
お知
らせ 海上保安大学校学生採用試験
受験資格…令和２年４月１日現在高等学校

または中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して２年を経過していない人。
令和３年３月までに高等学校または中等
教育学校を卒業見込みの人。または同等
の資格があると認められる人。

受付期間…８月 27 日㈭～９月７日㈪
一次試験…10 月 31 日㈯～ 11 月１日㈰
問合せ…大阪海上保安監部 管理課

☎ 06-6571-0221

お知
らせ 公園・児童遊園の喫煙について

児童遊園は、健康増進法の改正に伴
い、受動喫煙による健康影響が大きい
子どもなどに特に配慮する必要がある
ことから、敷地内での喫煙 ( 電子タバ
コ含む ) が禁止されています。

公園・児童公園では、受動喫煙防止
のため、禁煙にご理解・ご協力をお願
いします。
問合せ…都市計画課 公園・区画整理係

☎ 551-0121 ＦＡＸ 552-7000

お知
らせ 湖南広域消防局消防職員募集
試験区分…①中級職（救急救命士）２

人程度、②初級職５人程度
受験資格…①平成９年４月２日以降に

生まれた、救急救命士の資格を有す
るまたは令和３年３月実施の第 44
回救急救命士国家試験で救急救命士
免許を取得見込みの人、②平成 11
年４月２日から平成 15 年４月１ま
でに生まれた人
第１次試験…９月 20 日㈰９:00
第２次試験…11 月中旬予定
申込み…８月３日㈪～ 28 日㈮に受験願

書（総務課または、消防局・消防署・
出張所に設置、HP に掲載）を下記へ
問合せ…湖南広域行政組合 総務課

〒 520-3024 栗東市小柿 3-1-1
☎ 551-2727

指定管理者選定委員会 委員募集
令和３年度から５年間、下記審査対

象施設の指定管理者を選定する指定管
理者選定委員会の委員を募集します。

施設名 担当部・課
栗東農畜産物処
理加工施設（ア
グリの郷栗東） 環

境
経
済
部

農林課
☎ 551-0124

栗東市立農林業
技術センター
栗 東 シ ル バ ー
ワークプラザ

商工観光労政課
☎ 551-0104

栗東芸術文化会
館（さきら） 教

育
部

スポーツ・文化
振興課
☎ 551-0318

体育施設等（栗
東市民体育館ほ
か８施設）

委嘱期間…委嘱日から当該公の施設の
指定管理者の指定を行う日まで
※委員会は施設の所管する部単位で
２回程度の開催予定
募集人員…３人
応募資格…市内在住・在勤で 20 歳以

上の人（議員・公務員、本市の他の
各委員は除く）
応募方法…８月３日㈪～ 21 日㈮まで

に応募申込書（担当課で配布、市
HP に掲載）を農林課へ
問合せ…【環境経済部】農林課 農政係

☎ 551-0124 ＦＡＸ 551-0148
【教育部】スポーツ・文化振興課
☎ 551-0318 ＦＡＸ 552-5544

指定管理者の募集
令和３年度から５年間、下記の指定

管理者を募集します。
施設名 問合せ（担当課）

栗東農畜産物処理
加工施設（アグリ
の郷栗東）

農林課
☎ 551-0124

栗東芸術文化会館
（さきら）

スポーツ・文化振
興課
☎ 551-0318

※詳細は募集要項（８月 24 日㈪から
担当課で配布、市 HP に掲載）でご
確認ください

お知
らせ 自衛官の募集
募集種目…①自衛官候補生 ②一般曹

候補生 ③航空学生
資格…①・② 18 歳以上 32 歳未満（令

和３年４月１日現在 18 歳になる人を
含む）、③高卒（見込含）または高専
３年次修了者（見込含）18 歳以上で
海上は 23 歳未満、航空は 21 歳未満
受付期間…①７月 13 日～９月９日、 

②・③７月１日～９月 10 日
試験日…①９/24・26・27 のいずれ

か１日、②１次９/18・19、２次
10/10・11、 ③ １ 次 ９/22、 ２ 次
10/17 ～ 22、３次 11/14 ～ 12/27

※受験説明会は毎日実施しています
問合せ…自衛隊滋賀地方協力本部草津

地域事務所 （草津市西渋川 1-3-25）
☎ 563-8205

お知
らせ

市政功労者表彰式の開催と
被表彰者推薦

市では、永年にわたり善行的な取り
組みなどで活躍をされ、その功績が顕
著な人や団体を、市政功労者として毎
年表彰しています。
◆令和２年度市政功労者表彰式
日時…11 月 3 日㈷９:30 ～
場所…なごやかセンター 集会室
◆被表彰者推薦

市政功労者は、推薦により、表彰審
議会で決定しています。市の発展振興
のために月１回程度以上の次のような
活動を 10 年以上続けている人や団体
が皆さんの身近におられましたら、ぜ
ひお知らせください。（８月 31 日㈪
までの推薦分に限ります）
◦まちづくりなどのボランティア活動
◦環境保全活動
◦市民の安心安全のための活動
◦文化・芸術・スポーツの振興活動
◦青少年・子どもの健全育成活動 など
問合せ…秘書広報課 秘書係

☎ 551-0102 ＦＡＸ 553-1280

発行 / 栗東市役所　編集 / 市民政策部 秘書広報課
☎ 077-553-1234（代表）　FAX 077-554-1123（代表）
〒520-3088　滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号　http://www.city.ritto.lg.jp/
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お知
らせ

