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愛 荘 町 組 織 図愛 荘 町令和４年度新体制でスタート！令和４年度新体制でスタート！
よろしくお願いします！よろしくお願いします！

議会事務局・町長部局 町　　　長　有村　国知 副　町　長　中西　　功
 企画政策監 中西　功（兼）  総務政策監 生駒　秀嘉
 福祉政策監 森　まゆみ  産業政策監 北川　三津夫

所　属　名 課・局・室・所・館・園長 業務内容
議会事務局

☎0749-42-7670 青木　清司 議会運営庶務、監査委員事務局、公平委員会事務局

会計室
☎0749-42-7697 北村　章夫 出納事務

みらい創生課
☎0749-29-9046 西川　傳和 公共交通、広報・広聴、秘書、まちづくり活動支援、多文化共

生、自治会（区長会）、移住定住、男女共同参画、空き家対策
経営戦略課

☎0749-42-7680 田中　孝幸 人材育成、人事、行財政改革・財政、庁舎管理、庶務、行政・選
挙・電算管理、財産管理、契約審査、入札執行、DXの推進

公共施設最適配置推進室
☎0749-42-7680 久保川　瑞穂 行財政改革、公共施設最適配置、指定管理者制度

人権政策課
☎0749-42-7696 藤居　祐司 人権尊重のまちづくり、人権擁護、人権政策、同和対策事業

長塚地域総合センター
☎0749-37-3279 丸山　満

住民活動育成指導、地域交流、就労相談、教育文化向上川久保地域総合センター
☎0749-42-2003 宮崎　淳

山川原地域総合センター
☎0749-42-2478 寺本　秀史

くらし安全環境課
☎0749-42-7699 水谷　徹也 危機管理、消防、防災、防犯、生活環境、廃棄物、公害防止、浄

化槽、交通安全対策
新型コロナウイルスワクチン

接種推進室
☎0749-29-9081

森　まゆみ（兼） 新型コロナウイルスワクチン接種

福祉課
☎0749-42-7691 小林　充周 地域共生、高齢者福祉、障がい者（児）福祉、生活保護、介護保険

地域包括支援センター
☎0749-42-4690 成清　かおり 介護予防、高齢者の総合相談、権利擁護、要支援ケアプラン

健康推進課
☎0749-42-4887 木村　美紀 健康づくり、地域保健、感染症予防

子育て世代包括支援センター
☎0749-42-7661 木村　美紀（兼） 母子保健、発達支援

子ども支援課
☎0749-42-7693 重田　祐史 児童福祉、児童手当、保育所、学童保育

子育て支援センター（あいっ子）
☎0749-37-8058 小杉　久江 子育て支援センターの運営

子育て支援センター（つくしひろば）
☎0749-42-5051 重田　祐史（兼） 子育て支援センターの運営

つくし保育園
☎0749-42-5475 早坂　さおり つくし保育園の運営

住民課
☎0749-42-7692 越後　聡美

戸籍・住民基本台帳、保険・年金、総合窓口案内
秦荘サービス室
☎0749-37-8050 藤野　仁美

税務課
☎0749-42-7690 本田　有弘 各地方税、滞納管理

農林振興課
（土地改良担当）
☎0749-37-8051

山本　拓也
楠　真二 農林業振興、有害鳥獣、土地改良

商工観光課
☎0749-37-8057 藤野　知之 商工業振興、観光振興、労働雇用、企業誘致、ふるさと納税

建設・下水道課
（グランドデザイン推進室）

☎0749-37-8052
羽田　順行 道路、河川管理、下水道、建築確認、都市計画、地籍調査、町営

住宅、グランドデザイン
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愛 荘 町 組 織 図組 織 図令和４年度新体制でスタート！
よろしくお願いします！

教育委員会部局・機関
教　育　長　徳田　　寿　　　　教 育 次 長　上林　市治

所　属　名 課・所・館・園・校長 業務内容
教育振興課
(学校教育担当）
☎0749-37-8056

上林　市治
山川　剛 教育委員会事務、教育企画振興、教育施設、学校教育

給食センター
☎0749-42-2644 阪本　崇 学校給食

秦荘幼稚園
☎0749-37-3696 今村　増弘 秦荘幼稚園の運営

愛知川幼稚園
☎0749-42-2110 國領　順子 愛知川幼稚園の運営

生涯学習課
（国スポ・障スポ開催準備室）

☎0749-37-8055
陌間　秀介 生涯学習、青少年・成人教育、社会教育施設（文化・スポーツ）、

人権教育、国スポ・障スポ開催準備

愛知川公民館
☎0749-42-5141 中村　治史 愛知川公民館の運営

歴史文化博物館
☎0749-37-4500 下村　今日子 展覧会、文化財保護、文化財調査

図書館・びんてまりの館
（秦）☎0749-37-4345
（愛）☎0749-42-4114

三浦　寛二 図書館の運営、びんてまりの館の運営

秦荘東小学校
☎0749-37-2004 辻　裕樹 愛知川東小学校

☎0749-42-2307 市田　泰寛 秦荘中学校
☎0749-37-2005 田中　幹雄

秦荘西小学校
☎0749-42-2244 八木　佐登留 愛知川小学校

☎0749-42-2037 上村　ひとみ 愛知中学校
☎0749-42-2162 大角　義典

愛知川庁舎代表電話　☎0749ー42ー4111
秦荘庁舎代表電話　☎0749ー37ー2051

１階 税務課、住民課、会計室、福祉課、地域包括支援センター、健康推進課、子育て世代包括支援センター、子ども支援課
２階 くらし安全環境課、みらい創生課、経営戦略課（公共施設最適配置推進室）、新型コロナウイルスワクチン接種推進室
３階 議会事務局、人権政策課

１階 秦荘サービス室、農林振興課（土地改良）、商工観光課、建設・下水道課（グランドデザイン推進室）
２階 生涯学習課（国スポ・障スポ開催準備室）、教育振興課

【まちづくり活動の推進】
　第２次愛荘町総合計画に掲げる、めざすまちの姿「愛
着と誇り。人とまちが共に輝くみらい創生のまち。」の
実現に向け、地域が主体となった住みよいまちづくり活
動を強力に進めていくため、町組織において室係の新設
等を行います。

【デジタル化およびＤＸの推進】
　町行政のデジタル化への対応と町内のＤＸ（デジタルト
ランスフォーメーション）を進めるため、経営戦略課内の
「行革推進係」を「行革・ＤＸ推進係」に変更します。

【農業経営基盤整備の推進】
　町内における大規模土地改良事業等の農業経営基盤整
備を円滑に進めるため、農林振興課内に「土地改良係」
を新たに設置します。

【国スポ・障スポの開催準備】
　令和７（2025）年度に本県で開催される第79回国民
スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の開催
準備や受入態勢の構築等を進めるため、生涯学習課内に
「国スポ・障スポ開催準備室」を新たに設置します。

ポイント❶

ポイント❷
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　わたしたちは、この
春から住民の皆さんに
お世話になる役場職員
です。よろしくお願い
します。

フレッシュマンフレッシュマン
紹介紹介

自治会名 氏　　名
上 蚊 野 水野　均
松尾寺南 丸橋　継一
松尾寺北 吉岡　賢一
斧　　磨 西川　俊和
岩　　倉 小林　良三
蚊　　野 北村　博史
軽　　野 伴戸 喜代隆
安 孫 子 村西　忠司
東　　出 北川　利昭

ジョイフルタウン秦荘東 山口　悟
竹　　原 林　章司
常 安 寺 田中　美明
円 城 寺 村木　吉重
西　　出 上林　誠
深　　草 宿谷　直治
目 加 田 齊藤　新一
蚊 野 外 髙橋　重治
香 之 庄 村川　義一
元　　持 川口　正則
沖 居島 惣偉智

宮　　後 中村　弘澄

自治会名 氏　　名
北 八 木 八木 佐登留
下 八 木 小杉　寛
島　　川 西村　育郎

メイタウン島川 佐藤　直樹
長　　塚 西川　健
栗　　田 礒嶋　義弘
南野々目 野々村 茂一
野 々 目 中村　周司
矢　　守 辻　康治
畑　　田 東　義幸
平　　居 楠神　博幸
苅　　間 飯嶋　利治
東円堂東 粂　篤治
東円堂西 石沼　利一
豊　　満 満嶋　和　
愛 知 川 森野　隆
堺　　町 廣瀬　猛
泉　　町 田渕　司郎
源　　町 伊藤　博之
八 幡 町 深尾　晋史
本　　町 河合　芳彦

自治会名 氏　　名
伊 勢 町 田中　宏明
御 幸 町 廣瀬　年昭
祇 園 町 安田　圭

愛知川ニュータウン 田中　伸欣
渕 ノ 下 設樂　和慶
中　　宿 大屋　朝夫
沓　　掛 河村　政好

ハーモニータウン 　村　優
市 　　　富男

磯　　部 久保川 泰彦
川 久 保 　野　龍徳
石　　橋 瀧　哲行
長 野 東 山田　裕一
長 野 西 勝馬　孝
長野新町 清水　和夫
亀　　原 筒井　文明
川　　原 西村　𠮷二
百 々 町 西嶋　賢二
山 川 原 押谷　浩司

