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●多度津町役場住民課・出納室
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幸雄
丸尾

私の信条を踏まえて︑公約︵マニ
フェスト︶を述べさせていただきま

位で整備し︑災害に強い町づくりに

取り組みます︒

まちおこしの推進についてであり

ます︒

いご支援とご協力をお願い申し上げ

いく決意ですので︑町民皆様の温か

一と考え︑誠心誠意懸命に努力して

えています︒これからの﹁地方の時

みを構築することが重要であると考

を行う︑住民参画︑住民協働の仕組

行政と住民が一体となって町づくり

ズに的確に対応していくためには︑

ますます多様化していく町民ニー

﹃住民参画・住民協働のまちづくり﹄

高齢者の方々が︑明るく元気に活

高齢者対策についてであります︒

経済の活性化に繋げていきます︒

効果によって賑わいを創出し︑地域

業︑漁業との融合を図り︑その相乗

用することにより︑観光と商業︑農

の人を招き入れているイベントを活

観光資源を整備し︑町外から多く

す︒

という記念すべき年を迎えた︑古い

代﹂に向けて︑町民目線で行政課題

躍でき︑健康に暮らせる地域づくり

ます︒

歴史と伝統ある町です︒いにしえよ

を解決していくことを基本的な政治

を目指して︑医療︑保険︑福祉の充

明治

年には多度津を起点として鉄

周年

り金毘羅参りの玄関港として賑わい︑

姿勢として︑町政運営に取り組んで

多度津町は昨年︑町制施行

道が開通し︑経済の中心として重要

実に努めます︒

私の好きな言葉に﹁安居楽業﹂と

望﹂を抱くことが大切だと考えてい

に﹁誇りと愛着﹂を持ち︑﹁夢と希

の財政調整基金を積み立て︑町独自

抑制を図りながら︑できるだけ多く

を減少させるため︑地方債の発行の

事業︑施策に備えます︒公債費残高

住民サービス向上のための新たな

町の将来を担う子どもたちの教育

教育についてであります︒

に推進します︒

充実に努め︑子育て支援策を総合的

育てにかかるサービス環境の整備︑

保育所や幼稚園︑小中学校等の子

この歴史と伝統あるふるさと多度津

いう言葉があります︒これは︑人々

の新たな財源を生み出す施策を考え

っています︒潤いのある充実した心

つの世にあっても政治の基本だと思

案制度や︑人事考課制度を活用し︑

尚一層の改革に取り組み︑職員提

行政運営についてであります︒

ます︒

の暮らし向きが安定し︑生業にいそ

豊かな気持ちで暮らせることが地方

％︑期

最後に︑私自らの決意の証として

今後２年間︑町長の給料を

％削減することとし︑条

例改正案を３月定例会に提案いたし

末手当を

安全・安心対策についてであります︒

行政の無駄を省いていきます︒
ことが地域の活性化︑ひいては多度

ました︒
するため︑自主防災組織を自治会単

地震や台風などの自然災害に対応
考えています︒

津町の更なる発展に繋がっていくと

自治体の目指すべき姿であり︑その

に関する問題に真剣に取り組みます︒

ていきます︒

子育て支援についてであります︒

まいります︒

120

しみ楽しんでいるという意味で︑い

財政運営についてであります︒

な役割を担ってきました︒私は今︑

町長就任のご挨拶

桃陵公園の桜も春の訪れを感じ︑
蕾を膨らませ始め︑開花の準備に余
念がない今日この頃ですが︑町民皆

代多度津町長と

様には益々ご健勝のこととお慶び申
し上げます︒
私はこの度︑第

年の間︑卓越した

して就任させていただくことになり
ました︒
これまで５期
手腕を発揮された小國宏町長の後任
として重責を担うことになり︑改め

年の

て責任の重大さを感じているところ
です︒
私は町議会議員として３期

間に町民皆様との対話を進め︑多く
の貴重なご意見や︑ご提言を頂き︑
また行政全般について学んでまいり
ました︒その経験をもとに︑町民一

20

2

22

多度津町長
12

人ひとりの住民サービスの向上を第

35

32

20

平成 年度施政方針
丸尾幸雄町長は︑平成 年多度津町議会３月定例会にあたり︑新年度
に臨む所信の一端を述べるとともに︑町政運営の諸施策ならびに平成
年度当初予算の概要について説明し︑議員各位をはじめ町民の皆様に理
解と協力を求めました︒