児童扶養手当の現況届は
８月中に提出を

ひとり親家庭などで児童扶養手当の
認定を受けている人は、必ず期間中に
本人が来庁し、現況届を提出してくだ
さい。手当の支給が全額停止されてい
る人も提出が必要です。現況届を提出
しない場合、11 月以降の手当を受け
取ることができなくなります。

また、「ひとり親世帯臨時特別給付
金」の受付を行います。児童扶養手当
の支給を受けていない人も、ひとり親
家庭などで新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて収入が減少した人など
支給要件に該当する場合は対象となり
ますので申請してください。
【現況届】
日時…８月３日㈪～ 31 日㈪ 8:30 ～

17:00 ※水曜日は 20:00 まで受付
※必要書類を送付しますので、必ず期

間内に手続きしてください。
【ひとり親世帯臨時特別給付金】
詳しくは市 HP をご覧ください。
問合せ…子育て応援課 児童・家庭福

祉係 ☎ 551-0114 FAX552-9320

お知
らせ

特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障
がい児福祉手当（福祉手当）の所得状況届

手当が支給されているか、停止され
ているかにかかわらず、すべての受給
資格者は年に１回、次の期間に所得状
況届（現況届）の提出が制度上義務付
けられています。

提出がないと８月分以降の手当を受
け取ることができなくなります。また
２年間提出がないと手当を受ける資格
がなくなりますのでご注意ください。
提出期間…８月 12 日㈬～９月 11 日㈮
※対象者には必要書類を送付しますの

で、上記期間内にお手続きください。
問合せ…障がい福祉課 障がい福祉係

☎ 551-0113 ＦＡＸ 553-3678

お知
らせ

小型特殊自動車・
農耕作業用自動車の課税

フォーク・リフト、ショベル・ロー
ダなどの小型特殊自動車や、乗用装置
のあるトラクター、コンバイン、田植
機などの農耕作業用自動車は軽自動車
税（種別割）の課税対象となります。

公道を走行しない（工場内や田畑で
しか使用しない）車両、現在使用して
いない車両にも、課税されます。

該当する車両を取得した人（法人）
または、現在未申告の車両を所有して
いる人（法人）は、軽自動車税（種別割）
の申告手続きをして標識（ナンバープ
レート）の交付を受けてください。

【課税される金額】
小型特殊自動車…5,900 円
農耕作業用自動車…2,000 円
問合せ…税務課 市民税係

☎ 551-0106 ＦＡＸ 551-2010

お知
らせ

特定健康診査 ( 特定健診 ) で
年に１回の健康チェックを

国民健康保険に加入する 40 ～ 74
歳の人を対象とした、特定健診を実施
しています。

受診期限は 11 月 30 日までですが、
10 月から 11 月はインフルエンザや
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り実施医療機関の混雑などが予想され
ますので、受診がまだの人は、できる
だけ早めに受診しましょう。

受診対象者には 5 月下旬に受診券
を送付していますが、紛失などで手元
にない場合は下記へご連絡ください。
問合せ…保険年金課 国民健康保険係

☎ 551-1807 ＦＡＸ 553-0250

お知
らせ

重度心身障がい者（児）等自動車燃料費・
福祉タクシー運賃助成券の交付

令和２年８月１日以降、対象者を拡
大します。
対象…在宅の、身体障害者手帳１級、

２級・療育手帳Ａ判定・精神障害者
保健福祉手帳１級のいずれかに該当
する人（所得制限あり）
交付内容…自動車燃料費助成券、福祉

タクシー運賃助成券のいずれかを、
１月あたり２枚。（1 枚 500 円）

※腎臓機能障がい者で、人工血液透析
のために通院している人は、１月あ
たり２枚を加算

※自動車燃料費４社、福祉タクシー運
賃助成 24 者の協力事業者で使用可能
問合せ…障がい福祉課 障がい福祉係

☎ 551-0113 ＦＡＸ 553-3678

お知
らせ

国民年金保険料の納付は、
口座振替が便利でお得です！

口座振替は、保険料が自動的に引き
落とされるため、納め忘れもなく便利
です。

また、当月分の保険料を当月末に引
落すことにより月々 50 円割引になる

「早割制度」や、現金納付よりも割引
額が多い６か月前納・１年前納・２年
前納があり、大変お得です。

口座振替を希望する人は、納付書ま
たは年金手帳、通帳、金融機関届出印
をお持ちの上、希望の金融機関または、
草津年金事務所、市役所保険年金課へ
お申し出ください。
※令和 2 年 10 月分からの 6 か月前納

を希望する場合、申し込み提出期限
は、令和２年８月末です。（市役所へ
提出する場合は８月 14 日㈮まで）

※令和３年４月分からの１年前納、２
年前納の申込は、令和３年２月末ま
でです。
問合せ…草津年金事務所 国民年金課

☎ 567-2220　ＦＡＸ 562-9638
市役所保険年金課 年金係　
☎ 551-0112　ＦＡＸ 553-0250

お知
らせ 償却資産申告書の提出

事業（農業、林業などの第一次産業
を含む）をおこなっている個人、法人
などは、地方税法に基づき、毎年１月
１日に所有する市内の償却資産の状況
を、償却資産申告書により申告する必
要があります。該当される事業主は申
告書の提出をお願いします。

償却資産とは、土地・家屋以外の事
業用の資産で、（軽）自動車税の対象
となるものは除きます。

詳しくは市 HP（http://www.city.ritto.
lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/index.
html）をご覧ください。
問合せ…税務課 資産税係