よろしくお願いします
■令和４年度区長・総代（敬称略）　

　私たちの町や自治会で、いろいろお世話をしていただく、令和４年度の 
区長・総代さんが決まりました。
　1年間よろしくお願いします。

問 みらい創生課（愛知川庁舎）
☎0749ー29ー9046

税務課
主事 寺田　杏菜

　一生懸命頑張ります！

子ども支援課
主事 岡部　真央

　住民の皆様から信頼さ
れる職員を目指し、精一
杯頑張ります。

会計室
主事 西島　悠紀

　愛荘町の皆様に信頼し
て頂けるよう、一生懸命
頑張ります。

農林振興課
主事 小林　瑞季

　住民の皆様に信頼され
る職員になれるよう頑張
ります。

教育振興課
学校教育担当課長 山川　剛
　4月から愛荘町でお世
話になります。よろしく
お願いいたします。

教育振興課
学校教育係長 向角　皆香
　一人ひとりが輝く学校
園を目指し、一生懸命努
めて参ります。

つくし保育園
保育士 古川　裕里可
　学ぶ姿勢を大切に、笑
顔いっぱいの明るい保育
士を目指します。

教育振興課
主事 坂田　瑞穂

　より住みやすい愛荘町
のまちづくりに貢献でき
るように努めます。

秦荘図書館
司書 中川　隆輔

　愛荘町の住民の皆様に
愛される図書館づくりに
努めます。

愛知川図書館
司書 伊藤　理志

　図書館を通じてより豊
かな生活をしていただけ
るよう精進します。

歴史文化博物館
学芸員 新木　慧一

　大切にされてきた歴史
と文化を後世に継げて参
りたいと思います。

人権啓発DVDのご利用を！
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☎

フレッシュマン
紹介

人権啓発DVDのご利用を！人権啓発DVDのご利用を！
　町では、人権学習の教材としてＤＶＤの貸出を行っています。今年度新たに作品を備
え、さらに教材を充実しましたので、自治会、学校、各種団体等での人権学習にご活用く
ださい。内容や貸出等についてのお問い合わせは、教育委員会生涯学習課（秦荘庁舎２階
　☎0749―37-8055）までお願いします。

★「夕焼け」 （35分　DVD）
ケアラー～だれもが人権尊重される社会を～
　相手が家族や親しい人であっても、毎日誰かの介助や世話をするこ
とは、身体的、精神的、さらに経済的にも大きな負担がかかります。
特にヤングケアラーは、学校に通い、教育を受け、友人と交流を通し
て成長する重要な時期であるにもかかわらず、その状況が周囲から見
過ごされることが多いという問題があります。主人公・瑠依は、幼い
弟の世話や家事に追われる生活にしんどさを感じつつも、「家族のこ
とは家族がするのが当たり前」という思い込みから、気持ちを押し殺
して生活しているヤングケアラーです。しかし、元ケアラーの灯との
交流によって、自分の状況や本当の気持ちについて見つめ直し、将来
に向かうための一歩を踏み出します。この作品では、お互いを気にか
け、人と人がつながっていくことが、ケアラーと家族が抱える問題解
決の糸口になる様子を描きます。ケアは他人事ではありません。だれ
もがケアする側にもケアされる側にもなります。年齢属性を問わず、
共に助け合える『だれもが人権尊重される社会』の実現をめざすこと
を目的として、制作された人権啓発ドラマです。

★「知りたいあなたのこと」　
視覚障がい者の生活・気持ち （21分　DVD）
　目が見えないということを、私たちはどこまで想像できているで
しょうか？視覚に障がいを持つ方々は、いろんな場面で危険や不安を
感じながら生活を送っています。この作品では、３人の全盲の方と１
人の弱視の方に取材しました。一体どんな場面で困っているのか、ど
んな配慮が求められているのか。今作は、視覚に障がいをもつ方々の
話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく内容です。

★「アゲハがとんだ」
1945.3.10東京大空襲 （20分　DVD）
　この物語は、学童疎開先ののどかな情景から始まります。子ども同
士の争いはありますが、心の底では理解し合っており、絆が結ばれて
います。卒業式のために東京に戻った主人公たちは、３月10日の午
前０時過ぎ、東京大空襲に見舞われます。前半の暖かい日差しの中の
情景と、後半の激しい空襲のシーンがコントラストとして印象的に描
かれます。戦争を真摯に受け止め、記憶に刻み、次の世代に引き継ぐ
ための一助となるよう、お使いいただければと思います。

★「いわれなき誹謗中傷との闘い」
スマイリーキクチと考えるインター
ネットにおける人権 （20分　DVD）
　ネットでの誹謗中傷やデマが、たいへん
大きな問題となっています。ネット上の誹
謗中傷により、命まで落とす人もいます
し、社会的にたいへん大きなダメージを受
けることもあります。この作品では、根拠
のない誹謗中傷により、20年以上も大きな
被害を受け、現在に至るまで誹謗中傷を受
けながらも、誹謗中傷と闘い、乗り越えて
いく経験をお持ちのスマイリーキクチさん
に出演いただき、ネットの誹謗中傷の現実
と対策、そして人権的課題について、実際
の事例をもとに考えるものです。

★「私たち一人ひとりができること」
当事者意識をもって考えるコロナ差別
 （26分　DVD）
　新型コロナウイルス感染症が拡大する
中、感染への不安や利害から、感染した
方への誹謗・中傷や特定の職業につく人々
への不当な差別などの、いわゆる「コロナ
差別」が問題となっており、各自治体でコ
ロナ差別解消に向けた様々な取り組みがお
こなわれています。本作品は、「コロナ差
別」の特徴と、差別や偏見がなぜ生まれる
のか、そしてどのように向き合っていけば
良いのかを学べる、ドラマ形式の人権啓発
教材です。新型コロナウイルス感染症への
対応が長期化する中、橘家の理人、智恵、
娘の杏里の三人は、身近に感染者が出てい
ないこともあって危機意識も徐々に薄れて
いき、どこか他人事のように考えていまし
た。ところがある日、杏里の
同級生の三好一家が新型コロ
ナウイルスに感染して…。
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100歳の長寿者激励
　東円堂の荒木 もみさん（大正11年３月４日生）が
100歳のお誕生日を迎えられました。
　もみさんは、縫製のお仕事をしておられました。手
先が器用で針仕事が好きなため着なくなった着物を新
たにポーチなどの色々な物にリメイクされていまし
た。現在はデイサービスを楽しみに通われています。
　ご家族は「100歳を迎え、これからも健康に暮らし
てもらいたい」と話されていました。
　町内に100歳以上の方は、３月７日時点で13人お
られます。皆様がいつまでもご健康でお過ごしくださ
いますようお祈りいたします。

第10回おうみ社会貢献賞受賞
　３月16日、愛荘さくらを守る会が第10回おうみ社
会貢献賞を受賞されました。この賞は、まちの活性化
に寄与する活動に取り組む団体等を公益財団法人滋賀
県市町村振興協会が表彰するものです。
　同団体は平成28年に結成され、町内の公共施設、
神社、河川沿いなどに生育する約1,300本のさくらの
剪定管理や植樹活動を精力的に展開されてきました。
表彰を受けて、須田 誠一会長は「受賞を誇らしく思
う。これからも会員の皆さんと楽しく活動し、地域を
盛り上げていきたい」と喜びの言葉を話されました。

「読書でガチャコン」表彰式
　３月12日、昨年６月から今年２月28日まで図書館
で実施した読書記録の取り組み「読書でガチャコン」
で、たくさん本を読まれた方の表彰を愛知川図書館で
行いました。
　「読書でガチャコン」とは、近江鉄道をモチーフに
した用紙に読書記録をつけるもので、2020年度から
開催しています。
　新型コロナウイルスの感染拡大の状況から、今回の
表彰式は一番たくさん台紙を提出されたお子さんのみ
の招待となりました。「読書でガチャコン」にご参加
いただいた皆様、ありがとうございました。

ハーバリウム教室を開催
　３月19日、ラポール秦荘いきいきセンターで愛荘
町シルバー人材センター主催のハーバリウム教室が開
催されました。参加された方はシルバー人材センター
の方々の指導の下、個性あふれる多彩なハーバリウム
を作られました。
　愛荘町シルバー人材センターでは、地域貢献活動と
して様々な活動に取り組んでおら
れます。
　今後も地域に根ざした取り組み
を計画されておられますので皆様
ご参加ください。