︻はじめに︼

︻政府の経済見通しと予算︼
年度におけ

を併せたいわゆる一般財源の総額は

５９兆４︐９９０億円程度とされま

実施を通じて︑経済成長の好循環に

る我が国経済は︑新成長戦略の本格

兆３︐７３４億円となっています︒

り︑地方交付税は２．８％増の１７

対策費﹂が創設されたことなどによ

した︒また︑﹁地域活性化・雇用等

向けた動きが進むと見通し︑消費や

一方︑普通交付税の代替措置である

さて︑政府は︑平成

住宅・設備投資の増加などにより︑

臨時財政対策債につきましては︑

６日に執行されました町議会議員選

地域が元気なまちづくりには︑町民

共同の営みであると考えております︒

元気な日本を復活させるための礎を

﹁社会保障改革﹂を一体的に実現し︑

度予算を︑﹁経済成長﹂﹁財政健全化﹂

４︐１０６億円としています︒
地方財政につきましては︑依然と

補いたし︑初当選の栄に浴し︑多度

日に告示されました町長選挙に立候

に与えられた最も大きな使命である

題を着実に解決していくことが︑私

が山積しております︒これら重要課

今︑多度津町には多くの重要課題

し︑地方交付税や地方譲与税の増額

を下回らないように確保することと

を︑今後３年間︑平成

レームにおいて︑地方一般財源総額

め︑﹁財政運営戦略﹂の中期財政フ

．

国内総生産の実質成長率を１．５％
程度︑名目成長率を１．０％程度と
見込んでいます︒

挙におきまして見事当選されました

の皆様の積極的な参加と協力が不可

築く極めて重要な予算であると位置

年

こと︑改めて心よりお喜び申し上げ

欠であります︒そのために︑町民の

付け︑前年度比０．

このような中︑政府は︑平成

ます︒皆様の永年培われた経験と英

皆様との対話を重視し︑より一層行

私は︑まちづくりは町民と行政の

知をご結集いただき︑ともに多度津

政情報を公開し︑説明責任を果たし

議員各位におかれましては︑２月

町の明るい未来を構築してまいりた

ながら︑町民目線の行政運営に取り

％増の９２兆

いと念願するものであります︒

津町長に就任することとなりました︒

と考えております︒そのためには︑

などにより︑地方財政計画の歳出を

して大幅な財源不足が見込まれるた

これもひとえに︑多くの町民の皆様

議会の皆様のご指導やご協力と︑職

増額することとしています︒

組んでまいる決意であります︒

からの温かいご支援の賜と心からお

員の英知と不断の努力︑さらには町

さて︑私ごとにつきましても︑同

今回の選挙活動の中で︑町民の皆

民の皆様のご理解とご協力が不可欠

年度の水準

様 に ﹁多度津を元気にします︒みん

でございます︒

礼申し上げます︒

なの多度津をみんなで元気にしよう﹂

一層のご支援︑ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます︒

年度予算︼

１％減の６兆１︐５９３億円となっ

ています︒

︻平成

規模は︑前年度に比べ︑約３︐９０

これらを踏まえた地方財政計画の

を反映した予算を基本方針に臨んだ

に見合う︑行財政改革への取り組み

度本町の予算編成は︑限られた歳入

年

０億円︑０．５％増の８２兆５︐２

ところであります︒

このような背景のもと︑平成

００億円︑地方税や地方交付税など

3

23

23

12

22

20

23

23

ということを訴えさせていただきま
した︒

23

23

23

め︑町税全体では前年度比約８︐４

町民税の大幅な減収が見込まれるた

あります町税が︑個人町民税や法人

歳入につきましては︑その根幹で

の増加要因があり︑その結果︑平成

暫定措置が予算額を押し上げるなど

ち﹁３歳未満子ども手当給付費﹂の

しかしながら︑﹁子ども手当﹂のう

ます︒また︑地方交付税につきまし
予算規模では１億８︐０００万円の

２．５％増の７４億３︐０００万円︑

年度一般会計予算案は︑前年度比

ては︑普通交付税は前年度比４︐５
増額となりました︒

００万円の減額となる見込みであり

００万円の増額を見込む一方︑特別

︻主要施策︼

●水道事業について

何よりも町民の皆様が安心して日

常生活を営めるよう﹁安全で清潔な

水を安定的に供給する﹂ことが第一

続きまして︑主要な施策について︑
第５次多度津町総合計画の基本計画

の使命であります︒需要者ニーズに

水管の布設替や配水施設の整備を計

に供給するため︑引き続き︑老朽配

対応した︑安全で安心な水を安定的

に則り︑ご説明申し上げます︒

■住みよい都市基盤の整備

に係る道路整備事業債や新港橋改良

は︑川西阿庄線道路新設整備事業等

込みであります︒町債につきまして

となる一方︑残り３会計は減少する

％︑国民健康保険会計が１．３％増

２％︑後期高齢者医療会計が２．２

と比較しますと︑介護保険会計が４．

球温暖化やオゾン層の破壊︑異常気

問題に直面しております︒さらに地

質の悪化︑大気汚染など様々な環境

変化に伴い︑私たちはごみ問題や水

近年︑社会経済活動や生活様式の

上に向けた取り組みを推進してまい

ますとともに︑使用料金の収納率向

さらなる経費の削減に努めてまいり

水道事業経営を行っていくために︑

下水道課体制となり︑一層効率的な

また︑昨年度の機構改革により上

画的に実施してまいります︒

事業に係る道路橋梁整備事業債等の

ため︑全体では︑０．４％減の５６

象など地球規模に拡大した環境問題

ります︒

●環境施策の推進について

大幅な増を見込んでおり︑前年度比

億４︐８１６万円となり︑一般会計

は深刻度を増しております︒こうし

特別会計につきましては︑前年度

１億７︐０００万円強の増額となっ

を併せた会計全体では︑前年度比１．

交付税は４００万円の減額となる見

ています︒

まち﹂宣言を行い︑地球温暖化対策

年に﹁環境の

た中︑本町は︑平成

なっています︒

実行計画の実施をはじめ各種環境施
年度に策定した﹃多

策を展開しております︒
さらに︑平成

推進するためセミナーなどを開催し

り︑具体的には︑地球温暖化防止を

生の向上を図ってまいります︒本年

備を進め︑生活環境の改善と公衆衛

引き続き︑大字西白方地区の面整

●下水道事業について

たり︑住宅用太陽光発電システム設

度において︑下水道認可取得区域内

境・健康・人﹂を重視したまちづく

置者に対する補助事業を継続するな

の整備がほぼ完了することになりま

す︒今後は︑﹃公共下水道事業経営健

ど︑温室効果ガスの削減に努めてま
いります︒

全化計画﹄に基づき︑下水道への接

4

23
２％増の１３０億７︐８１６万円と

歳出につきましては︑職員定数の
削減や給与関係費の抑制などによる
経常的な人件費や︑昨年度執行され

12

度津町環境基本計画﹄に基づき﹁環

21

ました選挙や国勢調査などに係る臨
時的な人件費が減額されることによ
り︑人件費全体では１︐１７３万円
の減額となりました︒投資的経費に
つきましては︑精査に精査を重ねま
したが︑補助事業の大幅な増や県営
％の大幅増