☎ 551-0105 ＦＡＸ 551-2010

お知
らせ 電気使用安全月間
期間…８月１日～８月 31 日
2020 年度重点活動テーマ
◦日頃から電気の安全を心がけ、かし

こく上手に使いましょう
◦日頃から自家用設備をしっかり管理

し、電気事故を未然に防ぎましょう
◦地震、雷、風水害などの自然災害に

ともなう電気災害に注意しましょう
問合せ…関西電気保安協会

☎ 06-7507-2277

広報りっとう　2020年８月号

②



お知
らせ 中小企業の事業承継を支援

◆事業の引継ぎ支援
内容…事業の売却・買取・廃業などの

相談対応と事業売買のマッチングの
支援を行う
費用…相談無料
問合せ…滋賀県事業引継ぎ支援センター 

大津市打出浜 2-1 コラボしが 21 ９階 
（大津商工会議所内） ☎ 511-1503

◆承継準備型事業承継補助金
内容…企業価値の評価に係る経費の一

部を補助（上限 30 万円） 
対象…企業概要作成費、株価算出表作

成費など
期間…５月１日㈮～ 12 月 28 日㈪
問合せ…滋賀県 中小企業支援課

☎ 528-3733
◆事業承継トライアル補助
（お試し事業承継）
内容…事業売却を考える売り手と事業

を買いたい買い手をマッチングし、
トライアル期間を設けて事業引き継
ぎを行う事業
費用…自己負担あり（一部を県が負担）
期間…６月１日㈪～３月 31 日㈬
問合せ…（一社）日本スモール M ＆

A 協会 ☎ 06-6123-7489

お知
らせ

小規模事業者の事業継続の
ために給付金を支給

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、売上高が減少している市内の小
規模事業者に対し事業の継続を下支え
するため、緊急支援として給付金を支
給します。
対象…令和２年２月から６月までの

内、任意の３か月の事業の売上額が、
前年同月３か月の売上額と比較して
30％以上減少している、市内に事
業所を有する小規模事業者

※開業後間もないため、前年同月の比
較ができない場合は緩和措置あり

（ただし令和２年２月１日以前に開業）
給付金額…15 万円＋５万円（地代家賃

がある場合の上乗せ）＝最大 20 万円
申請期間…７月 15 日㈬～９月 30 日㈬
申請方法…申請書（栗東市商工会 HP

に掲載）に必要事項を記入し、添付
資料とともに原則郵送で下記へ
問合せ…栗東市商工会

〒 520-3047 栗東市手原 3-1-25
☎ 552-0661 ＦＡＸ 553-5263
ホ http://www.rittosci.com/

マイナンバーカードの休日交付
❖休日開庁日
日時…8 月 23 日㈰８:30 ～ 14:00
◦マイナンバーカードは、申請から交付ま

で 1 か月程度かかります。カードの準備
ができ次第「交付通知書」を送付します
ので、本人が受け取りにお越しください。

◦当日はマイナンバーカードの電子証明書
の更新もできます。更新手続きの際に、
マイナンバーカードの暗証番号（数字４

桁）と署名用電子証明書の暗証番号（６
～ 16 桁の英数字）を確認します。マイ
ナンバーカードと有効期限通知書をお持
ちください。

◦住民票等、印鑑登録証明書、戸籍証明等
を窓口で取得できます。併せてご利用く
ださい。　

問合せ…総合窓口課
☎ 551-0110 ＦＡＸ 553-0250

令和 2 年度第 1 回（８月）市営住宅入居募集
募集期間…８月３日㈪～ 12 日㈬　９:00 ～ 17:00
受付場所・問合せ…住宅課 住宅係（庁舎 2 階）　☎ 551-0347 ＦＡＸ 552-7000
※申込みは、部屋ごと ( 重複申込は不可 )、入居については資格要件があり、申込者に

よって必要書類が異なりますので、事前に募集案内と申込書を取りに来てください。
※今回の入居募集は、広報りっとう おしらせ版５月号に掲載した、６月の入居募集を

延期したものです。
１．【公営住宅】（入居可能日：１０月下旬以降）
団地名 住宅番号間取り本年度の家賃(円) 浴槽 駐車場 エレベーター 住戸タイプ

安養寺

B2-2

3DK

19,000 ～ 37,200

有 有 無 一般
D1-1

19,800 ～ 39,000D1-3
D3-3
E4-4 19,200 ～ 37,800F3-3

手原 205 2DK 19,200 ～ 37,700 有 有 有 シルバーハウジング

十里
７ ３DK 24,800 ～ 48,700

有 有 無 一般17 4DK 25,300 ～ 49,800

下戸山
104 2LDK 22,500 ～ 44,200 有 有 有 身体障がい者同居世帯向108
212 3DK 22,700 ～ 44,700 一般

２．【特定公共賃貸住宅】（入居可能日：１０月下旬以降）
団地名 住宅番号間取り本年度の家賃(円) 浴槽 駐車場 エレベーター 備考

下戸山 121 3LDK 62,000 有 有 有 専用面積 75.1㎡321

資格要件…①栗東市内に 6 か月以上の住所または勤務地がある
②市町村税などの滞納がない ( 入居予定者全員が対象 )
③現に同居し、または同居しようとする親族がいる
④入居予定者全員の合計収入月額が原則 158,000 円以下
⑤現在住宅に困窮している（詳細は募集案内参照 )
⑥申込者および同居人が暴力団員でない

※身体障がい者同居世帯向住宅は、車イスで生活できる設備を設けた住宅です。
身体障がい者手帳（下肢・体幹の程度が 1 級～ 4 級）などを持っている人と
その親族からなる世帯が対象です。

※シルバーハウジング住宅とは、60 歳以上の一人暮らしの人や夫婦二人暮らし
の方が、自立して生活できるよう、設備を設けた住宅です。緊急時に通報でき
るシステムも完備されています。高齢者・身体障がい者の単身世帯、高齢者の
みからなる世帯、高齢者夫婦世帯の人が主な対象となりますが、申込資格があ
りますので、詳しくはお問合せください。