▼笑顔のもみさん

▼愛荘さくらを守る会の皆さん

▼笑顔の勝間さん親子

▼思い思いの作品を作る皆さん

6 aisho 2022.06



▼ゆったりとしたベンチ

「健口いきいき文庫」贈呈式
　３月24日、「健口いきいき文庫」の贈呈式を愛知
川図書館で開催しました。
　昨年度に引き続き、輪田会長（湖東歯科医師会会
長）、曽我常務理事（曽我歯科医院長）から茶谷図書
館長へ目録と書籍が手渡されました。輪田会長は「コ
ロナ禍でマスクを着用されていますが、歯と口の健康
を保つことはとても大切です。ぜひ役立ててくださ
い」と述べられました。
　寄贈された図書は、図書館のほか町内施設で活用し
ていきます。

ゆうがくの郷のトイレとベンチリニューアル
　この度、ゆうがくの郷に設置されているすべてのト
イレを、洋式トイレ（自動水洗式）にリニューアルし
ました。
　これまでのタイル張りの床は、清潔感のある乾式フ
ロアーシートになり、非接触型自動手洗い器も完備
し、館内の雰囲気にあわせた木目調の落ち着いた内装
になりました。
　身体障がい者用トイレは、「だれでもトイレ」とし
て生まれ変わり、オストメイト対応トイレを新設しま
した。

自衛官募集相談員連名委嘱式
　３月25日、自衛官募集相談員連名委嘱式が役場愛
知川庁舎で行われました。今回、塚本 子さん（東
円堂）と荻田 津留夫さん（島川）の２名が自衛官募
集相談員に選ばれ、有村町長と浅田自衛隊滋賀地方協
力本部長の連名で委嘱されました。
　有村町長から「自衛隊と地域を結ぶ役割として、一
人でも優秀な方が自衛官を志してくださるようご協力
をお願いしたい」と激励の言葉が送られました。ま
た、浅田本部長からは「保護者が安心して入隊する子
どもを送り出せるよう、情報提供などに協力いただき
たい」と期待の言葉が述べられました。

　さらに、こどもの本コーナーには、かわいらしい
こども専用のトイレを設置し、隣接する授乳室に
は、哺乳瓶などの洗い物ができるミニキッチンを新
設しました。
　また、公園ベンチなども改修し、屋外でも安心して
読書を楽しんだり、空の下でのんびり外の空気を楽し
んでいただける環境に整えました。
　生まれ変わった安心で快適なトイレや、気持ちのい
い公園ベンチで、ゆっくりと読書を楽しんでみてはい
かがでしょうか。

▼１口プラス10回噛むを習慣に

▼みんなが使いやすいトイレ

▼荻田さん（中央左）と塚本さん（中央右）
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国道８号　彦根～東近江【バイパス計画】について

政策目標
①産業の促進
②渋滞の緩和
③交通安全の確保
④観光振興の促進

道路計画に必要な機能
・名神高速へのアクセス向上
・国道8号の渋滞の緩和
・交通事故の減少
・ 点在する観光地間の道路ネッ
トワークの強化

都市計画対象道路事業の名称 国道８号 彦根～東近江

都市計画決定権者の名称 滋賀県

事業予定者の名称 国土交通省　近畿地方整備局

都市計画対象道路事業の種類 一般国道の改築

起終点 起点：滋賀県彦根市／終点：滋賀県近江八幡市

延長 約23km

車線数 ４車線

設計速度 80km／時

道路区分 第３種第１級

道路構造の概要 地表式、嵩上式を予定

事業着手までの流れについて

事業着手までの流れ

　国道8号彦根～東近江【バイパス計画】の事業着手には環境影響評価の手続きと都市計画決定の手続きが
必要となります。環境影響評価の手続きについては、方法書の内容に基づき、調査・予測・評価等の実施中
であり、都市計画決定の手続きについては、令和4年2月26日に近畿地方整備局よりルート計画案が手交さ
れ、都市計画決定権者となる滋賀県の都市計画原案作成に向け、今後関係市町で意見をまとめ、滋賀県に提
出することになります。意見をまとめるにあたり、愛荘町都市計画審議会を開催します。

環境影響評価の手続き
について

　環境影響評価法の
定めにより、規模が
大きく環境に大きな
影響を及ぼすおそれ
のある事業は「第1
種事業」として環境
アセスメント（環境
影響評価）を実施す
ることになっていま
す。

令和4年度事業計画
　令和4年4月　　　　事業説明会（ハーティーセンター秦荘）（4月23日開催）
　令和4年夏頃　　　　愛荘町都市計画審議会（夏以降も必要に応じて開催）

都市計画決定の手続き
について

国道8号彦根から
東近江【バイパス計
画】は都市計画決定
を受け、都市計画決
定後は都市計画法第
65条、同第67条、同
68条等の法的効果が
生じます。

国道８号 彦根～東近江【バイパス計画】
事業化に向けて手続き進行中！

事業着手

環境影響評価の手続き

配 慮 書 ルート原案

調査・予測・評価等の実施

都市計画審議会

方 法 書
都市計画原案

準 備 書

都市計画決定評 価 書

都市計画決定の手続き

▶
現
在
地

◀

 
現
在
地
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道路計画箇所・道路構成

◀ 事業計画区間
　 資料：  環境評価方法書

等に係る地元説
明資料より

道路構成（標準値）

①車線幅員：
　　　　3.50m（片側）
②自転車歩行者道幅員：
　　　　3.50m（路上施設帯含む）

●愛荘町管内　道路計画箇所

問  建設・下水道課（秦荘庁舎）☎0749－37－8052

※道路幅・道路位置についてはおおよそのものとなります。
※詳細な図面は建設・下水道課で配布しています。

7.0m

3.5m3.5m 3.5m

①② ②①

3.5m

7.0m

3.5m 3.5m

① ①
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　全国的に深刻な問題となっている「空家等」は、建物の老朽化による倒壊や火災の誘発、犯罪への利用、
ゴミの不法投棄、悪臭などの衛生環境の悪化、雑草等による近隣への迷惑など、生活に密接する多く
の問題を引き起こす原因となっています。お持ちの空家等を適正に管理していただくため、空家等が
引き起こすさまざまな問題等を考えます。

空き家の適正管理にご協力ください !!

空家等の何が問題なの？

空家等の発生は、次のような原因があります。

　①所有者等の死亡（相続者問題）
　②転居、転職、転勤による別の住宅等への引っ越し
　③老人ホーム等への入所や病院への入院
　④何らかの理由により解体ができない

　住んでいる住宅が空家等になる可能性はさまざまです。

空家等の発生原因

空家等を放置すると、次のような問題が起こります。

　①建物や門、塀等の倒壊により通行人や自動車等に被害が発生する恐れがあります。
　②ゴミの不法投棄や野生動物が住みつき衛生状態が悪化します。
　③台風等で外壁や屋根材が飛散し、近隣住宅に被害を発生させる恐れがあります。
　④火災や不法侵入による防犯上の問題があります。

　「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家等対策特別措置法）」により、空家等の適正な管理は
所有者または相続人の責務とされています。適切に管理されていない空家等が原因で近隣住民や通行
人などに人的・物的損害を与えた場合は、所有者等やその相続人が責任を問われ、損害賠償にまで発
展することがあります。
　こうした問題を回避するには、常日頃から空家等の管理を行っておくことが大切です。このような
ことから、町では令和４年１月１日から「愛荘町空家等の適正管理に関する条例」を施行しました。
条例の施行により空家等の所有者等の責務を明確化し、空家等が管理不全な状態に陥らないよう適正
な管理を促すための措置を定めました。
　空家等が原因で起こる問題は、行政だけでは解決できません。自治会、地域住民、行政が連携して
進めていく必要があるため、皆様のご協力をお願いします。

空家等が引き起こすさまざまな問題
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条例の施行により、以下の点を定めました。

１「所有者等の責務」とは？（適正な管理は所有者等の義務です）
　・「所有者等」とは、空家等の所有者以外に、相続人や占有者、管理人が含まれます。
　・「所有者等」は、所有する空家等に関して、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な管
　　理を行わなければなりません。

２  対象となる「空家等」とは？
　町内に所在し、常時無人の状態にある住宅などの建物（共同住宅や店舗等の建物も含む）のことを
言います。また、これらの建物に附属する門や塀、庭木その敷地全体も「空家等」に含まれます。

３「管理不全な状態」とは？（空家等で周辺に悪影響を与えている状態です）
　老朽化や台風等の自然災害により、倒壊や建築材の剥離・飛散するおそれのある状態で、誰でも簡
単に建物へ侵入することができ、侵入者による火災や犯罪などを誘発する恐れがある状態です。

問 建設・下水道課（秦荘庁舎）　☎0749ー 37ー 8052

※特定空家等とは・・・倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または、著しく衛生上有害と
なる恐れがある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、そ
の他周辺の生活の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空家等。

