・「手指消毒」
・「適切な距離の確保」にご協力をお願いします。
お知らせ

■観覧料

おお

▼▼▼ 新型コロナウイルス感染症対策として館内消毒作業をおこなうため、閉館時間を30分繰り上げています。▼▼▼
開館時間

します。身近な生物多様性を考えて

自 然 豊 か な 多 賀 町にお い ても 、

7月17日（土）

て本を傷めてしまいますので、
ご遠慮

（朝の回）9:00〜12:00

ください。

（夕方の回）16:00〜19:00

100円
うし じま とき ひろ

牛 島 釈 広 さん（ 株 式 会 社

ラーゴ）
■主催

積水化学工業株式会社多賀

工場、積水多賀化工株式会社、多

賀町立博物館
■共催

生 物 多 様 性びわ湖ネット

ワーク
※電話でお申し込みください。
（先着順）
※天候や新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、中止する場合
があります。

■内覧期間 7月10日（土）〜7月17日（土）

大会議室

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157
移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
7月
第1水曜日

7日

Aコース
（大滝方面）
第1木曜日

1日

Bコース
（多賀方面）
第2水曜日

14日

8月
4日

5日

11日

図書館
出発

令和3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！

巡回場所・駐車時間

12:45

多賀清流の里
（玄関前）
13:15〜13:45

多賀結いの森
（駐車場）
14:00〜14:30

ふれあいの郷
（ふれあいの郷前駐車場）
14:45〜15:15

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

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

12:30

◦利用カード、本ともに図書館と共通です。◦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。
広報たが 2021年7月号
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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
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。
■対象住宅（家屋）

税された住宅（3年目）

目の申請時に限り、別途割増助成

平成30年1月2日から令和3年1月

■申請期間

（10万円）
があります。

1日の間に取得された住宅のうち

1年間分の固定資産税を完納していた

■申請方法

• 令和3年度から新たに固定資産税

だいた日から令和3年3月31日まで。

企画課へ必要書類を添え、申請してく

を課税された住宅（1年目）
• 令和2年度から固定資産税を課税
された住宅（2年目）
• 平成31年度から固定資産税を課

■助成額

ださい。

上限10万円。

※申請書等の様式については、企画

※対象住宅の工事を町内建築業者
が元請けでおこなったときは1年

課窓口または多賀町のホームペー
ジから入手いただけます。
広報たが 2021年7月号
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公民館だより／お知らせ