工事進捗に伴う付帯工事である単独
事業の増で︑前年度比

け縮減に努めたところであります︒

費につきましても︑極力削減を心掛

となりました︒物件費など経常的経

39

続率や使用料金の収納率の向上を図
るなど経営の健全化に努めてまいり
ます︒

●環境衛生の充実について
町民の皆様のご協力により︑ごみ

●公園・緑地・水辺の
﹃桃陵公園﹄は言うに及ばず︑﹃堀

快適な生活を営める住宅や︑老朽化

要数を捉え直した上で︑若い世代が

情勢を考慮する中で︑町営住宅の必

本町の住宅事情や現在の社会経済

消防団や自主防災組織の重要性が広

における﹁共助﹂の担い手として︑

模化が危惧される今日︑避難や救助

地球温暖化による自然災害の大規

整備について

●消防・救急・防災体制の

江公園﹄や﹃桜の森 高原﹄︑また︑

した住宅の集合化や建替︑既存住宅

く認識されているところです︒消防

●町営住宅について

水環境創造事業として整備した﹃八

年

整備について

幡の森ほたるの里﹄︑﹃せせらぎ水路﹄︑

の改修・修繕を図るため︑平成

化を目指してまいります︒また︑資

らに分別の徹底を図り︑ごみの減量
ます︒今後もボランティアの皆様の

として親しまれているところであり

自然とふれあい︑憩いを与える空間

計画﹄を策定してまいります︒

度に﹃多度津町町営住宅等長寿命化

却や不法投棄の防止に努めてまいり

まいります︒併せて︑ごみの不法焼

指導など︑各種交通安全活動を通じ

ながら︑交通安全教室の開催や街頭

関係機関・団体と緊密な連携を図り

﹃交通安全を守る会﹄をはじめ︑

ますとともに︑下水道整備区域外の

て︑町民の交通安全意識の高揚や交

また︑昨年︑大規模改修を行った

地川の改修は︑香川県事業として順

ます︒併せて︑桜川︑弘田川︑二反

など︑交通安全施設の計画的な整備
を行い︑交通事故抑止に向けた対策
を推進してまいります︒

まいります︒

を希望する方々の情報把握に努めて

体計画︶﹄に基づき︑本年度は援護

災害時要援護者避難支援プラン︵全

ては︑昨年策定しました﹃多度津町

災害時の要援護者支援につきまし

ります︒

災害に強いまちづくりを進めてまい

地域の防災力を高める体制を構築し︑

政が連携し相互協力を行いながら︑

災組織の整備育成を図り︑地域と行

団の充実強化︑自治会単位の自主防

﹃親水公園﹄などは︑町民の皆様に

源ごみは横ばい傾向にありますが︑

ご協力をいただきながら︑環境保全

の分別収集は定着していますが︑さ

引き続き︑家庭用廃食油や白色トレ
に努めてまいります︒

●交通安全対策について

イを回収し︑ごみの資源化に努めて

合併処理浄化槽の一層の普及を図っ

通マナーの向上に努めてまいります︒

町営火葬場につきましては︑施設の

調に進捗しており︑早期の完成を働

また︑ガードレールやカーブミラー

てまいります︒

また︑町のシンボルである桜川に
つきましては︑鯉や鮒などの淡水魚
の放流や生活廃水・不法投棄の抑制

維持管理を徹底し︑環境の維持に努

きかけてまいります︒

などにより︑一層の水質浄化を図り

めてまいります︒

5

23

ビスの向上と︑より効率的で︑安全・

討されているところであります︒昨

今後の高齢者医療制度のあり方が検

情報ネットワークを活用し︑町民の

ームページや広報誌など︑あらゆる

護の徹底に万全を期しながら︑町ホ

は︑セキュリティ対策と個人情報保

た︑行政情報システムにつきまして

ります︒

いながら︑制度創設に対応してまい

に努め︑町民の皆様に適宜周知を行

行きは不透明であります︒情報収集

たものの︑その施行期日を含め︑先

おいて最終的なとりまとめがなされ

年１月︑香川県より

安定性の高いシステムの構築に向け

年

皆様への行政情報の公開に積極的に

また︑平成
土砂災害防止法に基づき︑多度津町

た取り組みを進めてまいります︒ま

月には︑高齢者医療改革会議に

の一部が﹃土砂災害特別警戒区域﹄
の指定を受け︑﹃多度津町土砂災害

主要幹線道路のさぬき浜街道︑多

努め︑さらなる情報化を推進してま

年度はこ

ハザードマップ﹄を作成し︑全戸配

度津丸亀線など香川県事業につきま

いります︒

に指定されました︒平成

救急業務につきましては︑高齢化
しては︑広域的なアクセスの向上を

●道路・交通ネットワークの

社会の進展や疾病構造の変化などを

見据え︑香川県に強く働きかけ早期

として︑

高齢者の健康の保持・増進を目的

歳以上の方に︑肺炎球菌

制の充実・強化に努めてまいります︒

とともに︑継続事業であります町道

２か年事業として進めてまいります

特定健診や特定保健指導の推進︑

いります︒

の周知と防災意識の向上に努めてま

布を通じて︑町民の皆様へ危険区域

背景に︑今後︑救急需要が増え続け

完成を求めてまいります︒町道につ

ワクチン予防接種費用助成事業を実

整備について

るとの予測がされております︒引き

きましては︑さぬき浜街道の新港橋

施いたします︒申請により一人につ

また︑災害時の防災拠点施設とな

川西阿庄線道路の整備や︑道路の安

レセプト点検の徹底︑ジェネリック

また︑疾病の早期発見・早期治療

年度の

る消防庁舎につきましては︑施設が

全が保たれるよう維持補修に努めて

医薬品の普及啓発などによる医療費

のため︑各種がん検診を引き続き実

き一回︑予防接種費用の一部を助成

相当老朽化しており︑広域的再編も

まいります︒さらに︑離島航路は島

の抑制に努めるとともに︑国保財政
また︑国民健康保険被保険者証に

診につきましては︑無料クーポン券

めてまいります︒

の配布を継続し︑受診率の向上に努
年度よ

現在︑国におきまして制度廃止と

●後期高齢者医療制度について

ることとしています︒

り個人単位のカードサイズに変更す

性の向上を図るため︑平成

つきましては︑被保険者皆様の利便

いります︒

炎等の発症と重症化予防に努めてま

するもので︑高齢者の肺炎︑気管支

視野に入れながら︑出来る限り早い

嶼部住民の必要不可欠な航路である

ます︒

●情報ネットワークの
﹁情報ネットワークの整備につき

●国民健康保険について

段階でその方向づけを検討してまい
ります︒
ハード面における防災対策としま
しては︑高潮対策事業として︑多度
年度の繰越事

津港東浜地区で一部未整備であった
防潮堤工事を︑平成

東白方海岸におきましては︑白方西

ましては︑電子自治体の基盤構築を

整備について

水門とゲートポンプを︑香川県と歩

めざす国の方針を踏まえ︑行政サー

23

旨に則り︑その維持に努めてまいり

施するとともに︑女性特有のがん検

・

●成人保健事業について

続き︑救急救命士の人材育成や資格

耐震対策工事を︑平成

75
の安定化を図ってまいります︒

■人にやさしい
社会づくりの推進

者の再教育に努め︑高度救急救命体

12

ことから︑引き続き︑離島振興の主

24

調を併せながら整備してまいります︒

業として実施してまいります︒また︑

22

6

23

23

23

し︑平成

年３月に見直しを行いま

した﹃多度津町次世代育成支援行動

盤整備も進めておりますが︑介護が
必要になった場合︑誰もが住み慣れ

計画﹄に基づき︑保育所への入所利

●地域福祉の推進について
多度津町社会福祉協議会ならびに

た地域でいきいきと安心して暮らし

●母子保健について
各地区社会福祉協議会が︑引き続き︑

妊婦健康診査の内容拡充と併せて︑
健康診査・健康相談・こんにちは赤

用機会の確保︑特別保育の積極的推

進や７歳未満児への乳幼児医療費助

ていけるように︑介護サービスのさ
らなる充実に努めてまいります︒
務を町社会福祉協議会に委託し︑高

特に︑保育料につきましては︑第

成制度など︑子育て支援を実施して

齢者の総合相談事業︑介護予防ケア

３子以降の保育料免除などの支援制

また︑﹃地域包括支援センター﹄業

本町の高齢化率はどんどん進み︑

マネジメント事業︑虐待や権利擁護

度を引き続き実施してまいります︒

８％︑ 歳以上の高齢者人口は６︐
３００人を超えており︑そのうち
歳以上の方が３︐４５０人で︑

．

年度策定の﹃第２次障害者福祉︵実

２次障害者基本計画﹄および平成

は乳幼児医療費助成制度における対

の見通しを考慮しながら︑将来的に

適切な負担割合の維持を図ってまい

の子育て支援策も踏まえ︑今後とも

いるところであり︑経済的側面から

まいります︒

．

に係る支援事業などを実施し︑一般

またその結果︑保育者の負担金も国

本年１月１日現在︑高齢化率は

高齢者や要援護高齢者の皆様にご利

の徴収基準の６割程度に抑制されて

６％を占めています︒
こうした背景から︑一人暮らしや
高齢者のみの世帯数も年々増加傾向

年度策定の﹃第

施︶計画﹄に基づき︑﹁一人ひとり

象年齢の引き上げや︑保育料免除制

これまで︑平成

るために﹁配食サービス﹂や﹁家事

の生き方を大切に︑共に生きる多度

度のなお一層の充実に努めてまいり
年になっております︒引き続き︑障
がい者一人ひとりの意志やニーズを
踏まえ︑自立支援に向けた施策を展
開してまいります︒

●子育て支援を中心とする

■豊かな心を育てる
教育と文化の創出

●学校施設の耐震化について

確保するとともに︑災害などの非常

学校施設は︑児童・生徒の安全を
少子化対策や子育て支援策を展開

時における地域住民の緊急避難場所

するにあたり︑平成

年３月に策定

児童福祉について

ります︒その上で︑本町の財政状況

援助サービス﹂などの福祉サービス

津﹂を基本理念に施策を展開してま

ます︒

年度から﹃第４次介護保険

●介護保険制度について

の推進を図ってまいります︒

いりましたが︑本年が計画見直しの

にあり︑高齢者の在宅生活を支援す

●障がい者福祉の充実について

用いただいております︒

●高齢者福祉の充実について

幅広い活動に当たってまいります︒

22

ちゃん事業などを引き続き実施し︑
心身ともに安心して妊娠・出産・子
育てができる環境整備を行ってまい
ります︒
また︑﹃多度津町食育推進計画﹄に
基づき︑効果的な食育の推進を図っ
てまいります︒

●予防接種事業について
本年２月より実施しています子宮
頸がん等ワクチン接種緊急促進事業
として︑中学校１年生から高校１年
生に相当する年齢の女子に子宮頸が
ん予防ワクチン接種を︑また︑生後
２か月児から５歳未満の乳幼児にヒ
ブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチ
ン予防接種を本年度も継続して実施
し︑接種を希望される方に対し広く