資格要件…①現に自らが居住するための住宅を必要としている
②市町村税等の滞納がない ( 入居予定者全員が対象 )
③現に同居し、または同居しようとする親族がある
④入居予定者全員の収入月額が原則 158,000 円以上、487,000 円以下である
⑤申込者および同居人が暴力団員でない
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お知
らせ

ゆるキャラ ® グランプリ
2020 THE FINAL

栗東市マスコットキャラクターの　
くりちゃんが、ゆるキャラ ® グランプ
リ 2020 にエントリーしています。携帯
電話・パソコン・タブレットで投票して
応援してください。投票は１メールアド
レスにつき１票、毎日１回できます。
投票はこちら https://www.yurugp.jp/jp/
vote/method.php
投票期間…９月 25 日㈮ 18:00 まで
問合せ…秘書広報課 広報・広聴係

☎ 551-0641 ＦＡＸ 553-1280

夏の環境教室
「地球温暖化ってな～に？」

～食から考える温暖化防止～
日時…８月 29 日㈯ 13:30 ～ 15:00
場所…コミセン大宝東 大会議室
内容…地球温暖化の現状を知り、食品

ロスやフードマイレージについて学
び、毎日の食生活からできる温暖化
防止について考えます。
講師…滋賀県地球温暖化防止活動推進員
対象…市民（小学５年生以上）
定員…30 人※申込先着順
申込み…電話またはメールで下記へ
問合せ…生涯学習課 生涯学習推進係

☎ 551-0145 ＦＡＸ 552-5544
メ syogaigakusyu@city.ritto.lg.jp
コミセン大宝東　☎ 551-2337

お知
らせ

地域のつどい場へ
参加してみませんか？

人とのつながりや楽しみを再発見で
きる場所です。高齢者だけでなく、地
域のだれもが気軽に参加することがで
きます。詳細や参加申込は直接お問合
せください。
●にじの家サロン

毎週木曜日 10:00 ～ 14:00
健康体操、手作りランチなど
小平井 3-1-27 ☎ 574-8522

● CoCo カフェ
第４日曜日 11:30 ～ 14:30
体操、健康講座、手作りランチ、レ
クリエーションなど
小規模多機能ホーム志
御園 2629 ☎ 599-0488

●ほのぼのサロン まあるい
第３または第２水曜日 13:30 ～ 15:30
健康体操、俳句、茶話会など
荒張 297-5 ☎ 558-2729
問合せ…長寿福祉課 地域支援係

☎ 551-0198 ＦＡＸ 551-0548

お知
らせ

しが就職氷河期世代
サポートコーナー

滋賀労働局・ハローワークでは、就
職氷河期世代の人を支援する専門窓口
を設置しています。「安定した仕事に
就きたい」、「スキルアップしたい」、「働
くためのサポートが欲しい」など、さ
まざまなニーズにきめ細やかに対応し
ますので、気軽にお問合せください。
場所…しがジョブパーク（草津市西渋

川 1-1-14 行岡第 1 ビル４階）
対象…①就職氷河期世代（原則 35 歳

以上 55 歳未満）の人、②正社員雇
用の機会に恵まれなかった人、③安
定した雇用を希望している人

問合せ…しが就職氷河期サポートコーナー
☎ 563-0350（平日９:00 ～ 17:00）

お知
らせ

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

いじめ、体罰、虐待、不登校など、
子どもの人権に関する問題全般に相談
無料・秘密厳守で応じます。
期間…８月 28 日㈮～９月３日㈭

８:30 ～ 19:00（土・日は 10:00 ～ 17:00）
相談担当者…法務局職員、人権擁護委員
問合せ…大津地方法務局 人権擁護課

☎ 522-4673

相談電話番号 0120-0
ぜろぜろななのひゃくとおばん

0 7 - 1 1 0

お知
らせ

全国一斉 司法書士による手続き
支援のための養育費相談会

養育費未払いによる困窮状態を解消
するために、開催します。相談無料、
秘密厳守で応じます。
日時…９月 12 日㈯ 10:00 ～ 16:00
相談専用番号…0120-567-301
※当日のみの番号です
問合せ…滋賀県司法書士青年会（高杉）

☎ 0748-78-0711

お知
らせ 成年後見制度 出張相談会

認知症でお金の管理が心配な高齢者
や、障がいにより判断能力が十分でな
い人が安心した生活が送れるよう、成
年後見制度の仕組みや手続きの方法な
どが相談できます。
日時…８月 21 日㈮ 13:30 ～ 16:00
（受付は 15:30 まで）
場所…市役所２階 第４会議室
対象…栗東・草津・守山・野洲市在住の人
※相談料無料、予約不要
問合せ…長寿福祉課 高齢福祉係

☎ 551-1940　ＦＡＸ 551-0548

子育て講座
❖わらべうたベビーマッサージ
日時…９月９日㈬ 10:30 ～ 11:30
（受付 10:20 ～）
場所…葉山東児童館
内容…わらべうたやベビーマッサージ

をとおして親子でふれあう
講師…わらべうたベビーマッサージイ

ンストラクター 村井裕美さん
対象…生後２か月からハイハイするま

でのお子さんと保護者※予防接種後
48 時間以内のお子さんは申込不可
定員…15 組　参加費…無料
持ち物…お茶か水、バスタオル、オイ

ル（ある人のみ）
申込期間…８月 25 日㈫～ 28 日㈮ 13:00 ～ 16:30
申込み・問合せ…葉山東児童館

☎ 552-6149 ＦＡＸ 552-6249
❖就園に向けて
日時…９月 10 日㈭ 10:30 ～ 11:30
（受付 10:20 ～）
場所…大宝児童館
内容…就園にむけての準備、心構え
講師…大宝西幼稚園 園長 九里明美
対象…市内在住の未就園児親子
定員…15 組　参加費…無料
持ち物…お茶か水
申込期間…８月25日㈫～28日㈮13:00～16:30
申込み・問合せ…大宝児童館