お知らせ／足腰シャキッと／心配ごと相談

●多賀町の「こころに残る風景」やエピソードを募集しています！

多賀町中央公民館「多賀結いの森」 （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

募集

7月のイベント

NHK-BSプレミアム・BS4K放送「にっぽん横断こころ旅」では、多賀町のこころに残る「何気ない風景」
「思い出の風

「ささゆりコンサート」開催のお知らせ
先着100人

申し込み不要

景」
「忘れられない風景」
「みんなに伝えたい風景」
「音と記憶と重なる情景」など、皆さんのこころの風景とエピソードをお

参加費無料

待ちしています！「にっぽん横断こころ旅」滋賀県編の放送予定日は9月27日（月）〜10月1日（金）です。

お願い

今年度最初となるささゆりコンサートは、
ソプラノとチェ

コンサートの開催にあたり、新型コロナウイルス感染防

ロ、
ピアノによるアンサンブル演奏会です。今回は、古典文

止対策のためホールの使用方法や内容を一部制限して開

学の「枕草子」を『歌曲集

催をいたします。

枕草子』
として女声合唱とチェ

お手紙募集の締め切り
8月2日（月）必着

ご来場いただく際には、手指消毒、マスクの着用など各

ロによる演奏でお楽しみいただきます。千年の時を経て、

自感染防止対策をおこなってお越しいただき、当日会場

投稿方法

■日時 7月11日（日） 14:00〜15:30

での検温や受付票への記入などのご協力をお願いいたし

はがき、封書

■場所 多賀町中央公民館「多賀結いの森」 ささゆりホール

ます。また、今後の感染拡大の状況により開催の規模を縮

■出演者

高木允江
（ソプラノ） 山本哲子
（ソプラノ）

小、
または中止させていただく場合があります。ご理解の

今堀智子
（ピアノ）

ほどお願いいたします。

寛子（チェロ）

7月

〒150-8001
「こころ旅」係へ送付（住所不要）

月

5

火

6

水

7

1

木

8

2

金

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

3

土

4

・発明クラブ
・キッズビクス

10

日

11

・ネイチャークラブ ・コンサート
・体質改善ヨガ

17

18

24

25

・子ども陶芸教室
・キッズビクス
・体質改善ヨガ

31

●

お知らせ 犬上分署からのお知らせ

火

水

金

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

26

27

23/30 24/31 25

楽しい花火

木

・発明
クラブ

土

1

7

8

14

15

21

22

28

29

・子ども陶芸教室
・キッズビクス
・コンサート
・発明クラブ
・体質改善ヨガ

日

・キッズビクス
・ネイチャークラブ
・ネイチャークラブ
・体質改善ヨガ

正しく安全に！

コロナ禍の影響で夏の風物詩「花火大会」が全国的に中止となっています。このような状況から自宅で花火をする機会が

増えているのではないでしょうか。楽しい花火の原料は「火薬」です。火災ややけどなどの事故が起こらないよう十分に注意
して、
周囲の迷惑とならないようルールとマナーを守って楽しい夏にしましょう。
花火を安全に遊ぶポイント
①子どもだけで、花火をしない、させ
ないでください。必ず大人が付き
添いましょう。
②花火に書いてある遊び方や、注意

④気象条件を考え、風の強いときや

⑦花火をポケットにいれて持ち運ん

空気が乾燥しているときは花火を

だり、花火をほぐして遊ぶことは危

止めましょう。

険です。絶対にしてはいけません。

⑤正しい場所と正しい方法で点火し
てください。
マッチやライター、花火で点火せ

深夜に花火をしたり、その後かたづ

向けたり、燃えやすいもののある場

ず、
ろうそくなどで点けましょう。ま

けをしないなど、周辺住民への迷惑

所で遊んだりしないようにしましょ

た一度にたくさんの花火に火を点

行為が深刻化しています。

う。また、服に火がつかないよう気

けないようにしましょう。
⑥噴き出し、打ち上げなどの筒物花

③水の入ったバケツを用意し、遊び終

火は、途中で火が消えても、筒をの

わった花火は、
必ず水につけて確実

ぞいてはいけません。大けがにつ

に消しましょう。

ながる恐れがあります。
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（電）0570-066-066（ナビダイヤル）
火野正平さん

ナビダイヤルが使用できない場合
（電）050-3786-5000

俳優の火野正平さんが日本全国を

（HP）http://nhk.jp/kokorotabi

巡り、視聴者から寄せられたお手紙

●「カイゴとフクシ就職フェアinしが」彦根会場
お知らせ

20法人（10法人×2部制）による

■日時

7月17日（土）

お問い合わせ

就職説明会を開催します。入場は無

〈Ⅰ部〉10:30〜13:00

滋賀県社会福祉協議会

料です。

〈Ⅱ部〉14:00〜16:30

湖北介護・福祉人材センター

5 法 人 以 上 のブ ー ス訪 問 でクオ

■場所 ビバシティ彦根

2Fホール

カード特典あります。

（電）0749-64-5125
（HP）https://fair.fukushi.shiga.jp

今月の足腰シャキッと教室

心配ごと相談

■実施日 7月14日（水）
・7月28日（水）

■今月の相談日 7月16日（金）

■対象者

■来月の相談日 8月6日（金）

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

いずれも9:00〜11:00

■時間

13:30〜15:30

■場所 ふれあいの郷ボランティア室

■場所

多賀町中央公民館（送迎はご相談ください）

お問い合わせ

■持ち物 お茶、
タオル、筆記用具、参加費100円
お問い合わせ

多賀町社会福祉協議会
（有）2-2039 （電）48-8127

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

花火遊びは、迷惑にならない
場所と時間と後始末を

事項をよく読んで、花火を人や家に

をつけましょう。

俳優

お問い合わせ
NHKふれあいセンター

（火〜金）

内容

番組HP
フォームあり）

月

〈とうちゃこ版〉19:00〜19:29
出演者

「こころ旅」で検索（HP内に投稿

8月

す。

〈朝版〉7:45〜7:59（月〜金）

FAX

9:00〜17:00〉
（夜間は要予約）

エピソードなどを紹介する番組で

放送日時

03-3465-1327
多賀町中央公民館「多賀結いの森」カレンダー（■
■…休館日）
〈開館時間

風景、その場所にまつわる個人の

番組名
「にっぽん横断こころ旅」

歌でよみがえる古の世界をお楽しみください。

辻

をもとに、思い出の場所、心に残る

番組概要

ルールとマナーを守り、夏の楽しい
思い出にしましょう。
お問い合わせ
彦根市消防本部予防課
（電）22-0332 （Ｆ）22-9427
広報たが 2021年7月号
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相談・健診・広場の案内等