町が行う条例に基づくフロー

「愛荘町空家等の適正管理に関する条例」の主な内容

　空家等をお持ちの方は、近所に迷惑をかけたり、苦情がないよう、適正に空家等を管理しましょう。
また、今後、建物を使用しない場合は、愛荘町空き家等情報登録制度の活用を検討してください。今
住んでいる家も空家等になる可能性があります。家族で自宅の将来のことを考えてみましょう。

住民の皆様へ

条例において、所有者等、行政、住民の責務と役割を定めました。
所有者等・・・自らの責任で空家等が近隣住民や通行者等に悪影響を与えないように適正

な管理を行う。
行　　政・・・空家等が適正に管理されるよう、必要な情報を収集し、周辺の生活環境に

深刻な影響を与えないよう必要な措置を講じる。
住　　民・・・周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を発見したときは、地域

の代表者（区長等）を通じて町へ情報提供を行う。
　上記３者で連携しながら空き家対策を推進します。

情報提供 実態調査 勧告 命令 代執行助言
指導

特定空家等
の判定
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梅雨シーズン到来です。雨の日の外出も増えるこの時
期、安全運転に努め、カーライフを楽しみたいですね。

よくわかる運転免許　認知機能検査

　現在、75歳以上のドライバーが免
許更新時に受ける認知機能検査があ
ります。検査を通して自分を知るこ
とで安全な運転生活を続けたいです
ね。本書では実際の検査が体験でき
るような問題と、高齢者が運転して
いるときに陥りがちな危険運転の傾
向と対策がまとめられています。
2022年度の制度変更についても解
説があります。

岩越  和紀　著　JAFメディアワークス

洗車のテクニック＆メンテナンス
クルマ本来の輝きを取り戻すプロの技術を伝授！

　「車をきれいにする」ことにこだ
わりを持つ筆者が、クルマ本来の輝
きを取り戻すプロの技を伝授しま
す。ホイールやタイヤ、ボディの洗浄
だけでなく、車内の清掃まで、車ま
るごと１台がキレイになるための作
業の手順やコツや道具がカラー写真
でわかりやすく解説されています。
また、基本のメンテナンスも紹介さ
れています。

成美堂出版

長く乗り続けるための
クルマ運転テクニック図解

　年々のびる運転寿命。生活の必需
品として運転される方、遠出のドライ
ブを楽しみたいという方など、少しで
も長く車に乗り続けたいと願われて
いる方も多いことでしょう。ベテラン
ドライバーが自信をもって安心、安全
な運転が続けられることを願って、基
本の運転技術やトラブルの対処法、
免許返納などがイラストや図を用いて
わかりやすく紹介されています。

大泉書店

やってみよう！車中泊 カラー版

　近年、ワ―ケーション（ワーク＋バ
ケーション）にリモートワーク、それに
緊急時避難の対応の１つとしての車中
泊にも大きな関心が寄せられていま
す。車中で寝るなんて苦痛ではないか？
とも思えますが、いくつかの条件を踏ま
えれば楽しい車中泊が待っています。
雑誌『カーネル』（カー寝る）の編集長
がおくる車中泊入門書です。

　大橋  保之　著　中央公論新社

　休止中の各種行事は予告なく再開することがあり
ます。最新情報は図書館ホームページや電話等でご
確認のうえ、ご参加いただきますようお願いします。

日　時　6月10日（金）　14：00～15：00
　　　　6月19日（日）　10：30～11：30
場　所　愛知川図書館
対　象　どなたでも参加いただけます

古文書をよむ会

日　時　６月12日（日） 1回目 11：00～11：15
　　　　　　　　　　  2回目 11：30～11：45
場　所　愛知川図書館
対　象　３歳くらいまでのお子さんとご家族
（町内在住または図書館貸出カードをお持ちの方のご家族）

おひざでだっこのおはなし会

※申し込みが必要です（各回先着３組）。
　申し込みは愛知川図書館までお願いします。

日　時　６月21日（火） １回目 10：30～11：15
　　　　　　　　　　  ２回目 13：30～14：15
場　所　秦荘図書館
対　象　町内にお住まいの方、
　　　　もしくは図書館の貸出カードをお持ちの方

あたまいきいき音読教室

※申込みが必要です。申込みは秦荘図書館までお願いします。

場　所　秦荘図書館
お子さんに合わせたおはなしのプログラムを用意します。
開催日時と詳細は、秦荘図書館へお問い合わせください。

オーダーメイドおはなしかい

愛荘町は読書のまち 「愛荘町まちじゅう読書の宣言」
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　元気あふれるたいようぐみのお友だち。部屋でも、園庭でも、毎日パワフルなみんなの声が響
き渡っています。たいようぐみになって、これから楽しみなことがたくさんあるね。いっぱいあそ
んで、いろんな経験をして、みんなでたくさん思い出をつくろうね。

たいよう組担任　森野　美和　浅居　友重

ゆ
た
か
保
育
園
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よ
う
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み
（
5
歳
児
ク
ラ
ス
）

　体を動かして遊ぶことが大好き！笑顔が素敵なめろん組18名の子どもたちです。これから
も新しいことにどんどん挑戦して、楽しい思い出を作ろうね！

めろん組担任　𠮷岡　美奈子　藤田　郁子
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子 育 て子 育 てててて
　子育て支援センターあいっ子の“あいらんど”は、町在住・在勤の方で０歳から就学前のお子さんとその家庭を対象
にした親子ひろばです。

子育て支援センターあいっ子　６月の予定表

健康推進課事業の申込締切

●ぷれママ教室 6月22日（水）17時まで

健康推進課窓口または
電話（☎0749-42-4887）で受け付けます。

毎日のイベント
11 時 40分から次の催しを行います。
　　（行事の都合で変更する場合あり）
火 曜…体操＆ちいさなおはなしかい
水 曜…体操＆絵本のじかん
木 曜…体操＆うた遊び
金 曜…体操＆親子ふれあい遊び

子育て支援センター事業の申込締切

6月14日（火）17時まで

6月16日（木）17時まで

6月30日（木）17時まで

●きらきらバースディ

●季節の遊び講座

●プチらんど

子育て支援センター窓口または
電話（☎0749-37-8058）で受け付けます。

子育て支援センターあいっ子
☎0749－37－8058　FAX0749－37－8950

プチらんど

（満1歳の誕生日会をしましょう！）
　令和3年7月生まれのきらきらバースディは、
6月15日（水）に開催します。お手紙が届いたら、
出席か欠席の連絡をお願いします。ご参加お待ち
しています。

日時：6月29日（水）10：00～11：00
場所：子育て支援センターあいっ子 2階
定員：15組
☆予約不要☆

『運動会ごっこをしよう！』
～みんなでからだを動かして遊ぼう!!～
日　　時：6月17日（金）10：00～11：00
参 加 費：200円（お土産代）
定　　員：15組（2歳以上の子対象）
申込開始：6月1日（水）9時から

日時：7月1日（金）10：00～11：00
場所：山川原地域総合センター
内容：七夕飾り作り
定員：10組

申込開始　６月21日（火）9時から

園児のお友達は、園の服を着替えてから、
利用していただきますようお願いします。

～民生委員さんと遊ぼう～

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

休館日折り紙遊び
11：20～

折り紙を折って遊び
ましょう！
（予約不要）

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

休館日 休館日 あいあいクラブ
10：00～11：00
受講者のみ

土曜開館日

12 13 14 15 16 17 18

休館日 休館日 休館日きらきらバースディ
９：20～10：40
満１歳（令和３年７月
生まれ）のお誕生会
をしましょう♪（出
席か欠席の連絡を
お願いします。）

季節の遊び講座
10：00～11：00

『運動会ごっこをしよう』
参加費：200円
定員：15組（対象：２
歳以上の子）
申込開始：６/１～

19 20 21 22 23 24 25

休館日 休館日 はっぴーメモリアル
11：20～

満2,3,４歳（６月生まれ）
のお友達をみんなでお
祝いしましょう♪（予約
不要）誕生児さんは、
10時30分までにきて
ね。（未就園児対象）

ぴよぴよ広場
10：00～11：00

１歳児２歳児（Ｒ2.4.2
以降生まれた子で１歳
の誕生月を迎えた子）
とママで楽しく過ごし
ましょう！（予約不要）

ぷれママ教室
10：00～11：30
妊娠・出産・育児に
備えるパパやママ
対象の教室です。
（予約は健康推進
課☎42-4887まで）

赤ちゃん広場
10：00～11：00

１歳までの赤ちゃん
とママで楽しく過ご
しましょう。身体計
測もできます。
（予約不要）

土曜開館日

26 27 28 29 30

休館日 休館日 すくすくタイム
（オムツはずれ）
10：00～11：00
場所：子育て支援セ
ンターあいっ子２階
定員：15組
（予約不要）

のびのびタイム
11：30～

身長や体重を測る
よ！
（１人で立てる子が
対象）

【あいらんど】は平日火～金と
第２･４土曜日の10時から16時
30分まで開いています。都合
の良い時間に遊びにきてくださ
い。お待ちしています。
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問 申 子育て支援センターつくしひろば
☎0749ー42ー5051