☎・ＦＡＸ 551-1950
上記２講座は
◦申込みは、開館日に電話・来館で本人（家

族分）のみ先着順で受付※ＦＡＸは問合せのみ
◦定員に達しない場合は引続き受付
◦ BIWA-TEKU 参加イベントです

上記３講座は
◦当日７時以降に暴風警報・特別警報が発令の

場合講座は中止

❖親子リトミック
日時・場所…①９月 30 日㈬ 大宝西児

童館、② 10 月５日㈪ 葉山児童館
いずれも 10:30 ～ 11:30

内容…リズムにのって楽しく表現しよう！
講師…リトミック研究センター
　滋賀第一支局職員
定員…① 13 組、② 14 組※申込先着順
対象…１～３歳の未就園児親子
参加費…無料
持ち物…筆記用具、お茶か水
申込方法…９月７日㈪９時から電話ま

たはメールで下記※①②いずれか一
か所のみ
問合せ…生涯学習課 生涯学習推進係

☎ 551-0145 ＦＡＸ 552-5544
メ syogaigakusyu ＠ city.ritto.lg.jp
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RIFA 英会話教室【後期】
期間…◦ 10 月 5 日～翌 2 月 1 日

全 15 回（初級 午後クラス）
◦ 10 月 8 日～翌 1 月 28 日
全 15 回（初級 午後クラス以外）
場所…コミセン大宝東
内容…全て英語で進行します。
【初級】簡単な文法や単語はわかる
人で、「声を出す」練習

【中級】ある程度会話ができる人で、
語彙力 UP と、より自然な会話への
練習

【上級】フリートークやディスカッ
ション中心
レベル 午　前 午　後
初級 ９:15 ～ 10:15 12:30 ～ 13:30
中級 10:20 ～ 11:20 18:30 ～ 19:30
上級 11:25 ～ 12:25 19:35 ～ 20:35
定員…各クラス 15 人

（最小 7 人で開催）
受講料…一般 15,000 円、RIFA 会員

12,000 円（プリント代込み）
申込み…９月 24 日㈭９時から下記電

話、FAX、メール、HP で受付
※新型コロナウィルス感染防止対策の

ため中止となった場合のみ、1 回あ
たり 1,000 円として返金

問合せ…栗東国際交流協会（自治振興
課 内 ）　 ☎ 551-0293（ 月 ～ 金 曜 日
９:00 ～ 17:00）
メ mail@rifa.jp ホ http://rifa.jp

栗東芸術文化会館さきら
☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272
チケット予約☎551-1414

休館日…８月３日㈪･13日㈭～15日㈯・
17日㈪・24日㈪・31日㈪、９月７日㈪

❖さきらジュニアオーケストラ・アカ
デミー 2020 年度後期入校生募集
募集クラス…実技クラス（初心者コー

ス、レッスンコース）
音楽基礎クラス
アンサンブルクラス ( 弦・管打 )
オーケストラクラス
対象…小学校１年生から高校３年生ま

で（オーケストラクラスは 22 歳ま
での楽友制度あり）
応募方法…８月１日㈯～ 29 日㈯ 17

時までに所定の申込書（さきらに設
置、HP に掲載）をさきらへ
入校審査日…９月６日㈰
※見学は随時可能です。お問合せくだ

さい。

市民体育館･市内体育施設の休館日…８月３日㈪･11日㈫･17日㈪・24日㈪・31日㈪、９月７日㈪
❖トレーニングルーム再開のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、停止していたトレーニング
ルームの利用を新たな方法で再開し、
以下のようなルールで運用していま
す。ご理解、ご協力をお願いします。
①事前にエチケット講習を受け、会員

登録した人のみ利用可能
②一度に入室できる人数は７人まで
③電話予約が必要（当日受付）
❖第 54 回市民ソフトボール大会
日時…９月 13 日㈰８:30 ～

予備日：９月 20 日㈰
場所…野洲川運動公園 ソフトボール場
対象…事業所・クラブ・自治会のチーム
参加費… 500 円 / １チーム
申込み…８月 29 日㈯ 16:00 まで
問合せ…栗東市民体育館

❖第 65 回市民野球大会
日時…９月 13 日㈰ 予備日 : ９月 20 日㈰
場所…栗東運動公園グラウンド

平谷球場 A
対象…自治会・クラブ（中学生以上の

方で編成）のチーム
※開催日、予備日とも出場できるチーム
参加費… 1,000 円 / １チーム
申込み…８月 30 日㈰ 17:00 までに下記へ
問合せ…栗東市民体育館

❖第 37 回市民テニス大会（ダブルス）
日時…９月６日㈰９:00 ～ 18:00

予備日：９月 13 日㈰
場所…野洲川運動公園 テニスコート
対象…どなたでも
参加費…2,000 円 / 組（当日徴収）
申込み…８月 23 日㈰ 17:00 までに栗東

市民体育館、または下記メールへ
問合せ…テニス協会（西井）

メ nightmare.jack1975@gmail.com
☎ 090-3843-5904

❖ジュニアなんでも運動教室（中期）
スポーツに必要な運動神経を培う教室
日時…９/ ３～ 11/19 の木曜日 全 12 回

15:00 ～ 16:00
場所…栗東市民体育館 
対象…３歳児～５歳児
定員…15 人※申込先着順
参加費…6,000 円（12 回）
講師…ジュニアスポーツ指導員 土田