保健業務／広場の案内等／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

〈相談等〉
す

く す

く 相

今年度から随時の申し込みで 子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
相談を受け付けます。
けています。
談
相談のある方は福祉保健課 ご希望の方は福祉保健課までお電話でお申し
までお電話ください。
込みください。

※すくすく相談は予約制とさせていただきます。
（電）
４８-８１１５までご連絡ください。

形

外

科

健

診

８月２５日（水）

４ カ 月 児 健 診
１ ０ カ 月 児 健 診

８月 ２日（月）
８月 ２日（月）

２歳６カ 月 児 健 診

８月 ３日（火）

３歳６カ 月 児 健 診

８月１８日（水）

午
集

日（曜日）

前
落

Ｒ３年５・６月生まれの乳
児
１３:１５～１３:３０ 多賀町中央公民館 Ｒ３年３月生まれの乳児
１３:３０～１３:４５ 「多賀結いの森」 Ｒ２年９月生まれの乳児
Ｈ３１年１・２月生まれの
１３:３０～１３:４５
幼児
多賀町総合福祉保 Ｈ３０年１・２月生まれの
１３:３０～１３:４５
健センター
幼児
１３:５０～１４:１０

※各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
４８-８１１５までお電話ください。
※健診日以外でも、お子さんの身長・体重測定や相談などを受け付けています。希望の方は福祉保健課（電）

子

育

て

相

談

月曜日～金曜日

９:００～１２:００

１３:００～１４:００ お気軽にご相談ください。

７月 ７日（水）

１０:００～

ぺんぎん広場（１歳児）

７月１４日（水）

１０:００～

こあら広 場（０歳 児 ）

７月２１日（水）

１０:００～

登録制

きりん・にじ広 場
（２・３・４・５歳児）

お は な し ポ ケ ット

７月２０日（火）

親子で遊んだり、親同士が語りあったりする場
としてご利用してください

１７日（火）多賀①③・敏満寺①③

多賀①③・敏満寺①③

１９日（木）萱原②・大杉②・仏ケ後②

萱原②・大杉②・仏ケ後②

２４日（火）土田①・中川原①

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。

不定期

大君ケ畑①②③・一ノ瀬①・樋田②
２６日（木）
藤瀬①・小原①②

大君ケ畑①②③・一ノ瀬①・樋田②
藤瀬①・小原①②

３０日（月）敏満寺①・八重練③

不定期

３１日（火）川相②

川相②

おたのしみ
①

⑥

⑦

クロスワード
先月号の答え

ヨコの鍵

⑨

①子どもたちに人気の昆虫です
②野球のダブルプレー。ゲ○○○
③飛ぶことができない鳥です

②

④英訳するとcash

ヒ ト シ ボ リ
ラ
キ シ ヤ
オ ウ ジ ユ
ヨ
ヨ ウ シ
ギ ゾ ウ
ヤ

①

⑥

タテの鍵

⑧

①気力を起こさせること。何を入れ
る？
④二枚の歯がある日本の伝統的な

④

⑧

②

④

③

⑦

③

⑤宿儺。なんと読む？

親子でお話の世界を楽しみます。希望者は参
加申し込みをしてください。

※上記行事は新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となることがあります。
※詳細は「にこにこメール７月号」をご覧ください。
※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。

後
落

１２日（木）久徳①・栗栖①②③・佐目①・富之尾① 久徳①・栗栖①②③・佐目①・富之尾①

親子でふれあい遊びをしたり、体を動かしたり
して楽しく過ごします。

１０:３０～

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

多賀町子育て支援センター（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

《広場の案内等》

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

３日（火）萱原①・川相①

◎予防接種のお知らせは、3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。

わくわくランドで遊 ぼう

午
集

５日（木）一円①③・木曽①③

（表記の時間は受付時間です）
〈検診等〉

整

令和3年8月 多賀町し尿収集カレンダー

履物
⑥仏像や位牌を安置して礼拝する

⑨

⑤

「ギリシヤ（ギリシャ）」でした
5月号の応募総数は58人
正解率は100％でした！

ためのもの

⑤

｜子｜ど｜も｜の｜け｜ん｜こ｜う｜

⑦トーチからトーチへ聖火を渡すこ
と
⑧4WDのこと

熱中症に注意！！

⑨メスとオス

厳しい暑さの中で、
コロナウイルス感染と熱中症との予防で大変ですね。
予防のポイント
①こまめに水分補給をして脱水を防ぐ
☆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。
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困ったときの♯８０００