平成

21

7

14

事業計画﹄に基づき︑施設などの基

17

接種機会を提供し︑疾病の予防と啓
発に努めてまいります︒

18

26
75

65

21

続き配置するとともに︑﹁通級学級﹂
の設置により学校生活で支援を必要

●幼稚園・学校教育について
昨年度より重点施策として進めて

とする子どもたちに対する支援を強

としても位置付けられており︑これ
まいりました幼稚園・小学校・中学
化してまいります︒
れ︑小学校では平成

年度の多度津小学校校舎

を初めとして︑豊原小学校・四箇小
校の教育課程を中心とした連携の強
さらに推進し︑将来の多度津町の子

学校では平成

まで平成
学校・白方小学校校舎の耐震補強工

年に学習指導要領が改正さ

化を︑指導主事を継続配置する中で
ども像を確立するための基盤作りを

なり︑小・中学校とも一部の教科で

平成

事・大規模改修工事を実施してまい
校・四箇小学校両校体育館の耐震診
行うため︑各学校・園においてより

先行して実施されることから︑新学

年度から︑中

断を行う予定です︒なお︑校舎の耐
一層の研究を進め﹁小１プロブレム﹂

習指導要領への移行が円滑に行える

年度から全面実施と

●青少年の健全育成について

犯罪の低年齢化︑非行やネットに

ず︑家庭や地域社会︑関係団体の理

よる中傷・誹謗などが蔓延する今日︑

一方︑子どもたちの基本的生活習

解や支援など︑地域全体が一丸とな

とりわけ︑小学校での外国語活動

慣の確立を図って行くため︑従来か

った対応が不可欠であると考えてお

現在のネット社会に課せられた大き

とりわけ︑多度津中学校の改築事

ら取り組んでいます﹁早寝︑早起き︑

ります︒

の推進を図るため︑外国語の指導員

業につきましては︑これまでの﹃多
また︑通常学級において特別な支

朝ご飯﹂運動を︑より一層推進して

な課題が山積しております︒このよ

度津町立学校施設耐震化検討会議﹄

援を必要とする子どもたちや学力の

まいります︒また︑平成

指導を担当する法務監を引き続き配

を町内小学校へ引き続き派遣し︑中

を廃止し︑新たに︑ハードならびに

２極化に対応するため︑各学校に引

スタートした︑地元の生産者の方々

置して︑指導体制の充実を図るとと

うな課題に対応するため︑学校では︑

ソフトの両面において長期的ビジョ

き続き﹁学力向上支援補助員﹂を配

﹃ひまわりの会﹄が生産した安全・

もに︑少年育成センター職員との連

学校英語教育へのスムーズな接続や︑

ンに立った教育計画を策定する必要

置し︑学力の向上を目指してまいり

安心な旬の新鮮な野菜などを使用し

携をとり︑情報や問題点の共有を図

スクールカウンセラーやスクールソ

があるため︑昨年度末に設置した﹃多

ます︒さらに︑各学校の実態に応じ

た学校給食も︑関係者のご協力によ

りながら︑指導体制の充実に努めて

グローバル社会に対応した子どもの

度津中学校改築検討委員会﹄および

て﹁読書タイム・ドリルタイム﹂な

り︑課題を克服しながら充実に努め

まいります︒なお︑スクールソーシ

ーシャルワーカーとの連携のみなら

﹃同委員会専門部会﹄における研

どを活用した国語・算数の理解力・

てきたところです︒今後も︑生産者

ャルワーカーにつきましては︑県教

育成を目指してまいります︒

究 ・ 協議を中心に︑将来の多度津町

応用力の強化や︑学力の伸張と体力

の顔が見える活きた教材を活用した

とりわけ︑多度津中学校へは生徒

の子ども像を確立すべく︑基本構想

づくりに重点を置いてまいります︒

育委員会が行う配置事業が廃止され

年度から

および基本計画の策定に向けての検

﹁食育﹂を推進してまいります︒

年度は︑豊原小学

震化工事につきましては︑昨年度で
や﹁中１ギャップ﹂などの対応をし

よう万全を期してまいります︒

りました︒平成

ひとまず完了し︑今後は︑多度津中
てまいります︒

23

併せて︑﹁特別支援補助員﹂を引き

になります︒

学校等の改築事業を進めていくこと

20

討を進めてまいります︒

21

8

24

23

20

た関係から︑昨年度から町費での配

年・

わんぱく寺子屋実行委員会への委託

また︑平成３年度より︑多度津町

ーガンに親子読書会や読み聞かせ会

と身近に暮らしのなかに！﹂をスロ

ため︑図書館では︑﹁図書館をもっ

芸術・文化に接する機会を設ける

年生へと対象学年も拡大し︑充実し

解と友好交流が図れるよう小学校６

年度はそれまでにも増して︑相互理

休止となっておりましたが︑平成

年度は諸般の事情により︑やむなく

中学生の相互交流事業は︑

事業として実施している﹃わんぱく

などを積極的に開催いたします︒公

た内容で︑相互交流事業を実施した

●芸術・文化について

寺子屋﹄を︑本年度も実施し︑３日

民館では︑地域学習および交流活動

置となっております︒

間の共同生活および様々な体験を通

ところですが︑平成

他校の児童︑高齢者等異世代・異年
回目の参加となる﹃チ

年度につきま

22

月には︑様々なスポーツへの取組の

ャレンジデー﹄をはじめとして︑

画展の開催をめざします︒また︑い

料館では︑魅力あるテーマ設定と企

多様な芸術鑑賞の機会を提供し︑資

認識しつつ︑関係企業や関係団体と

おります︒今後も国際交流の意義を

本町でも数多くの外国人が居住して

また︑経済活動の国際化により︑

してもさらに内容の充実を図りたい

一環として︑スポーツ教室を実施し

ろいろな機会を通じて︑生涯学習の

連携をとり︑教育︑福祉︑防犯等の

各種講座︑地区文化祭などの充実に

てまいります︒その他にも︑﹃町民

まちづくりの推進に向けて︑町民の

分野で円滑な対応を目指してまいり

と考えております︒

度津を知り︑ふるさとと人を愛する

あるけあるけ大会﹄や温水プールに

皆様を巻き込んだ︑より地域に密着

努めてまいります︒町民会館では︑

子どもを育ててまいります︒

おいて各種教室を実施することによ

さや充足感を得ることは︑混沌とし

また︑趣味などを通して心の豊か

導者の育成に努めてまいります︒

る環境づくりや︑スポーツ団体︑指

10

た現代社会において大切なことです︒

●国際化への対応と
交流活動の展開について

グローバル化が急速に進行する中︑
平成４年より多度津町と上海市普陀
区は︑国際的感覚を持つ青少年を育
成するため︑中学生の相互交流事を
中心とした友好交流を実施してまい
りました︒

国におきましては︑耕作者の地位

●農業振興について

■活力あふれる
観光と産業の創造

ます︒

５月には

の拠点として︑芸術祭︑芸能文化祭︑

21

して︑心身ともにたくましい︑また︑

●スポーツの振興について

20

した施策を推進してまいります︒

齢の交流活動を通して︑ふるさと多

23

り︑生涯を通してスポーツが楽しめ

●青年教育について
永らく夏に実施していた﹃成人式﹄
を︑アンケート調査の結果や県内の
実施状況及び出席率などから︑昨年
度より１月に新成人で組織する﹃成
人式プロジェクトチーム﹄を中心と
した企画立案で実施しているところ
です︒