政代さん
申込み…８月８日㈯９:00 から参加費

を添えて印鑑をお持ちの上、下記へ
※電話申込可、ただし来館優先
問合せ…栗東市民体育館
❖いきいき運動教室

リズムに合わせて楽しく体を動かす
大人の筋トレ教室
日時…８/ ６～３/18 の木曜日  

13:15～14:30
場所…栗東市民体育館 会議室
対象…どなたでも
定員…20 人※当日受付
参加費… 500円/１回(傷害保険料込）

※ 5,000 円で 11 回分の回数券あり
講師…健康運動指導士 土田政代さん
問合せ…栗東市民体育館 

❖第 29 回 市民ゲートボール大会
日時…９月 22 日㈷８:30 ～※小雨決行
場所…新善光寺ゲートボール場
対象…８歳以上の人
参加費…2,000円/1チーム（当日徴収)
申込み…９月 10 日㈭までにゲート

ボール連盟（☎ 552-0075 山本）
または下記へ
問合せ…栗東市民体育館

❖ジュニアテニス教室
楽しく硬式テニスを学ぶ教室
日時…９月３日～３月 25 日 

 月４回  木曜日 17:00 ～ 18:00
場所…栗東運動公園 テニスコート

※雨天時は栗東市民体育館で開催
対象…小学２年生～６年生
定員…10 人※申込先着順
参加費…2,000 円 / 月４回
講師…伊藤俊宏さん、

池江貴子さん (Team AATP)
申込み…月毎に受付。参加費を添えて印

鑑をお持ちの上、下記へ※電話申込可
問合せ…栗東市民体育館

❖すまいる体操
音楽に合わせて身体を動かす健康体操
日時…８/ ４・25、９/ ８・29、10/13・

27、11/10・17、12/8・22 火曜日
月２回 10:00～11:30 
場所…栗東市民体育館
対象…どなたでも
定員…各回 50 人程度※当日先着順
参加費…300 円 / １回（当日徴収）
講師…日本エアロビック連盟認定テク

ニカルアドバイザー 河村照美さん
問合せ…栗東市民体育館

栗東市民体育館　　☎553-4321　ＦＡＸ553-4379 申込受付時間
(市民体育館)…９時～17時
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問合せ…健康増進課（なごやかセンター内）　☎554-6100　FAX554-6101

軽症の場合、〇印の日は、湖南広域休日急病診療所を受診ください。

日 月 火 水 木 金 土
８/ １
済 草

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 済 済

９ 10 11 12 13 14 15
済 済 済 近 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

16 17 18 19 20 21 22
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

23 24 25 26 27 28 29
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 近 済 草

30 31 ９/ １ ２ ３ ４ ５
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

記号 病 院 名 電話番号 所 在 地
済 済生会滋賀県病院 552-1221  栗東市大橋２丁目 4-1
守 済生会守山市民病院 582-5151  守山市守山４丁目 14-1
草 草 津 総 合 病 院 563-8866  草津市矢橋町 1660
野 市 立 野 洲 病 院 587-1332  野洲市小篠原 1094
近 近江草津徳洲会病院 567-3610 草津市東矢倉３丁目 34-52

　　日付の左下は小児救急、右下は二次救急 ( 内科 ･ 外科系 )

小児救急･二次救急診療当番

診療時間…土･日･祝日･休日：９:00~翌９:00、平日：18:00~翌9:00

救急車を呼ぶほどでもないと判断した場合で、適切な医
療機関がわからない場合は、☎553-3799へお問合せくだ
さい。音声ガイダンスで受診可能な医療機関を紹介します。

救急医療情報案内

湖南広域休日急病診療所

小児救急電話相談

医療ネット滋賀

休日や夜間の子どものケガや急病で病院に行った方がよ
いか判断に迷った時に看護師や医師などが対処法のアドバ
イスを行います。
電話番号…＃ 8000( 一般電話のプッシュ回線、携帯電話、公衆電話など )

524-7856( 一般電話のダイヤル回線、ＩＰ電話など )
相談日時…平日 ･ 土曜日　18:00 ～翌８:00
　　　　　日曜日 ･ 祝日 ･ 年末年始　９:00 ～翌８:00
対象…県内在住の 15 歳以下の子ども、その家族など

県内の医療機関の場所や診療時間 ･ 診療科目などを検索
できます。　http://www.shiga.iryo-navi.jp/

夜間 ･休日お薬電話相談窓口
夜間や休日に薬のことで困ったら、ご相談ください。薬

剤師がお答えします。
相談日時…月～土曜日　21:00 ～翌９:00
　　　　　日曜日 ･ 祝日　終日
問合せ…びわこ薬剤師会
「夜間休日お薬相談窓口」☎ 552-1109

翌日まで診療が待てない急病患者対象の応急的な診療です。
診療科目…主に内科、小児科　診療日…日･祝日･年末年始
診療時間…10:00～22:00(受付９:30～21:30)
場�所など…栗東市大橋二丁目7-3(済生会滋賀県病院前)
　　　☎551-1599　ＦＡＸ551-1600
持ち物…健康保険被保険者証、診察料(現金のみ)
注意事項…症状によっては診察できない場合があります。

必ず事前に症状を電話かFAXでお伝えください。

生活習慣病相談･禁煙相談･その他の健康相談(予約制)