困ったとき、頼りになります。

②３食の食事で栄養を十分に取る

①♯８０００をダイヤル

③しっかり睡眠をとり、翌日に疲れを残さな

②相談窓口につながります

い

③お子さんの症状を話してください

自分で体調管理ができるよう、家庭でも

④医師や看護師がアドバイス
（対処の仕方、

話をしていきましょう。とくに、小さなお子さ
んは十分言葉で気持ちや体調を伝えること

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

電話で簡単

ができません。いつもと様子が違うと感じた
らすぐに体温もチェックして、異常の早期発
見をしましょう。

受診する病院）
してくれます

問題

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。

ヒント : 夏に着るもの

□ □ □

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

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
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。

2-2018
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 7月29日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

令和3年5月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口……… 7,521人（−12）
男性………… 3,652人（−7）
女性………… 3,869人（−5）
世帯数…… 2,899世帯（＋1）

出生者数……………… 5人
死亡者数……………… 5人
転入者数……………… 8人
転出者数…………… 20人

6月1日
0.05μsv/h
6月18日
0.04μsv/h

お詫びと訂正 広
 報たが６月号「表紙写真」に表記の誤りがありました。お面を作成したのは中野幸彦さんで、写真の中央に写っているのは佐目の澤田藤美雄さんです。
お詫びして訂正いたします。
広報たが 2021年7月号
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マ チ を 好きに なるア プリ

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！

1

2

3

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！

広報たが
7 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

ダウンロードはこちらから

●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

多賀町総合情報配信システム（町）
防犯・火災・災害など
touroku＠taga-town.jp

【登録方法】右のQRコードを読み取り、
空メールを送信し、
登録してください。

多賀町民憲章

豚肉と旬野菜の
青じそ炒め
たっぷりの青じそを使い、
あっさりした味わいに仕上げた献立です。

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

健康レシピ

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
してこの町民憲章を定めます。
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。

7

昭和53年11月10日制定

多賀町の鳥・木・花

材料（4人分）
豚ももうす切り肉… ………… 240ｇ

青じそ………………………… 20枚

こしょう… ……………………… 少々

しょうゆ… …………… 大さじ1＋1/2

小麦粉……………………… 大さじ1

みりん……………………… 大さじ1

ズッキーニ……………………… 1本

油

… …………………… 大さじ1

トマト… ………………………… 1個
作り方
❸フライパンに油を熱し、①を炒め

こしょうを振ってから小麦粉をまぶ

る。肉に火が通ったらズッキーニを加

す。

えて炒め、
しょうゆとみりんで味付け

❷ズッキーニは半月切りにする。
トマ

する。

トは1口大の乱切りにし、
青じそは軸

❹トマト、
青じそを加えてさっと混ぜ

を取って千切りにする。

合わせ、
皿に盛る。

調理時間

約15分

エネルギー……156kcal／塩分……1.0ｇ
（1人分あたり）
管理栄養士 柴っちの

ます。
★トマト・青じそは緑黄色野菜で、皮膚や粘膜を丈夫にす
るほか、
抗酸化作用や免疫力強化、
アンチエイジングなど
健康・美容に良い効果があります。

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♪

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■聖火ランナー１人目の小島さ
んから２人目の中辻さんに聖火が渡され
た時の写真です。一生に一度かもしれな
い多賀町での聖火リレーに、感無量な２
人の表情が印象的です。
編集後記■最初で最後かもしれない多賀
町での聖火リレーに編集の私も感動しま
した。もう一度見たい！ と思われたなら、
ＮＨＫの特別サイトで当日の中継映像が
いつでも見れるので、
おすすめです。 こ

「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

柴田管理栄養士

★豚肉はビタミンB1を多く含み、疲労回復に効果があり

ササユリ

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

ワンポイント
アドバイス

ワンポイント

スギ

「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。

❶豚肉は食べやすい大きさに切り、

ウグイス