問 申 愛荘町社会福祉協議会内
　　　　☎0749ー42ー7170

6 月
　5月10日（火）親子７組が、『親子リトミック』をおこないました。講師の先生の指導の下、親子で楽しいひと
ときを過ごしました。

★６月７日(火)に『子育て・ホッとおはなしタイム』をおこないます。
　（ 第1部 10時～10時30分　５組／ 第2部 10時40分～11時10分　５組）
　参加費は無料で予約が必要です。5月24日（火）から申し込みを開始します。
　※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止する場合があります。
★月・火・金曜日と第1・第3土曜日の9時30分から16時まで開館しています。
★開館日に『すくすく子育て相談（電話相談・面接相談）』をおこなっています。
　子育ての不安や悩みについて保育士が相談に応じます。【時間】9：00～17：00
◎子どもの見守りや遊びのお手伝いをしていただけるボランティアさんを随時募集しています。

イベント情報

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
上記イベントが中止または延期になる可能性が
ございますので、ご了承ください。
最新の情報については愛荘町社会福祉協議会
のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、
利用を15組とさせていただきますのでご了承ください。

お誕生日会
助産師相談

★１６日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談
　お誕生月のお子さんの数を把握させていただきたいので、
お誕生月の方で参加していただける場合は、愛荘町社会福祉
協議会（☎0749ー42ー7170）までご連絡ください♪

★２０日（月）午前中…
　　　臨床心理士さんによるミニ講座・個別相談臨床心理士

講座

☆ 最近のわんぱくひろばのようす ☆

★６月７日(火)に『子育て・ホッとおはなしタイム』をおこないます。
（ 10時～10時30分　５組／ 10時40分～11時10分　５組）第2部 第1部 
参加費は無料で予約が必要です。5月24日（火）から申し込みを開始します。
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　愛荘町は鈴鹿山系の豊かな清水と自然に恵まれた地域で、古代から現代まで農業が盛んに営まれています。今
でも昔ながらの田園風景が広がる愛荘町は、土地面積の約30％が耕地として利用されています。
　現在、トラクタやコンバインなどの機械で農作業を行いますが、かつての農業は手作業で行われ、今とは比べ物
にならないほど重労働でした。このため人々は様々な工夫を施した農具を開発し、生産効率を向上させてきまし
た。その様子が見える資料が愛荘町には数多く伝えられています。
　本展覧会では明治期に記された農家の日誌を展示し、今とは異なる昔の農作業を紹介します。また様々な農具
とともに、明治期に製作されていた「目加田唐箕」や、愛荘町にゆかりある人物が開発した「坂東式大鋤」などを展
示し、農具に見える地域の特色や農業の負担を軽減するための工夫を紹介します。他にも、農作業の様子を描いた
「四季耕作図屏風」を展示し、農業の変化を分かりやすく解説します。

▲目加田唐箕／当館蔵

▲牛曰く極楽首木／当館蔵 ▲牛曰く極楽首木チラシ／
　マルタ工業株式会社

開館時間 ： 10：00～17：00（入館は16：30まで）
会　　場 ： 歴史文化博物館　企画展示室
入 館 料 ： 町内の方は無料です。
休 館 日 ： 月・火曜日（祝日は開館）
特別協力： マルタ工業株式会社
後　　援 ： 朝日新聞大津総局　京都新聞　産経新聞社
　　　　　 滋賀報知新聞社　中日新聞社
　　　　　 毎日新聞大津支局　読売新聞大津支局
　　　　　 ＮＨＫ大津放送局　

6月8日（水）～7月18日（月・祝）令和4年

め　か　た とう み ばんどうしき おおすき

ぶんか
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☎ － －

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急遽公演を延期・中止することがございます。

会 期

場 所
入場料
主 催

6月12日（日）から7月8日（金）
9時から17時　※月曜日は休館
ハーティーセンター秦荘 ギャラリー
無料
一般社団法人ヴァリアスコネクションズ

日 時
場 所
出 演
入場料

7月30日(土)14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
劇団トマト座
全席指定 一般：1,500円（税込）
    高校生以下：1,000円（税込）
　　　　　　　　　＊当日　200円増

日　時 6月25日(土) 14時から
場　所 ハーティーセンター秦荘 大ホール
出演者 笑福亭晃瓶　笑福亭風喬
　　　　渡辺あきら　ブルーウェーブ
入場料 全席指定 1,500円（税込）

第10回
お笑い七夕
ハーティー寄席

※当日300円増

好評販売中

好評販売中

終演後に
バックステージツアーも

開催！

※3才以下のお子さまは無料。ただしお席が必要な場合は有料。
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問 湖東三山館あいしょう　☎0749ー 37ー 2333

問 るーぶる愛知川　☎0749ー 42ー 8444

「小さなびんてまり教室」受講生募集
日　　程 ：全12回（7/9、7/23、8/13、8/27、9/10、9/24、10/15、10/29、11/12、11/26、12/10、12/17）
　　　　　①午前教室：10時15分から12時15分まで
　　　　　②午後教室：13時15分から15時15分まで
　　　　　　※午前、午後両方を受講することはできません
場　　所 ：愛知川びんてまりの館　創作交流室（和室）
内　　容 ：直径９センチの小さなびんてまりの制作
対　　象 ：県内在住の方
定　　員 ：午前・午後　各12名
受 講 料 ：12,000円（別に材料代が必要）
指　　導 ：愛知川びん細工手まり保存会講師　
申込方法 ：愛知川図書館で配布している申込用紙に必要事項を記入のうえ提出ください。（郵送可）
申込締切 ：6/12（日）まで（郵送の場合は6/12の消印有効）※定員を超えた場合は抽選

ぶんか

愛知川びんてまりの館　☎0749ー 42ー 4114

　滋賀県出身の深田充夫さん。全国に数多くの作品を残し、2016年には滋賀県文化賞受賞。愛らしいお魚たちと、
不思議なロボットが織りなすカラフルなペン画の世界が広がります。タイトルの「陶彫」とは、土を焼いて作る感性豊
かな面白い彫刻のこと。この陶彫も６点展示します。ぜひ一度お越しください。

　毎月、第4日曜日に開催している「あいしょう朝市」。５月は
22日（日）9時～正午に開催。丹精込めて作られた安心・安全
な地元で採れたての野菜を農家さんが直接販売。手芸・木
工・手作りアクセサリーなども出店予定。お楽しみに♪

▼るーぶる愛知川ギャラリー

▲湖東三山館朝市のようす

【第308回 愛知川駅ギャラリー作品展】

5月31日(火)まで 8時～17時(最終日は正午まで)

【湖東三山館あいしょう】

とうちょう

※新型コロナウイルス感染の状況等により、中止や内容が変更になる場合があります。

深田充夫展「心の世界」
ペン画と陶彫を開催中！

あいしょう朝市開催！5月22日(日)

★出店者も随時募集中

毎月第4日曜日
“あいしょう朝市”

開催
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胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診
　今年度は、胃がん・大腸がん検診と同時に肺がん検診も実施します！
　胃がん検診・肺がん検診は予約制となります。

※肺がん検診・胃がん検診（胃部エックス線検査）の予約開始日：5 月 31日（火）8時 30分～
　平日 8時 30分～ 17時 15分までの間に、健康推進課（愛知川庁舎 1階☎0749－42－4887）までお申し込
　みください！

○検診日程　＜受付時間＞　8：40～ 11：30

胃がん検診
※胃部X線検査か胃内視鏡検査のどちらかの受診になります。
▶胃部エックス線検査（バリウム検査）
　空腹でバリウムを飲み、胃部のレントゲン撮影をします。
・対象者：40歳以上（昭和58年4月1日以前に生まれた方）の住民の方
・持ち物：個人負担金1,000円、健康保険証または運転免許証など名前・住所が確認できるもの
▶胃内視鏡検査
　50歳以上で年度末年齢が偶数年齢の方は医療機関での胃内視鏡検査を受けていただく方法もあります。
胃内視鏡検査をご希望の方は、 6月1日（水）以降に健康推進課で必要書類の受け取りと説明を受けてください。

肺がん検診
・対象者：40歳以上（昭和58年4月1日以前に生まれた方）の住民の方
　　　　  で、今年度、町の結核健診を受診していない方
・持ち物：個人負担金500円、健康保険証または運転免許証など名前・
　　　　  住所が確認できるもの、肺がん検診検診票

大腸がん検診
検診キットで採取した便の潜血反応を調べる検査です。
・対象者：40歳以上（昭和58年4月1日以前に生まれた方）の住民の方
・持ち物：問診票（複写の用紙）、便を採取した検査キット、個人負担金500円、健康保険証または運転免許
　　　　  証など名前・住所が確認できるもの（ご家族の分を代理で提出される場合は、ご家族の方の分もご
　　　　  掲示お願いします。）