9

13

の安定と食料の安定供給を図るため

●水産業について

な施策を総合的に推し進めることに

後継者不足・魚価の低迷や燃料の高

わいを創出し︑地域経済の活性化に

合を図り︑その相乗効果によって賑

より︑観光と商業︑農業︑漁業の融

て︑転用規制の厳格化などによりそ
騰︑カワウの増加など︑水産業を取

繋げてまいります︒

本町の水産業は︑漁業者の高齢化・

の確保を図るとともに︑その有効利
り巻く環境は非常に厳しいものがあ

の重要な生産基盤である農地につい

用を促進することを目指し農地制度
ります︒
町内各漁業協同組合︑近隣漁業協
同組合と協調しながらカワウ対策事

％の目標

を達成するために︑シンプルで分か
業を行い︑養殖事業・稚魚放流事業

企業で結成している中讃広域観光協

０２０年度に食料自給率
りやすい助成体系の下で生産体制を
に協力して地域の特性を生かした水

議会の一員として︑キャンペーンな

のもとで農業振興地域整備計画の見

本町につきましても︑改正農地法

各市町の特産品などが展示されてい

ナー﹃空の駅かがわ﹄が開設され︑

川県と17市町共同の観光情報コー

■時代にふさわしい
行財政への変革

の見直しが行われました︒また︑２

●観光について

促す対策と︑水田・畑地農業の経営
産業の振興を推進してまいります︒

どに参加し交流拡大を図ってまいり

中讃圏内の市町および︑観光協会︑

年度から

安定を図るために︑平成
戸別所得補償制度の本格実施が始ま

直しを行い︑優良農地の確保や有効

ます︒本年も引き続き︑多度津町自

ます︒また︑昨年より高松空港に香

利用の強化に努めてまいります︒ま

慢の特産品の紹介を行ってまいりま

●男女共同参画社会の

形成について

業への支援を行い︑さらなる活性化

への交流人口の拡大を図り︑町の歴

商工会議所や実施団体と協働で町内

皆様とともに男女共同参画に対する

し︑研修や啓発等を通じて︑町民の

ために︑関係機関や各種団体と連携

10

ります︒

た︑オリーブ栽培の拡大を推進する

す︒
ビなど各種メディアに︑町の観光施

さらに︑携帯電話サイト︑カーナ

とともに︑多度津町シルバー人材セ

●商工業について
未だ先の見えない経済不況の中︑

ンターを活用してイチヂク栽培の支
援をするなど︑耕作放棄地の解消対

共同参画プラン﹄に基づき︑家庭や

月に策定した﹃たどつ男女
る︑春︑夏の各種イベント情報を発

地域︑職場などあらゆる分野におい

昨年
は依然として厳しい状況にあります︒

信することで︑町の活性化を図って

て︑男女が共に個性と能力を活かせ

設や﹃さくらまつり﹄をはじめとす

認定農業者・農業法人の経営合理化

このような中︑町では︑セーフティ

まいります︒

本町におきましても企業の経営状況

に必要な資機材などの導入について︑

ネット保証の迅速な認定や︑中小企

のため︑多度津商工会議所との連携

史︑産業などを紹介しながら地域活

理解と認識を一層深めてまいります︒

るようなまちづくりを推進していく

を密にし︑創意工夫を図りながら事

性化に努めてまいります︒このよう

﹃まち歩き観光﹄につきましては︑

業展開に努めてまいります︒

業融資制度の活用による商店主や企

国・県とともに支援してまいります︒

策に取り組んでまいります︒さらに

11

50
23

ミュニティ︵地域社会︶の育成﹂は
に︑平成

効率的な行政運営を行っていくため
年に策定しました﹃多度

日に日に重要度を増しています︒自

充実を図るなど︑さらなる人材育成

実を図るため︑コミュニティ助成事

治会をはじめとする基礎的組織の充

の適正化︑住民と協働のまちづくり

した経費の削減︑サービスとコスト

津町行政改革大綱﹄に基づき︑徹底

到来を見据えて対応してまいります︒

より︑本格的な﹁地域主権﹂時代の

職員の行政能力の向上を図ることに

に努めてまいります︒将来に向けて︑

業などを活用しながら支援や啓発に

を改革の３本柱として︑なお一層の

以上︑私の町政に臨む所信を申し

努めてまいります︒

行政改革に取り組んでまいります︒
ました﹃多度津町集中改革プラン﹄

のめ ざ す ま ち づ く り 像 ﹁ せ せ ら ぎ

役職員一同が心をひとつに︑本町

述べました︒

市町合併による２市３町という枠

に沿って︑実施年度や数値目標など

と やすらぎ

また︑この大綱に基づいて策定し

組みの中︑広域的に共同で行える事

に対して︑計画的かつ効果的な取り

すまち﹂の実現に向け︑努力を重ね

●広域行政について

務事業の拡大を図るなど︑中讃地区

組みを実施してまいります︒
年度〜平成

勢をご賢察いただきまして︑ご理解

おかれましては︑現下の厳しい諸情

議員の皆様ならびに町民の皆様に

てまいります︒

みんなでいきいき暮ら

広域圏の信頼関係を深めながら︑持

●人権の確立・尊重について
さまざまな人権問題の速やかな解

続的な発展に努めてまいります︒

つつ︑平成

年度中での計画の見直

年度︶﹄に沿った財政運営を図り

町中期財政計画︵平成

財政改革につきましては︑﹃多度津

決は︑行政としての責務であること
から︑関係団体と理解を深めるなか
で︑一人ひとりの人権意識向上を推
進してまいります︒

において閣議決定されました︒いま

権戦略大綱﹄が︑昨年６月︑内閣府

権国家﹂の構築を目指した﹃地域主

一昨年の政権交代に伴い︑﹁地域主

れました﹃財政健全化判断比率等の

てまいります︒平成

算編成を行い︑さらなる縮減を図っ

は︑極力︑地方債の発行を控えた予

歳出︑とりわけ公債費につきまして

とご協力を賜りますよう重ねてお願

までの国と地方の関係を見直し︑役

指標﹄にも細心の注意を払いながら︑

しを見据えながら︑適切な収支の見

割分担を明確にし﹁地方でできるこ

健全な財政運営に取り組んでまいり

い申し上げます︒

とは地方でする﹂を原則とし︑事務

ます︒

通しを立ててまいります︒そのうち︑

事業や権限︑財源も地方に移譲する

■地方の時代にふさわしい
行財政の推進

昨今︑核家族化や独居高齢者世帯

というものです︒市町にとりまして

は職員一人ひとりが自己を啓発し︑

年度に導入さ

の増加など社会構造が急激に変化し︑

は︑今まで以上に責任が重大に︑役

研鑚に励むことであり︑人事考課制

の育成について

災害への対策︑犯罪の未然防止︑子

割が明確になってまいります︒
結びつきが強く求められる今日︑﹁コ

そうした中︑自主的・自立的かつ

どもたちの見守りなど︑地域社会の

●コミュニティ︵地域社会︶

20

度や職員提案制度︑職員研修制度の

このような中︑本当に大切なこと

20

11

21
24

24

■﹃ 小さな親切 ﹄作文紹介
２月の﹃環境標語﹄選考会
小学校から５点ずつ作品を選

は︑毎年中学校から 点︑各

多度津町支部
出していただき︑教育長や園

■平成

年度﹃ 環境標語 ﹄
選考会開催

年度﹃環境標語﹄の

選考会が２月

平成

長校長会の代表者などから成
センター多目的ホールで開催

リサイクル
変身だ

いろんなゴミも

田中 愛莉

地球は変わる

豊原小１年
ぼくの手で
ゴミひろい

近藤 和壮

意識の量が

四箇小３年
リサイクル
エコの量

■寄附・寄贈

回卒業

●﹁多中改築費の一部に！﹂

﹃多度津中学校第

生同窓会﹄様より︑近い将来

に予定される多度津中学校の

改築費の一部に役立ててほし

いとのご厚意により︑町へ

万円のご寄附をいただきまし

た︒

●コープかがわ様から多中へ

※中学校・各小学校から選出

さんが積み立てた﹃ｅｃｏ基

んでいる同組合の組合員の皆

柿久保あみ

日︑生活協同組合コ

トイレットペーパー寄贈

２月

ープかがわ︵木村誠理事長︶

様から多度津中学校へ︑トイ

レットペーパー︵４８０個分︶

を寄贈していただきました︒

された作品については﹁広

金﹄を基に購入したものです︒

これは︑環境事業に取り組

報たどつ５月号﹂から順次

白方小５年

20

小さな親切﹄運動
忠芳

盤石な伝統と和気に満ちた
る選考委員会の中で︑年度代
され︑次の６点が今年度の代

土田

﹃小さな親切﹄運動多度津町
表作品を６点選出し︑町広報
表作品に選ばれました︒

表

支部の﹁親切﹂とは︑相手の
へ掲載することで︑子どもた

代

ためになるように︑思いやり
ちの環境教育や町民の環境問

円

未来のために
馬渕

10

日︑町民健康

の心をもって実践活動を行う
題への意識向上にも取り組ん

年度代表作品紹介︼

地球のために

捨てない 汚さない 壊さない

平成

︻﹃ 環境標語 ﹄

ことを目標にしています︒
このような活動が町内隅々

でいます︒

青少年健全育成のための標語
まで広がるように︑各分野で

多度津中２年

太一

ポイ捨てを しない させない
許さない
多度津中１年 尾崎

未来へ残そう

10

支部の主な活動としては︑
の募集・選考︑美しく住みよ
ご活躍されている方々に町広
を行っていただき︑おかげ様

い町を目指す環境美化運動・
月別では︑４月に支部の総

で町民の皆さんから親しまれ︑

報を通じて意見発表︵作文︶

会︑６月に﹃桃陵苑﹄の窓拭

私たちの組織に参加いただく

ごみゼロで
桜川

ご紹介させていただきます︒

12

ボランティア活動など︒

き︑８月に﹃桃陵苑﹄利用者

方も少なくありません︒
１名・副代表２名・理事 名・

私たちの組織は現在︑代表

へ白方ぶどうの接待と演芸慰
月に﹃桃陵苑﹄

問︑９月に﹃桃陵苑﹄敷地内
の草刈り︑

千涼

育所、多度津ニュースポーツ

片岡

ルバー人材センター、白方保

23

多度津小４年

んの会、社団法人多度津町シ

監事２名・事務員２名・世話

グループ連絡協議会、すいせ

の窓拭き︑２月に環境標語の

わりの会、多度津町生活研究

名︒役員は高

会、ＪＡ多度津女性部、ひま

名の合計

道場、多度津商工会議所女性

人

『桃陵苑』

選考会︒そのほか挨拶運動や

●特別養護老人ホーム

齢の方がほとんどですが︑い

節子（道福寺）

交通安全運動への参加など︑

悟人（奥白方）

佐藤

年間を通じて活動しています︒ たって健康︒お互いが笑顔で
これからも実践活動で社会

協力し合っています︒

慰問では︑会員による舞踊や

に貢献することを誓い︑﹃小

特に８月の﹃桃陵苑﹄演芸
カラオケ披露のほか︑施設利

さな親切﹄運動に取り組んで

渡邊

10

用者の方々へプレゼントを行

山崎生花店、宗教法人無徳神

23

20

まいります︒

同好会

鴨）
昇（北
佐々木

23
川）
孝（桜
曽根

30

23

●多度津町社会福祉協議会

13

い︑大変喜ばれています︒

意（２月分）敬称略
■善

12

とご挨拶をいただき︑贈呈を

■土庄町様からオリーブの苗木をいただきました
小豆島土庄町から多度津町

記念して町役場玄関前にオリ

●多度津中学校で
﹃人権を考えるつどい﹄開催
へオリーブの苗木３︐０００

●白方小学校児童が
﹃林求馬邸﹄で清掃活動
２月 日︑ 多 度 津 中 学 校
︵横関文雄校長︶体育館で劇

多度津町ではオリーブ部会

２月
原留美子校長︶の５年生児童
土庄町ではＮＰＯ法人﹃オ

も遊休農地解消・耕作放棄地

団﹃め組﹄による演劇﹁走れ

山の再生・保全のため︑オリ

対策に取り組んでいきたいと

が京極藩家老屋敷﹃林求馬邸

人権・道徳学習の一環とし

ーブの苗木を贈呈する﹃オリ

考えています︒

を中心に︑贈呈いただいた苗

これは︑長い歴史を持つ﹃林
て開催されたこの観劇は︑人

ーブプランティングプロジェ

リーヴ生活文化研究所﹄を通

求馬邸﹄を次の世代へ引き継
を信頼すること︑人から信頼

クト﹄を平成 年度から実施

メロス﹂が上演され︑全校生

ぐために︑子どもたちにも文
されることの大切さを描いた

する予定で︑また多度津町で

︵奥白方︶﹄の清掃活動を行

化財を大切にする気持ちを持
﹁走れメロス﹂の演劇を間近

も平成

木を有効に活用し︑これから

ってもらおうと行われている
で鑑賞することで︑生徒に感

じて︑瀬戸内海地域の里地里

ものです︒

徒が鑑賞しました︒

本を寄贈していただきました︒ ーブの木が植えられました︒

日︑白方小学校︵川

!!