子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種

日時…８月３日㈪・17日㈪、９月７日㈪13:30~15:30
場所…なごやかセンター　相談担当…保健師･管理栄養士

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）（計
３回接種）を、定期予防接種（公費）として受けられるのは 16 歳
となる年度の末日までです。３回接種するには最短でも６か月の
期間を必要とし、期限を超えた接種分は自己負担となります。

現在、国において副反応の調査が継続されており、積極的な接
種勧奨はしていない状況ですが、接種を希望する場合は、かかり
つけ医に相談し、ワクチンの有効性と副反応のリスクを理解した
上で受けてください。
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問合せ…秘書広報課　TEL551-0641　FAX553-1280

「広報りっとう」は市内約26000戸に毎月直接配布しています。
お店や、教室などのPRにお役立てください。

広報りっとうに
広告を出しませんか？

広告料(１号１枠)　本文 30,000 円　
　　　　　　 お知らせ版 20,000 円（制作料を含みます）
規格　縦 55mm× 横 85mm、モノクロ
※詳細と空き状況は、市 HP でご確認ください

広告欄 有料広告掲載のお申込み・お問合せは�秘書広報課�☎551-0641�FAX553-1280へ（掲載料金：お知らせ版保健だよりページ：１枠20,000円）
掲載内容のお問合せは、直接広告主へ。内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。



保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
◦乳幼児健診、各種健康相談の午前実施分は午前7時、午後実施分は午前11時時点で、本市に暴風警報･特別警報が発令されている場合中止します。
◦各種けん診の内容は、「健康づくりカレンダー」(健康増進課に設置･市ホームページに掲載)でもご確認いただけます。

健 診 内 容 対象児生年月日 実 施 日

４ か 月 児
（午後）

2020年３月23日～
８月７日㈮

2020年４月２日
2020年４月３日～

８月21日㈮
2020年４月14日
2020年４月15日～

８月28日㈮
2020年４月29日

１歳６か月児
(歯科健診含む)

（午前）

2018年12月18日～
８月６日㈭

2019年１月２日
2019年１月３日～

８月20日㈭
2019年１月12日
2019年１月13日～

８月27日㈭
2019年１月30日

３歳６か月児
(歯科健診･尿･視力検査含む)

（午後）

2016年11月５日～
８月６日㈭

2016年11月14日
2016年11月15日～

８月13日㈭
2016年11月27日
2016年11月28日～

８月19日㈬
2016年12月13日

場 所 なごやかセンター

乳幼児健康診査(８月１日～８月31日)

◦４か月児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳６か月児
健康診査は、感染拡大防止策をとり、実施方法や一部内容
を変更し、実施します。対象者に、日程・受付時間・確認
事項などを、事前に個別通知しますので、必ず確認のう
え、来所してください。今後については、感染状況によ
り、やむをえず急な変更となる場合もありますので、乳幼
児健康診査に来所前にも市ホームページから「乳幼児健康
診査」で検索して、ご確認ください。

◦10か月児健康診査、２歳６か月児健康診査は、集団健康
診査による実施を当面の間休止し、問診票などを返送して
いただく方法とします。対象者には個別通知しますので、
指定の書類を健康増進課まで返送してください。集団健康
診査での、身体計測・内科診察(10か月児)・歯科診察( ２
歳６か月児)の実施ができないため、病気や体についての
心配事などは、かかりつけ医にご相談ください。

乳幼児健康相談(身体測定･育児相談)
乳幼児健康相談については、当面の間休止します。
お子さんの発達や発育について、心配なことや相談があ

りましたら、健康増進課母子保健係までご連絡ください。 

特定不妊治療費助成金交付事業
不妊治療のうち、体外受精および顕微授精による特定不

妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療
に要した費用の一部を助成します。

申請期限…「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」
の助成の決定を受けた日から 90 日以内

が　ん　検　診
対象…自覚症状のない人 ( 自覚症状のある人、受けようとする

臓器に関して医療機関において治療中あるいは経過観察中
の人は対象外 )

※検診の結果、精密検査や治療が必要な場合は、保険診療
となりますので、医師と相談してください。

受診料無料の人…① 70 歳以上の人、② 65 歳以上で後期高齢者医
療被保険者証を受付で提示した人③受診料免除決定通知書を受
付で提出した人（生活保護世帯、市民税非課税世帯の人が対象。
受診希望日の1週間前までに印鑑をお持ちの上、健康増進課に
申請してください。受診後の申請は認められません。なお、転
入者は世帯全員の非課税証明書の提出が必要な場合があります）

受診券が必要な検診…子宮頸がん、乳がん、胃がん（内視鏡検査）。
いずれも２年度に１回で対象要件・費用など詳細は受診券に記載
※子宮頸がん、乳がん検診受診券は 70 歳未満の対象者と
70 歳以上で過去 3 年以内に受診歴がある人へ、受診啓発
を兼ねて令和 2 年 6 月に送付しています。70 歳以上の希
望者や受診券がない人は、健康増進課へ。※胃がん検診 ( 内
視鏡検査 ) の受診券は、健康増進課へ請求してください。

❖医療機関で受ける検診（医療機関へ直接予約）
◦子宮頸がん検診…20歳以上の女性　(県内の実施医療機関)
◦乳がん検診…40 歳以上の女性 ( 県内の実施医療機関 )
◦胃がん検診（胃内視鏡検査）…50 歳以上の人
（済生会滋賀県病院、南草津健診センター ( 草津総合病院 )、
近江草津徳州会病院、若草診療所、せきがわ内科クリニック）
期間…６月～翌２月
◦大腸がん検診…40 歳以上の人（栗東・草津市内の実施医療機関）