日　付 曜日 場　所
6月21日
6月22日
6月23日
6月27日
6月28日

火
水
木
月
火

愛知川
保健センター

日　付 曜日 場　所
6月14日
6月15日
6月17日
6月20日

火
水
金
月

秦荘
保健センター

＊住民税非課税世帯は負担金が無料となります。事前の申請が必要ですので、該当する場合は受診日１週間前までに
　朱肉を使用する印鑑を持参の上、健康推進課までお越しください。

★各検診の注意事項について、必ず事前に健康カレンダーをご覧いただきお越し
　ください。健康カレンダーは、スマホやパソコンからもご覧いただけます。　

検査キットがお手元にない方はご連絡ください

愛荘町　健康カレンダー

 問･申  健康推進課（愛知川庁舎）　☎0749ー 42ー 4887

19aisho 2022.06



　子どものかんしゃくで困ったことはありません
か？
　かんしゃくは、激しい発作的な怒りの一種です。
自分の思いどおりにならなかったとき、泣いたりわ
めいたり、床に寝転んで暴れたりなどして、激しい
怒りや不機嫌さを表現する状態を言います。激しい
興奮状態になるため、ときとして吐きもどしたり、
頭を床にぶつけたりする場合もあります。どの子ど
もにもかんしゃくはある程度みられ、成長するにつ
れて減っていきます。
　かんしゃくへの対応は、子どもがなぜかんしゃく
をおこしているのか理由を見つけることが大切で
す。子どもがどんなことをしたいと思ったのか、何
を伝えたかったのかがわかれば、対応することがで
きます。「どうしたの？ つらかったの？」と声を
かけるだけで気持ちが落ち着く場合もあります。
　しかし、子どもの要求をそのまま聞くことが望
ましくない場合があります。例えば、言いなりに
なって子どもが欲しいおもちゃを買ってしまうと、

子どもは「こうすると、自分の思いどおりになるん
だ」と学習する場合があります。そうなると、かん
しゃくがエスカレートする場合があるので、言うこ
とを聞くことが、子どものためにならないときは、
「これが欲しいんだね。つらいね」と声をかけ、叱
らず、手を出さず、待ちましょう。子どもが諦め、
落ち着いたら「よくがまんできたね」と褒めましょ
う。子どもの気持ちは受け止めながら、してはいけ
ない行動は認めない態度が大切です。
　ただ、かんしゃくが多すぎる、あるいはきつすぎ
て心配になったときは、子どもに関わっている先生
や、お医者さん、子どもに関する相談機関などに相
談するとよいでしょう。
（参考： 『子どものこころ百科』東山紘久　創元社）

問 健康推進課（愛知川庁舎）
　 子育て世代包括支援センター
　 ☎0749ー42ー7661

◆子どもの気になる様子「かんしゃく」

　6月中旬に、介護保険料の納入通知書（本算定決定通知書）および納付書を被保険者へ郵送し、今
年度に納めていただく年間の介護保険料額をお知らせします。保険料の納付方法は、特別徴収（年金
からの天引き）もしくは、普通徴収（口座振替または納付書）のどちらかです。
※特別徴収の方および普通徴収で口座振替を利用されている方には納付書は同封しておりません。

問 福祉課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7691

○特別徴収となる人
　老齢（退職）・遺族・障害年金が年額18万円以上の人。年金支給月（年6回）
に年金から天引きさせていただきます。

○普通徴収となる人
　年金が年額18万円以下の人や年度中に65歳に到達する人、年度途中に転入され
た人などです。年額を10回（6月から翌年3月）に分けて納めていただき、納期限
は、納付月の末日（末日が休日の場合翌営業日）です。支払い忘れを防ぐため、
便利で確実な口座振替をご利用ください。

65歳以上の皆さんへ
介護保険料納入通知書を発送します
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問

－ －

男性の生きづらさとは―G-NETしがのコラムから―
　男女共同参画社会を実現するためには、性別による役割分担意識の解消や、
長時間労働の抑制などの働き方の見直しによって男性が抱える生きづらさをな
くすことで、男性にとっても地域や家庭へ参画しやすい環境づくりが求められ
ます。
　滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”では、男性だからこその生き
づらさや悩みについて、男性相談員によるコラムをホームページ上で掲載して
います。
　男性の立場・視点から理解を深めていただけるよう、今回はコラムの一部を
ご紹介します。

“G-NETしが”では男性（臨床心理士）による男性相談を行っています。ひとりで悩まず、☎0748－
37－8739（男女共同参画相談室総合相談）までご連絡ください。

出典：滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”ホームページ

問  みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749－29－9046

1 児童手当現況届の省略について
　令和４年の児童手当から受給者の現況を公簿等で確認する
ことで、毎年６月に提出していた児童手当現況届の提出が不
要となりました。
※ ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
　　① 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が愛荘町

と異なる方
　　②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
　　③離婚協議中で配偶者と別居されている方
　　④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
　　⑤その他、愛荘町から提出の案内があった方

2  所得制限限度額・所得上限限
度額について

　特例給付の支給に係わる所得上限額
が設けられます。令和４年10月支給分
から、児童を養育している方の所得額
により、特例給付の支給がされない場
合があります。
詳細は町ホームページを確認ください。

問  子ども支援課（愛知川庁舎）
　 ☎0749－42－7693

Q. 男性に生きづらさはない？
A. 2人に1人の男性が生きづらさを抱えている。

児童手当の制度が一部変更になります

　近年、男性の生きづらさについて、テレビや雑誌等のメディアで取り上げられるようになりました。
何をそんなに生きづらいのかと思われる方もいるかもしれませんが、理由として「男として求められて
いる役割」「男らしさの幻想」などが挙げられています。一昔前は「男性は仕事」をしていればいい、
という考え方が一般的でしたが、最近では「ワークライフバランス」「イクメン」という言葉に象徴さ
れるように仕事以外の役割も求められてきています。しかし、これまで同様、「仕事も完璧にしなけれ
ばならない」「一家を男性が支えなければならない」という考えも変わらず持ち合わせているのです。
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税　金 【税務課　☎0749ー42ー7690】

国民健康保険税 減免
免除

・収入が減少(前年同期比概ね30％以上)した場合は減免。
・ 世帯主が新型コロナウイルス感染症により、死亡または
重篤な傷病を負った場合は免除。

保険料 【住民課　☎0749ー42ー7692】
 【福祉課　☎0749ー42ー7691】※介護保険料に関すること

国民年金保険料 納付猶予
免除

・ 所得が国民年金保険料免除基準相当額まで減少した場合は
納付猶予や免除。

後期高齢者
医療保険料

減額
免除

・ 属する世帯の世帯主の収入が減少(前年比30%以上)した
場合は減額。
・ 世帯主が新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤
な傷病を負った場合は免除。

介護保険料 免除
減額

下記の①または②に該当する第1号被保険者。
① 属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症
により、死亡または重篤な傷病を負った場合は免除。
② 主たる生計維持者の収入が減少（前年比30％以上）した場合
は減額。

保育料 【子ども支援課　☎0749ー42ー7693】

保育 所保育料 日割り計算
休園や新型コロナウイルス感染症により登園できない期間の
保育料について、一旦全額徴収するが、出席日数分のみの
日割り計算にて減額し、他の月の保育料に充当。※申請不要。

学童保育所保育料 日割り計算 休所等により登所できない期間の保育料について登所日数に
応じ日割り計算にて算出。

下水道使用料
受益者負担金 【建設・下水道課　☎0749ー37ー8052】

下水道使用料
受益者負担金
（分担金）

支払猶予 下水道使用料・受益者負担金（分担金）の納付が困難な方につ
いて、支払猶予。

※上記の減免・猶予制度について、詳しくは各担当課にお問い合わせ下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により
納付が困難な方には減免・猶予制度があります
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☎＝電話番号 ℻＝ファックス番号 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

１ 滋賀県レイカディア大学とは
滋賀県社会福祉協議会では、人生100年時代を迎え、高齢者の社会参加への意欲の高まりに応え高齢者が
新しい知識と教養を身につけ、地域の担い手として活躍できるよう支援するため滋賀県レイカディア大学を
開設しています。　昭和53年７月の開設以来、約6,300名以上が卒業し、それぞれの地域でボランティア
活動や仲間づくりなどの地域活動をおこなっています。今回、今秋入学の第44期生の募集を行います。

２ 講座、学科および募集定員
（１）必修講座（全学生が受講します。）
　　・ 健康や福祉、郷土の自然・歴史・文化、

自然保護、国際理解、ボランティア等を
学びます。

（２）選択講座（出願時に学科を選びます。）
　　・ 各学科に分かれてその学科固有の知識・

技法等を学びます。
　　※ 必修講座、選択講座を合わせて月５～６回

程度の受講（登校）となります。
（３）※ 令和４年10月よりレイカディア大学は

草津キャンパス（草津校名称変更）、彦根キャンパス（米原校移転）の２つの拠点で開校します。
　　　　彦根キャンパス住所　〒522－0074　彦根市大東町2-28　アルプラザ彦根4階C