いました︒

25

年度から耕作放棄地

23

邸内と弘濱書院の広間や廊下

児童はみんなで協力して︑

揚に役立てようと行われたも

動を与え︑また人権意識の高

栽培を進めているところで︑

植え付け拡大を目指して試験

解消対策として︑オリーブの

今回の贈呈は︑環境施策を進

のです︒
ステージでは出演者による

めている両町の共通する取り

秋山忠理事長から林求馬邸の

︵財︶多度津文化財保存会の

れいになった広間に集まり︑

大きな拍手が沸き起こってい

た生徒たちからは︑終演後︑

たって繰り広げられ︑鑑賞し

迫力ある演技が約

す︒

組みにより実現されたもので

ていくことを願っています︒﹂

内海沿岸にオリーブが広がっ

第１号︒今回を契機に︑瀬戸

ンティングプロジェクト﹄の

﹁多度津町は﹃オリーブプラ

呈式では︑岡田土庄町長から

彦様にもご出席いただいた贈

活文化研究所﹄代表の柳生好

長︑ＮＰＯ法人﹃オリーヴ生

３月２日︑岡田好平土庄町

歴史を聞いたり︑貴重な資料

ました︒

ました︒そのあと児童は︑き

分間にわ

の掃き掃除︑雑巾がけを行い

21

を見学したりしました︒

90

13

10

文化教養

時

■桃陵大学４月行事
︻運営委員会︼
①日時＝８日 ／
３階

行事＝桃陵大学運営委員会

日 ／

時

場所＝福祉センター
︻中央講座︼
①日時＝
行事＝桃陵大学開講式

日 ／９時

分

４階

︵担当＝豊原地区︶
場所＝福祉センター
︻多度津地区︼
①日時＝
行事＝クリーン作戦
場所＝桃陵公園

日

︻豊原地区︼
①日時＝
行事＝春のふれあいの集い

②日時＝

日 ／

時

分

２階

行事＝町老人クラブ連合会
理事会

日 ／

時

場所＝福祉センター
︻多度津地区︼
①日時＝
行事＝福寿会連合会総会
場所＝中央公民館

日

︻豊原地区︼
①日時＝
行事＝クリーン作戦

日 ／

時

場所＝各単位クラブごと
︻四箇地区︼
①日時＝

行事＝四箇天寿会連合会
総会
場所＝四箇地区公民館
︻白方地区︼
時

分

代︒昨今キラキラしている

▽題名＝﹃女神﹄

■ 次回たどつ柳壇

①鶴の会

のは︑スーパーで買い物を

▽選者＝ 無所属 淡路放生さん

︹評︺何ともだらしのない時

▽場所＝町役場１階ロビー・

している主婦の眼光︒その

▽応募方法＝ハガキに①作品

■中央公民館講座作品展

福祉センター１階ロビー

目線で同窓会のホテルを選

︵未発表作品三句までを

回川柳作品募集

②絵手紙

ぶというのだから︑まず間

楷書で正確に記載︶②住
時

は持参してください︒

入し︑左記まで郵送また

第

▽場所＝町民健康センター

違いはないだろう︒と男ど

所③氏名④電話番号を記

１階・２階ロビー

もは大安心︒

日 の８時

分〜

※期間はいずれも４月１日
〜

︵展示開始と終了は変更あり︶ ︻第三席︼

町外の方も歓迎します︒

▽応募期限＝５月

ています︒

ホタル観にホテルに泊まる

康子

多数のご応募をお待ちし

市橋

水面を飛びたつ光を発見︒

必着

多度津町立中央公民館

︻申込み︵月曜・祝日を除く︶︼

日

都会っ子
丸亀市

それが二つ三つとなり︑や

■たどつ柳壇︵第 回︶
淡路 放生 選

がて無数の大乱舞︒神秘︒

︹評︺日没のかわたれどき︒
定年日豪華ホテルとしゃれてみる

︻第一席︼
泰子

高島

そのときの水の匂いと闇の

多度津町栄町３︲１︲９︶

高松市

︹評︺﹁お父さんお疲れさま

深さを体験した都会っ子の

☎

階

中野ふみ子

時

分開演

時

回多度津芸能音楽祭

日

■町民会館催し物案内

● 月

第

開場

分

︲０７６０

︵〒７６４︲００１１
でした﹂と家族が祝ってく

感動は︑生涯忘れることは

作︼

ないだろう︒

れる︒その日︑常には無縁
の豪華ホテルへ・・・︒︿し
ゃれてみる﹀の自分を失っ

山

カーナビに堂堂と乗るラブホテル

ていない遊びごころがいい︒ ︻佳
夫婦の新しい旅立ちにも余
裕がみえる︒

︻問合せ︼

00

︲３３３0

多度津町民会館

☎

12

①日時＝９日 ／

日 ／９時

︻佳

立

作︼

︻第二席︼

見

髙島眞砂子

ホテルより私に似合う宿の下駄

藤塚美智子

同窓会ホテル選びも主婦目線
奥白方

（日）

30

行事＝太師をしのぶ会
場所＝海岸寺山
②日時＝

行事＝白方地区老人クラブ

53

24

11

場所＝観音寺方面

時

■老人クラブ 月行事
︻連合会︼
①日時＝８日 ／

連合会総会

（金）

（金）
17

22

場所＝白方地区公民館

33

33

行事＝町老人クラブ連合会
３階

定例会・補助金説明会
場所＝福祉センター

４

46

14

20

30

52

30
30

（木）

13
10
10
11

28

（金）

（水）

（日）

（日）
（土）

（水）

30

27

10
10
10

17

（金）

（金）

（水）

（水）

４

（金）

17
13

15
13
６

20

19

13

12 11

８

日

５日

（木）（水）

（火）

（月）

（金）

（木）

（水）

（火）

（水）

（火）（月）

（金）

（火）

日

リンパ整体／

時

時

るんるん軽体操
時

時

分

分

分

時〜

時

分

■﹃ひだまり ﹄ 月講習
● 日 ／

３

位＝塩田・堀川

▽三部︵一般初心者・中学生・

●香川県社会人卓球リーグ

回春季グラウンドゴルフ大会

▽日時＝

●第

▽日時＝３日 ／８時

▽場所＝堀江公園

日 ／ ８時 分

▽場所＝町民体育館

ス卓球大会県予選会・全日

交流会

ブ発足

●多度津町インディアカクラ

本実業団卓球大会県予選会・

▽日時＝

●東アジアグランプリホープ

全日本クラブ卓球大会県予

▽場所＝町民・第二体育館

周年インディアカ

▽四部︵小学生の部︶

選会・全国レディース卓球

位＝紀伊・稲村

勝＝香西・真鍋

平場・長谷川
優

日 ／８時

日 ／９時

▽場所＝町民野球場

▽日時＝

●春季ソフトボール大会

▽場所＝町民体育館

▽日時＝

大会県予選会
位＝石川・石川
安藤・樋口

日／

年度町内ソフトバレ

勝＝ＯＮＥ・Ｂ
位＝ＯＮＥ・Ａ
ＯＮＥ・Ｃ

月のスポーツ予定
年度前期
ナイターリーグ︵野球︶

●平成

■

３

準優勝＝ＯＮＥ・Ｄ

優

▽ブロンズの部

町民体育館︶

ーボール大会︵２月

●平成

３

３

74

準優勝＝津村・白井

準優勝＝森・高田

勝＝森重・高垣

小学生上級者の部︶

分

﹃わかりやすい介護保険﹄

時

優

時〜

▽講師＝ 町福祉保健課・青い鳥
● 日 ／
﹃安全な道路のわたり方﹄
▽講師＝丸亀警察署
︻問合せ︼
︲４７５５

シルバー人材センター
☎
︲４７６０

た どつシルバー﹃ひだまり﹄
☎
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回記念大会

50 30

／

詩吟講座／

時

時

時

みんなで楽しく歌おう
／

社交ダンス／
手編み教室／
時

時

買い物ツアー／

社交ダンス／
時

分

スポーツ

年度多度津町長杯

■スポーツの結果
●平成

日／町テニスコート︶

ソフトテニス冬季大会︵２
月

30

日 ／ ７時 分

日 ／ ８時 分

日 ／９時

▽場所＝町テニスコート

▽日時＝

●ふれあいテニス大会

▽場所＝町民体育館

▽日時＝

●ソフトバレーボール大会

30

30

日

日
買い物ツアー／

カレンダー作り
時
分

分

分

勝＝吉岡・香西

▽一部︵一般男子の部︶
優

位＝福田・晴柀

準優勝＝頼富・渡邊
３

〜

15

（土）

（日）

（日）

（日）

／
時

ハンドマッサージ
／
時

分

時

時

時

時

生け花教室／

お話し会／

詩吟講座／

フットセラピー／

社交ダンス／

分

時

時

時

買い物ツアー／

手編み教室／

リンパ整体／

日︑

▽日時＝１日︑２日︑５日︑
〜

日︑

ら、広いグラウンドを一生懸命に走りました。

17

24

24

日

日

日

日

日

日

日

武井・富羽

時

〜

７〜９日︑
日︑
日／

ンやチーム対抗の駅伝に出場。息を弾ませなが

30
30

▽二部︵一般女子・シニア・
勝＝福井・福井

を鍛えている子どもたちは、学年ごとのマラソ

10
10

（日）

（日）

（日）

球場で開催されました。日頃からスポーツで体

（火）

（火）

中学生上級者の部︶
優

部長）合同によるマラソン・駅伝大会が町民野

４

11
11
33
33

10

10

２月２７日、町スポーツ少年団（山北雅章団本

22

▽場所＝町民野球場

●『第３１回多度津町スポーツ少年団
合同マラソン・駅伝大会』開催!!