検便検査（便潜血２日法）
期間…６～ 11 月　費用…500 円

❖集団検診バスによる検診 ( 健康増進課へ事前申込 )
◦胃がん検診（バリウムによる胃部エックス線検査）…40 歳以上の人
◦肺がん・結核検診…40 歳以上の人

胸部エックス線検査（全員）
喀たん検査（50 歳以上で喫煙指数〔1 日本数×年数〕が
600 以上の人）※喀たん検査のみの受診はできません

胃がん検診
（胃部エックス線検査） 肺がん・結核検診

期日・場所 ９月 10 日㈭ コミセン葉山
定員 20 人 20 人

受診料 900 円 胸部エックス線 700 円
喀たん検査　　 700 円

健診時間 ９:00 ～ 11:30（30 分ごとに予約受付）
※ 50 歳以上の胃がん検診対象者は医療機関での胃内視鏡

検査か集団検診バスでの胃部エックス線検査のどちらか
一方を２年度に１回受診可能です。

※ 65 歳以上で肺がん・結核検診を受ける人は医療機関での
結核検診（胸部エックス線検査）は受けないでください。

※手術歴、身体状態などにより検診を受診できない場合が
あります。
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本展の開催が皆さんに感動を与え、芸術の力で人々の心を解放してくれること
を願い、感染防止対策に配慮した方法で開催します。
部門…平面、立体、工芸、書
応募資格…県内在住・在勤・在学の人※中学生以下は除く
出品料…1,300 円 / １点

※令和２年４月１日時点で 18 歳未満の人は減免申請により 650 円
作品の搬入…（各日とも 10:30 ～ 16:00
平面・立体・工芸・書 滋賀県立文化産業交流会館 10 月 31 日㈯、11 月１日㈰
平面・書のみ 草津市立草津クレアホール 11 月１日㈰

問合せ…（公財）びわ湖芸術文化財団 ☎ 523-7146 ＦＡＸ 523-7147

第 74 回滋賀県美術展覧会

第 48 回栗東市音楽祭
音楽の森コンサート

日時…９月６日㈰ 14:00 開演
（13:30 開場）
会場…さきら 大ホール
出演者…リード希亜奈（ピアノ）

スパニッシュ・コネクション
入場料…大人 1,000 円、高校生以下

500 円、栗東音楽振興会会員 800 円
※新型コロナウイルス感染防止対策と

して、座席数を減らします
問合せ・チケット取扱…栗東音楽振興会
（さきら内）☎ 551-1455

休館日…８月３日㈪･４日㈫･10日㈪
～12日㈬･17日㈪･18日㈫･24日㈪
･25日㈫･31日㈪、９月１日㈫・７日
㈪・８日㈫

図書館 本館  ☎553-5700 ＦＡＸ554-0792
西館  ☎554-2401 ＦＡＸ554-2501

❖夏休みの展示（本館・西館）
「ナツ→ヨム」

夏休み、本との新しい出会いはいか
がですか？
「平和のいしずえ」

子どもから大人まで平和を考える本
を集めます。
❖ 8 月のテーマ展示（本館・西館）

「夏」
夏を楽しみ、暑さを乗り切ろう！
海遊び・花火・クールデザート・緑

のカーテンなど、夏に役立つ本を集め
ます。
❖図書館では雑誌のスポンサーになっ

ていただける企業・団体・個人を募
集しています。詳細は図書館までお
問合せください。

❖土・日の開館時間は 10 時～ 17 時
です。

休館日…８月３日㈪11日㈫･17日㈪･24日㈪･31日㈪、９月７日㈪～18日㈮
❖特集展示「平和のいしずえ 2020 ～語り継ぐ戦争の記憶～」

終戦 75 周年にあたり、改めて戦争の記憶とそれに関連する資料を紹介し、戦
争と平和について考えます。
会期…９月６日㈰まで　場所…栗東歴史民俗博物館 第 2 展示室
❖コーナー展示「戦国のいのり」

室町時代から戦国時代にかけての戦乱の時代、栗東で花開き、人びとの心をと
らえていった信仰を紹介。
会期…９月６日㈰まで　場所…栗東歴史民俗博物館 第１展示室

栗東自然観察の森　☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

栗東歴史民俗博物館　☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

休園日…８月３日㈪･４日㈫･11日㈫～･13日㈭･17日㈪・18日㈫･24日㈪･25日
㈫･31日㈪、９月１日㈫･7日㈪・８日㈫ 

❖自然観察コース【自然観察会】～盛夏の森で秋の気配を感じよう～
日時…８月９日㈰・23 日㈰ 10:00 ～ 11:30　
場所…栗東自然観察の森 園内
対象…どなたでも　参加費…無料　持ち物…雨具・帽子など　申込み…不要
❖自然観察コース【親子観察会】～親子で森の不思議を体感しませんか～
日時…８月 16 日㈰ 10:30 ～ 11:00　
場所…栗東自然観察の森 園内
対象…どなたでも　参加費…無料　持ち物…雨具・帽子・飲み物など　申込み…不要
❖ミニクラフト【森のウエイトリフティング】
日時…８月９日㈰・23 日㈰ 10:00 ～ 15:00　
場所…栗東自然観察の森 館内
対象…どなたでも　参加費…100 円（材料代）　持ち物…不要　申込み…不要
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問合せ…秘書広報課
　☎551-0641
　℻553-1280

投票は
9/25

18時まで
毎日投票して
応援してね！

広告欄 有料広告掲載のお申込み・お問合せは　秘書広報課�☎551-0641�FAX553-1280へ（掲載料金：お知らせ版最終ページ：１枠20,000円）
掲載内容のお問合せは、直接広告主へ。内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。

休館(園)日は当月と翌月10日までを掲載しています