コ

O
ー

Z
ジ

Y
ー

T
タ ウ ン

OWN内

３ 修業年限 令和４年10月から令和６年９月までの２年間です。

４ 入学対象　 県内に居住または勤務し、今年10月１日現在において60歳以上の方

５ 授業料等
授業料は、各学年　前期25,000円、後期25,000円です。（年額 50,000円）　ただし、教材費、傷害
保険料、見学・研修の経費および自主活動等に要する経費等は学生の負担とします。

６ 出願手続等
　「滋賀県レイカディア大学第44期学生募集要項」および入学願書は、
福祉課（愛知川庁舎）、社会福祉協議会、公民館、図書館などで配布し
ています。また、びわこシニアネット（http://www.e-biwako.jp/）か
らもダウンロードできます。
　入学願書は必要事項をご記入のうえ、レイカディア大学草津校または
米原校まで郵送してください。（持参可）

７ 応募期間（入学願書受付期間）
　　令和4年 6月1日（水）から7月29日（金）までの間です。
　　（郵送の場合　7月29日（金）必着）

８ 応募・問い合わせ先　　
社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会
　　・滋賀県レイカディア大学草津校
　　　　　〒525-0072　草津市笠山 ７-８-138（県立長寿社会福祉センター内）☎077－567－3901
　　・滋賀県レイカディア大学米原校
　　　　　〒521-0016　米原市下多良２-137（県立文化産業交流会館内）  　☎0749－52－5110

滋賀県レイカディア大学　第44期 学生募集について

学　　科
募集定員(人)

合 計草津キャンパス
（５学科）

米原キャンパス
（３学科）

園 芸 学 科 50（10） 30（5） 80
陶 芸 学 科 25（5） － 25
び わ こ 環 境 学 科 25（5） － 25
地 域 文 化 学 科 25（5） － 25
北 近 江 文 化 学 科 － 20（5） 20
健 康 づ く り 学 科 20（5） 20（5） 40

計 145（30） 70（15） 215
※（　）は、リカレントコース。
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　町では、豊かで活力あふれるまちづくりを進めるため、さまざまな分野において住民の皆さんが、自発的・
主体的に取り組まれるまちづくり活動の支援を行っています。
　今年度の補助金交付を希望される団体は、応募書類に必要事項を記入いただき、期限までに提出してくださ
い。みなさまの積極的なご応募をお待ちしています。

魅力あるまちづくり活動を応援します
…愛荘町まちづくり活動支援事業補助金…

１．募集対象者
戦没者（一般戦災死没者を含む）の原則として配偶

者、子、父母、兄弟姉妹、孫、戦没者の子・兄弟姉妹
の配偶者および甥姪で県内在住の方。
・１柱複数名での同時参加はできません。
・ ２回目の参加を希望される方、障害をお持ちで
介助者の同行を必要とする方は下記までお問い
合わせください。

２．募集人数
10名程度（応募多数の場合は県選考基準によ

る優先順位順とし、同順位の場合は抽選とします
が、新型コロナウイルス感染症対策により募集人
数が変更となる可能性があります。）
　結果は６月下旬頃に通知します。

３．参加費
5,000円程度　※介助者の参加費用（交通費、

宿泊費など）は全額自己負担となります。

４．募集期間
　　　5月31日まで 当日消印有効
５．応募方法 はがき、ファックス
　　　　　または しがネット受付サービス
●はがき、ファックスで応募
　 参加希望者の郵便番号、住所、氏名、ふりがな、生年月
日、年齢、性別、戦没者との続柄、電話番号（日中連絡
可能な電話番号を記載願います。）
　 戦没者の氏名、ふりがな、戦没時の本籍都道府県名、陸
軍・海軍の別を記入

●しがネット受付サービスで応募
　 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/
smart-apply/apply-procedure-alias/
zenkoku-tsuitousiki

申・問 〒520－8577 大津市京町四丁目１－１
　　　 滋賀県健康福祉政策課 援護係
　　　 ☎077－528－3514（直通）
　　　 ℻  077－528－4850

全国戦没者追悼式への参列者募集
日本武道館（東京都）で開催予定の全国戦没者追悼式に参列されるご遺族を募集します。

（８月14日～15日、１泊２日の団体行動ができる方）

■募集内容
愛荘町内において、活動団体が自由なテーマを設定

し提案・実施することで、町内に広く効果があり、魅
力あるまちづくりに繋がる活動。

■応募資格
町内に活動拠点があり、ボランティア活動などの非

営利の活動をしている5人以上の団体で、その半数以
上が町内に在住、在勤または在学している活動団体と
します。町内で行う事業で、住民の誰もが自由に参加
できる活動であれば、活動の規模やテーマは問いませ
んが、宗教・政治に関するものは除きます。
《対象とならない活動は》
○ 国、県、町および公益法人が実施する他の財政的支
援を受けている事業、または受ける予定の事業
○ まちづくり活動の主たる効果が町外で生じる事業
○ 活動の構成員に制限がある事業　例：ある区・自治
会の構成員の人のみで活動しておられ、他の区・自
治会の人が入れないような活動については、この補
助金の対象となりません。

■補助金額は
　○ 一団体当たり10万円を限度とし、予算の範囲内

とします。
　○ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、

その端数の金額を切り捨てします。

■応募方法
　令和４年6月20日（月）までにみらい創生課へ応募
書類を提出してください。
　応募書類は、みらい創生課（愛知川庁舎２階）にお
越しいただくか、下記URLからダウンロードしていた
だけます。
　URL： https://www.town.aisho.shiga.jp/

soshiki/machizukuri/2/1/4507.html

■　審査方法
　申請書により、愛荘町まちづくり活動支援事業補助
金審査会が書類審査し、その審査結果に基づき町長が
交付決定します。
申・問 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046
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広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

☎＝電話番号 ℻＝ファックス番号 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

8 水 第37回企画展　愛荘の稲作と発明品（6/8～7/18） 10：00～17：00 歴史文化博物館

10 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

12 日
おひざでだっこのおはなしかい

11：00～11：15 愛知川図書館

11：30～11：45 愛知川図書館

目をつむる写真展 境界を超えて（6月12日～7月8日）  9：00～17：00 ハーティーセンター秦荘

19 日
愛知川ふれあい本陣　フリーマーケット 10：00～16：00 愛知川ふれあい本陣

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

21 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15 秦荘図書館

13：30～14：15 秦荘図書館

25 土 第10回お笑い七夕ハーティー寄席 14：00～ 　　　 ハーティーセンター秦荘

26 日 湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市   9：00～12：00 湖東三山館あいしょう

6
月
の
行
事
予
定

　町では、公共施設等の適切な維持管理、更新、長寿命化、集約化等の
基本的な考え方を定め、住民の皆さんにとって必要な施設の機能を将来
にわたって引き継ぐため、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策
定しました。
　今般、計画書の内容の充実を図るため、見直しを実施しましたのでお
知らせします。計画書改訂版は町ホームページからご覧いただけます。
　トップページから
　「町政情報」⇒『各種計画」
　　　　　　　⇒　『公共施設等の管理・運営に関する計画」
　　　　　　　　　　         　　　　　　に掲載しています。

問  経営戦略課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7680

公共施設等総合管理計画の
見直しをしました！
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おお 知知 らら せせ

受けるのは今！予防接種クーポン券を配布中！
昭和３７年度～昭和５３年度生まれの男性の皆様へ
あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために

風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎0749－42－4887６月の保健センター事業

☆保育園・幼稚園巡回訪問
● 臨床心理士・心理判定員・保健師による
　園児の観察と保育相談
　ご希望の方は各園にご相談ください。

☆女性のための健康相談
● 助産師による妊娠・更年期等についての相談（予約制）

実施日 相談時間
随　　時 個別に調整

☆健康相談
●保健師による「健康・こころ・子育て全般」に
　関する個別相談（予約制）

実施日 受付時間
6日（月）

9：00～16：3013日（月）
20日（月）

☆歯科相談
●歯科衛生士による「歯・口」に関する個別相談
　（予約制）

実施日 受付時間
6日（月）

9：00～11：00
13日（月）
20日（月） 13：30～１6：00

☆栄養相談・もぐもぐ相談
● 管理栄養士による「食事（離乳食）・栄養」に関
する個別相談（予約制）
実施日 受付時間
13日(月）

9：00～11：30
20日(月）

☆おっぱい相談
●助産師による母乳育児等についての相談(予約制）

実施日 受付時間
6日（月） 13：00～16：00

☆乳幼児健康診査（会場：愛知川保健センター）
健診・相談名 実施日 受付時間 対　　象 備　　　考

4か月児健診 8日(水）

※ 受 付 時 間
は、個別に通
知 し て い ま
す。ご確認く
ださい。

令和4年 2月生

7か月児相談 10日(金） 令和3年11月生

10か月児健診 10日(金） 令和3年 8月生

１歳６か月児健診 1日(水） 令和2年11月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。保護者の方の歯科診察もあります。