12

■ 老人健康施設 月 行事

21

社交ダンス／

22

日

25
︻問合せ︼
︲８５０１

４

27

16

26

26

多度津町社会福祉協議会
☎

23 12

30

26

準優勝＝三宅・香西

18 21

14
30

22

30
30
30

14
14
30
30 30

30
13

13
13 10

13

４

13 13
10

10
10 13 11
13
10
９ 12

10 13

32

23

28 19

28 27

● 道福寺自治会で『防災勉強会』開催

２月１０日、道福寺自治会（田中完会長）主催に
よる『防災勉強会』が道福寺公民館で開催されま
した。
これは、自主防災組織の設立にむけて、道福寺地
区の住民の皆さんが、防災対策の必要性を理解す
るために開催されたもので、老人会・婦人会・青
年会・子ども会などの各役員の皆さん約４０名が
参加。講師には町総務課職員のほか、自主防災組
織を設立して、活発な活動を行っている『堀江・
学園台自主防災会（大谷照八会長）』の方も出席し
ました。
勉強会では、町職員から近い将来発生が予想され
る東南海・南海大地震のメカニズムや想定被害状
況について、また堀江・学園台自主防災会の方か
らは、防災組織設立までの経緯や現在の活動状況
について説明が行われました。
参加者の皆さんは、盛んに講師に質問するなどし
て、防災対策の重要性について意識を共有するこ
とができたようです。

● 豊原保育所で『体力づくり』

豊原保育所の園児は『体力づくり』に取り組んでいます。
朝、片付けの合図と共に園庭に元気に飛び出し、しっかり準備体操した
後、園周辺のマラソンに出掛けます。白い息を吐きながら走ると、空気
は冷たくても体はポカポカ。ドッヂボールやジャンピングマットなども
大好きで、しっかり体を動かしています。

● 四箇幼稚園で『収穫祭』開催
四箇幼稚園（塩田節子園長）で
『収穫祭』が開催されました。
これは、園児たちが地域の皆さ
んにご協力をいただきながら、
年間を通じて育てた稲やサツマ
イモ・黒豆・ブロッコリー・ミ
ニトマトなどの野菜を使って、
おむすびやサラダ、味噌汁を作
り、みんなで収穫を祝うた
めに行われているものです。
園児たちは、お釜でお米を
炊いたり、野菜を切ったり
して料理を作り、地域の方
や保護者の皆さんに感謝し
ながら、手作り料理を味わ
いました。

２月２２日、白方小学校（川原留美子校長）の児童が、西白方の浜で稚魚の放流を行いました。
これは、近年瀬戸内海の漁場が減っている状況を改善しようと香川県水産課が行っている漁場改善事業の一環と
して行われたもので、同校の４年・５年生児童は、白方漁業協同組合（田中純雄組合長）の皆さんにもご協力い
ただき、クロメバルの稚魚約１，０００匹を次々と放流。波に揉まれながらも元気に泳ぐ稚魚に、児童は「大き
くなれよ！」「また帰ってきてね！」と声をかけていました。

★掲載している学年等は︑平成 年度中の取材時のものです︒

● 白方小学校の児童が
『ふるさとの海』へ稚魚を放流

22
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●『香川県知事意見交換会』開催

●『自衛隊入隊者激励会』開催

２月２６日、浜田恵造香川県知事と多度津町民との意見交
換会が、町民健康センター多目的ホールで開催されました。
これは、香川県が策定を進めている次期総合計画に県民の
意見を反映させようと、県主催により県下全市町で実施さ
れたものです。
意見交換会には、町内の各分野でご活躍いただいている町
民の皆さん２１名が参加して、それぞれの立場から、より
良い香川県にするための様々な意見や提案を投げかけ、浜
田知事は一人ひとりに対して丁寧に応えていました。
本町出身の自衛隊入隊者の激励会が町役場で行われました。
平成２３年度に新たに入隊する本町出身者は２名。
二人とも少し緊張した様子でしたが、町長や保護者会の方
から「体に気をつけて頑張ってください。皆さんの活躍を
期待しています。」と激励を受け、入隊に向けて気持ちを
新たにしているようでした。

● 四箇小学校に「ビオトープ」完成!!

四箇小学校（福家親夫校長）の中庭に『ビオトープ』が完成し、２月２７日に完成式典が行われました。
「ビオトープ」とは、ドイツ語で「生き物のすむ場所」という意味で、植物や小動物がすむことができる自然環境を備えた
場所のことを言います。四箇小学校では、古くなった中庭を有効活用しようと、平成２１年にＰＴＡの皆さんを中心として、
ビオトープ実行委員会を設立。以来、多くの企業・団体や保護者・地域の方々から協力を得て完成することができました。
協力者・支援者が大勢集まった完成式典では、児童たちが「素敵なビオトープをつくってくれてありがとう。全校生で大切
にします。」と感謝の気持ちを伝え、ビオトープで育てるために、近くの川で捕った魚を放流して完成を祝いました。
これから、環境や総合学習の場、地域の方々との協働の場、子どもたちの憩いの場など、様々な分野で活用が期待されます。