２歳６か月児相談 1日(水） 令和元年11月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。

３歳６か月児健診 7日(火） 平成30年11月生
・早朝尿・歯ブラシ・コップをご持参ください。
・保護者の方の歯科診察もあります。
・スムーズに視力検査ができるようにご家庭で練習してきてください。

☆子育て相談
● 臨床心理士による子どもの成長発達に関す
る個別相談（予約制）
実施日 受付時間
随時 個別に調整

☆ぷれママ教室
● 助産師、保健師等による妊婦教室（予約制）

実施日 受付時間 会　　場
23日（木） 10：00～11：30 子育て支援センター「あいっ子」

内容：育児のお話
　　　①妊娠期からの栄養のとり方について
　　　②赤ちゃんへの泣きへの対応
　　　③育児情報提供　など
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ごみは決められた方法で出しましょう
黒字：秦荘地区　青字：愛知川地区

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

月日 火 水 木 金 土

６月のゴミカレンダー６月のゴミカレンダー

掲 載 料　月額1枠6,300円、2枠10,500円
掲載規格　縦50ｍｍ×横57ｍｍ（1枠）
※1掲載号につき2枠限りで、3回まで掲載できます。
　町ホームページへの広告も1枠7,300円（税込）で募集中です。
　　 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046

　 広 告 募 集 中！　 広 告 募 集 中！

6

13

20

27

5

12

19

26

色つきびん

ガレキ

金属

無色透明びん

1

8

15

22

29

4

11

18

25

2

9

16

23

30

3

10

17

24

６月の各種相談日

秦荘地区愛知川地区日（曜日） 

※「―」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、お申込みいただいた収集回数を表しています。
①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回でのお申込みを表し、「長野①」と
ある場合は１ヶ月に１回で申込みいただいた長野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。 

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

６月のし尿収集カレンダー６月のし尿収集カレンダー

7

14

21

28

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃えないごみ

ペットボトル

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ 

燃やすごみ

燃やすごみ

資源ごみ等の回収
（愛知川幼稚園駐車場）

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

蛍光灯

ペットボトル

ガレキ

燃えないごみ

びん

長野①

愛知川①

―

沓掛①②

愛知川②・中宿①②

川原①・山川原①②

―

東円堂①

市①②

―

長野②③

―

苅間①・平居①

豊満①・東円堂②

愛知川③

―

東円堂③

―

上蚊野①松尾寺①斧磨①

岩倉①・常安寺①

竹原②③

―

―

安孫子①②③・東出①②③

西出①③深草①

―

―

目加田①②

蚊野外①

島川①②③

―

―

香之庄②③

沖①

―

長塚①

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(水)

(木)

2日

3日

6日

7日

8日

10日

13日

14日

15日

16日

17日

20日

21日

22日

24日

27日

29日

30日

金属

白色トレイ
白色トレイ

蛍光灯

申
問
＝申し込み先
＝問い合わせ先

☎＝電話番号
  　＝ファックス番号
　＝電子メール

■弁護士による町民無料法律相談
※要予約。５/27（金）締切。定員各6人（1人30分）。
◎愛知川庁舎　6/1（水）13：30～16：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

■女性の悩みカウンセリング
※要予約。６/14（火）締切。女性の臨床心理士が相談に応
じます。　町内在住・在勤の女性対象。定員2人（1人1時間）。
◎ハーティーセンター秦荘　6/17（金）13：00～15：00
問 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046

■心の教育相談
　（東近江少年センターあすくる事業）
※要予約。臨床心理士が相談に応じます。
　中学生から20歳までを対象。
◎秦荘庁舎（相談室１）
　6/20（月）10：00～15：00
問 東近江少年センター　☎050ー8034ー6519

■就労相談
転職や失業の相談に就労指導員が応じます。
◎山川原地域総合センター 
◎川久保地域総合センター 
◎長塚地域総合センター　 
相談時間　毎週火・水・木曜日9：00～16：00
※ 曜日、時間は変更になることがありますのでご
了承ください。
問 山川原地域総合センター☎0749ー42ー2478
問 川久保地域総合センター☎0749ー42ー2003
問 長塚地域総合センター　☎0749ー37ー3279

■心配ごと相談
介護・福祉相談も随時受付。電話相談、匿名相談可。
◎福祉センター愛の郷
　6/1（水）・6/15（水） 13：30～15：30
◎福祉センターラポール秦荘いきいきセンター
　6/8（水）・6/22（水） 13：30～15：30
問 社会福祉協議会愛知川事務所☎0749ー42ー5843
問 社会福祉協議会秦荘事務所　☎0749ー37ー8063

■特設人権なんでも相談所
◎秦荘庁舎　　　　　　6/ 1（水）13：30～15：30
◎福祉センター愛の郷　6/22（水）13：30～15：30
※ 大津法務局彦根支局にて常設相談所も開設してい
ます。（9時30分～16時30分　土・日・祝日除く）
問 人権政策課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7696

■行政相談
◎福祉センター愛の郷  6/ 2 （木）13：30～15：30
◎秦荘庁舎（相談室）　 6/23 （木）13：30～15：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680
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広報あいしょうは古紙パルプを配合しています。

令和４年６月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,425人 （＋13人）
　　　男 10,789人 （＋13人）
　　　女 10,636人 （± 0人）
世 帯 数 8,426世帯 （＋46世帯）

（令和４年４月30日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　2日（木）・9日（木）・16日（木）・23日（木）　開設時間  19 時まで
取扱業務　戸籍、住民票、印鑑の届出・証明、国民健康保険、国民年金、福祉医療、後期高齢者医療に関する事務

問 住民課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7692

開設窓口 愛知川庁舎1階住民課窓口

令和４年３月　火災・救急情報
【火災発生状況】 町内１件
【救急出動状況】 町内73件（火災1、交通事故2、労働災害1、運動競技1、

一般負傷12、自損行為3、急病52、転院搬送1）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

秦荘中学校
「令和４年度入学式」

わたしの学校

　４月11日（月）、秦荘中学校に１年生88名が入
学しました。大きな返事がとても頼もしかった
です。これからいろいろなことにチャレンジし
てくれることを期待しています。

森野　凜 ちゃん
もり   の　　　　りん

（令和 3 年６月１4 日生）
　笑顔がとってもかわいい凜
ちゃん♡お兄ちゃんお姉ちゃ
んと、仲良く元気いっぱい
育ってね♡家族みんな、凜
ちゃんのことが大好きだよ♡

（保護者　市
森野　浩史さん　尚美さん）

牧田雪叶 ちゃん
まき   た　ゆき   と

（令和 3 年 5 月 21 日生）
　誕生日おめでとう！これか
らも元気に育ってね。父ちゃ
んと母ちゃんと３人でいっぱ
いお出かけしようね。生まれ
て来てくれて本当に本当にあ
りがとう。

（保護者　平居
牧田　良介さん　桂子さん）

森田惟心 ちゃん
もり   た 　いっしん

（令和 3 年６月１6 日生）
　我が家の癒し末っ子惟心　
家族皆にいつも癒しをありが
とう！よく食べよく笑う甘え
ん坊な惟心と過ごせる毎日が
幸せです♡ニコニコ笑顔をた
くさん見せてね。誕生日おめ
でとう！
（保護者　東出

森田　篤さん　千絵さん）

日髙真椰 ちゃん
 ひ   だか　ま    や

（令和 3 年６月 22 日生）
　かわいい真椰ちゃん、元気
に大きく育ってくれてありが
とう！ママとパパは真椰ちゃ
んの笑うと目がなくなる笑顔
が大好きだよ。これからも楽
しい時間をたくさん過ごそう
ね。
（保護者　野々目

日髙　政信さん　沙希さん）

德田希子 ちゃん
とく   だ　  き    こ

（令和 3 年６月 27 日生）
　たくさん遊んで、食べて、
笑って、すくすくと育ってね♡

（保護者　島川
德田　祐貴さん　綾香さん）

わが家の天使わが家の天使わが家の天使

※他の市区町村、関係機関への照会を必要とする届出については、当日受付できない場合があります。
　身分証明書や添付書類など必要な場合もあります。

納期限および口座振替日は、6月30日（木）です。
町県民税（１期分） ／ 国民健康保険税（１期分）
問 税務課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7690

愛荘町LINE公式アカウント
「友だち」追加してね♪

愛荘町新型コロナウイルス
感染症関連情報

令和４年６月の徴収税金

愛荘町公式Facebook
「愛荘町 あしょうさん紀行」

1 歳のお誕生日
おめでとう!

※「わが家の天使」は、毎月10か月児健診を受診の皆さん
の中から健診会場で抽選を行い、掲載者を決定してい
ます。掲載を希望する方は、10か月児健診の会場で行
われる抽選にご参加ください。
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