17

︽お知らせ︾
■ 議長・副議長が決まりました

■﹃ 第
回子ども会作品募集 ﹄
優秀作品発表

●農業振興地域整備計画の

全体見直しに伴い︑個別

年度青少年健全育成

活動モデル団体・善行者表彰

見直しを一時停止します

■ 平成
日︑多度津町少年育

２月
成センターにおいて︑日頃か

に農業振興地域整備計画の全

多度津町子ども会育成連絡
協議会︵行事義美会長︶主催
ら顕著な善行を継続して行っ

体見直しを行います︒これは︑

年多度津

町議会第一回臨時会が開催さ
による﹃子ども会作品募集﹄
ている次の団体および個人の

平成

月の香川県農業振

月︶行っている個別

在定例として年３回︵４月・

この全体見直しに伴い︑現

年

多度津町では︑平成 年度

れ︑次のとおり議長・副議長
に︑町内の小学生から絵や作

方々に︑多度津町教育委員会

興地域整備基本方針の変更を

長

が決定しました︒
文など多数の応募があり︑次

委員長・青少年健全育成町民

●議
れました︒

の皆さんの作品が最優秀賞・

日︑平成

■ 農業委員会からお知らせ

８月・

見直しによる農用地利用計画

月の農地法改正

により標準小作料制度が廃止

の変更申出︵農用地区域から

年

され︑農業委員会が実勢の賃

武さん

▽石井

モデル団体・個人

鈴葉 さん︵豊原小２年︶ ●青少年健全育成活動

●最優秀賞
▽善木
●優秀賞
▽吉田光咲紀 さん︵多度津小４年︶

の除外・農用地区域への編入・

平成

受けて行うものです︒

︻略歴︼平成 年初当選以来︑

借料情報を提供することにな
昭彦さん

平成

年中に農業経営基盤

強化促進法により公告された

ａ当た

り︶は︑次のとおりです︒

育成連絡協議会会長︶ 農地の賃借料水準︵
▽藤塚美智子さん

を一時停止します︒変更申出

を検討している方は︑ご注意

ください︒

年８月分・

月分

▽定例受け付けの停止期間

平成

※定例受け付けを停止する代

わりに︑６月に別途変更申

６︐５００円

日

▽平均額＝
悠馬 さん︵ 多度津小６年︶

☎

︲１１１３

︵産業課内︶

多度津町農業委員会

︻問合せ︼

▽受付締切り＝６月

出の受付を行います︒

︵特殊な契約は除く︶

▼多度津町全域の田・畑
成さん

︵白方地区環境美化活動︶
▽富田

︵多度津中学校生徒会代表︶

用途区分の変更︶の受け付け

︵多度津地区子ども会活動

▽連

▽戸田

佑理華 さん︵多度津小６年︶

議長︑総務常任委員会委員
▽森

敏大 さん︵四箇小３年︶

︵豊原地区子ども会

サポーター︶ りました︒

長︑建設産業常任委員会委
▽新開

佑紀 さん︵白方小５年︶
年度

このか さん︵四箇小１年︶

員長︑教育民生常任委員会
▽門井

※学校・学年は平成
のものです︒

12

▽最高額＝１０︐０００円

聖也 さん︵豊原小６年︶ ▼農地の権利取得に際しての

●善行者
▽森口

下限面積

３︐０００円
▽善木

理紗 さん︵四箇小６年︶

▽最低額＝
▽香川

ａ

ａ

▽佐柳・高見区域＝

▽佐柳・高見を除く

▽三野真由子 さん︵白方小６年︶
年度

多度津町全域＝

（金）

委員長などを歴任︒︵現在

年初当選以来︑

23

12

10

４期目︶
●副議長

︻略歴︼平成

12

22

12

23

10

10

40

総務常任委員会委員長︑教

学
※校・学年は平成
のものです︒

33

育民生常任委員会委員長な

22

22

議員
克宏
庄野
議員
忠昭
志村

21

会議会長より表彰状が授与さ

２月

22

26

36

優秀賞に選ばれました︒

23

どを歴任︒︵現在３期目︶

22

11

15

18

21

■ 多度津町福祉医療費
助成制度について
多度津町には次の医療費助

①身体障害者手帳の１級〜
４級の交付を受けている方

②療育手帳◯︑Ａまたは◯

金係へお問合せください︒

については︑町住民課保険年

●母子家庭等医療費助成制度

び款症と記載のある方

③戦傷病者手帳に項症およ

と記載のある方

●乳幼児医療費助成制度
︻対象となる要件︼

国民年金からは︑老齢基礎

場合にも届出によって加算を

なった配偶者やお子様がいる

後に︑生計を維持することに

より︑受給の権利が発生した

児童扶養手当は︑お子様が

手当との関係について

の運用の見直しと児童扶養

●障害基礎年金の﹁子加算﹂

■ 国民年金のお知らせ

年金のほかに︑障害基礎年金

行うことになります︒

年度国民年金保険料

や遺族基礎年金が支給されま

▽平成

●平成

す︒また︑納めた保険料は全

平成

年４月１日より前に

年４月から

が︑平成 年４月以降は︑児

である場合は支給されません

障害基礎年金の子加算の対象

額が社会保険料控除の対象と
国民年金の保険料は毎年度

有することになった場合は︑

を維持する配偶者やお子様を

おいて︑受給権発生後に生計

児童扶養手当を受給すること

の子加算額を上回る場合には︑

童扶養手当額が障害基礎年金

なります︒
年度は

改定されます︒平成

法施行令で定める障害の状態

両親の一方が児童扶養手当

ができます︒

日の生計維

持関係を確認します︒

年３月

法施行時から加算の対象にな

月額１５︐０２０円です︒
毎月の保険料は︑日本年金
機構から毎年４月の上旬に送
られてくる１年分の納付書に

受給権発生後に生計を維持

年金の子加算で受給変更が可

れる児童扶養手当と障害基礎

にある場合︑配偶者に支給さ
ます︒

する配偶者やお子様を有す

能になります︒

年４月１日以降に︑
※保険料の納付には︑１年・

ることになった場合

▽平成

６か月など︑定められた月

▽受給変更できない場合は？

年４月から障害年金

年４月施行の法律改正に

※婚姻・出生等の事実が発生

児童扶養手当と障害基礎年金

︲１６６０

☎

︲４４８８

︲１６６０

善通寺年金事務所

☎

多度津町福祉保健課

︻問合せ︼

せん︒

の子加算で受給変更ができま

☎

善通寺年金事務所

︻問合せ︼

認します︒

した日の生計維持関係を確

母子世帯や父子世帯の方は︑

その事実が発生した時点か

成

方に加算していましたが︑平

が１級または２級に該当する

お子様がいる場合︑障害等級

生計を維持している配偶者や

発生した当時に︑受給権者が

障害年金は︑受給の権利が

加算改善法が施行されます

●平成

る前納割引制度があります︒ ら加算の対象になります︒

数分を前納すると割引にな

よって翌月の末日までに納め

※平成

▽受給変更できる場合は？

23
ります︒

23

成制度があります︒手続き等

︻対象となる要件︼
▽ 住民票が多度津町にあること

▽ 所得制限未満の方であること

険の加入者であること

▽国民健康保険または社会保

▽乳幼児自身の住民票が多度
津町にあること
▽国民健康保険または社会保
険の加入者であること
年８月１日以後に児

童の年齢が

▽平成

する月の末日までの間にあ

合︑原則︑児童の年齢が

３月 日までの間にあること

▽次の①〜④のいずれかに該
当すること
①母子家庭の母およびその

23 23

23

23

▽年齢が７歳に達した日の属
ること︵ただし︑１日生ま

歳に達する日以後の最初の

歳に達する場

れの方は前月の末日まで︶
●重度心身障害者等
医療費助成制度
︻対象となる要件︼

母に扶養されている児童
②父母のない児童

▽ 住民票が多度津町にあること
▽国民健康保険または社会保

認める方

④①〜③に準じると町長が

③父子家庭の児童

年８月１日以後新た

険の加入者であること
▽平成

に該当者になる方について
は︑次の①〜③のいずれか

︻問合せ︼
︲４４８０

19

31

62

Ｂ

18

23
23

Ａ

多度津町住民課保険年金係
☎

33

62

に該当する方で︑該当級の
歳未満であること

手帳の交付を受けた時の年
齢が

23

20
31

18
33

20
65

月号

お知らせ

■ クリントピア丸亀から
●エコ丸つうしん

時

日

■ 不動産鑑定無料相談会開催
▽日時＝４月
時〜

︽募

集︾

■ 介護者の会のお知らせ
〜認知症の方を支える
介護者の会〜
おひとりで頑張っていませ

▽場所
①香川県庁東館１階ロビー
んか？介護をしている人同士

自転車の点検修理体験

②丸亀市役所１階相談室
で話をしたり︑先輩介護者に

▽一般・親子向け
日
▽内容＝香川県不動産鑑定士

／午前２名

牛乳パックで紙すき体験

※直接会場へお越しください︒

しています︒
▽日時＝奇数月に開催
時

▽場所＝福祉センター

時〜

香川県不動産鑑定士協会

２階

香川県環境政策課

▽内容＝座談会・ミニ講座等

☎

︲４４８８

︲１１３８

支援センター

多度津町地域包括

☎

多度津町福祉保健課

︻申込み・問合せ︼

お知らせをお送りします︒

※お申込み頂ければ︑詳しい

▽年会費＝５００円︵お茶代︶

日から時間額６６４円

☎ ０８７︲８１１︲８９１９

香川労働局賃金室

︻問合せ︼

適用されます︒

ートを含むすべての労働者に

この最低賃金は︑臨時やパ

に改定されました︒

月

香川県最低賃金は平成 年

使用者も 労働者も

■ 必ずチェック最低賃金！

☎ ０８７︲８３２︲３２１０

集会室

☎ ０８７︲８２２︲８７８５

︻問合せ︼

あなたの参加を皆がお待ち

日頃抱えている悩みについて

桃太郎﹄／午前 名

木工講座﹃ガーデン

ピック﹄／午前 名

※各講座とも予約が必要
※持物が必要な講座あり
●赤ちゃん誕生記念
㎝以下の赤ちゃ

ガラスの足型づくり
足サイズ
ん が 対 象 ︵ 一 足 型 ８ 千 円︶︒
桐箱に入れ︑ネームプレー
トを添えてお渡しします︒
※ ４月実施は 日 ・ 日

相談に応じます︒

協会所属の不動産鑑定士

（日）

日

（金）

／午前５名

（土）

日

22
16

相談してみませんか？

（日）

日

10
が不動産の価格や取引の

（日）

古布講座﹃日本一の

10
※予約が必要

︲１１４４

20

16
クリントピア丸亀
☎

（日）

10

10

10

24

☎３３−１３００

「日頃、町民の皆さんから問合せが多い事項に関してお答えします」

多度津町上下水道課からお知らせ

４
（日）

22

12

12
33

33

16

17
︻申込み・問合せ︼

17

56

10

17

●今回は『異動手続きについて』です。

【Ｑ１】どのような場合に異動手続きが必要ですか？
【Ａ１】①町内に引っ越して来て水道をご使用になるとき
②町内から引っ越すため水道のご使用をおやめになるとき
③使用者・所有者の死亡等により名義変更が必要となったとき
などが主な異動事由としてあげられます。
【Ｑ２】その場合の異動手続きは電話で受付できますか？
【Ａ２】いいえ、電話では受付していません。
使用開始・使用中止・名義変更とも上下水道課または住民課の窓口で手続きが必要です。
【Ｑ３】手続きで必要なものは何ですか？
【Ａ３】使用開始の手続きには認印と手数料１５００円が、使用中止・名義変更の手続きには認印が、それぞれ必要です。
また、使用開始の手続きのときに通帳と通帳印があれば、口座振替の手続きもできますので、ご持参ください。
【Ｑ４】手続きは本人以外でもできますか？
【Ａ４】はい、できます。その場合は代理の方の認印をご持参ください。
【Ｑ５】手続きは土・日・祝日でもできますか？
【Ａ５】手続きの受付は、上下水道課・住民課とも平日の８時３０分から１７時１５分までです。
ただし、特別な事情で執務時間中にどうしても来られない場合は、上下水道課へお問い合わせください。

★手続きをした当日に開栓・閉栓作業を行いますが、届出日以降の指定もできますので、余裕をもって手続きをお願いします。

▽場所
多度津町屋内温水プール
２階トレーニングルーム
▽申込期間

場またはトレーニングルー
ムにて︑職員による問診を
必ず受けていただきます︒

源︼

月のゴミ収集日

︻資

庄︵修理免・笠屋・笠屋
青空団地・八尺・中条・
土井畑・羽称坪・四天ハ
イツ︶︑三井︵真天・御
門・鴨取・三井東・三井
西・三井団地・間の江︶︑
青木︵本村・金道・青木
団地︶

青木北山︑山階︵北山・
兵田・阿庄・岡・常石造
船社宅・恵比寿・大倉団
地・グリーン団地・本村・
西村・西村団地・天霧・
天霧第２・天霧南・ダイ
ヤタウン・才の木ハイツ・
向井・上・小原︶

１区〜８区︑桜川団地︑寿
町︑県営多度津団地︑四箇

９区〜 区︑日の出町︑学
園台︑豊原地区︑白方地区

燃︼

西白方︑奥白方︑見立︑
東白方本村

︻可

１区〜７区︑桜川団地︑
寿町︑県営多度津団地

区〜 区︑日の出町︑北
鴨︑学園台︑堀江︑若葉町

道福寺︑桜川東︑袖︑
南鴨︑葛原
四箇地区

白方地区︑８区〜９区

︻粗大・不燃︼

※ ○ 数 字 は 粗 大 ゴミ 収 集 日

１区〜４区︑寿町︑桜
川団地

区︑日の出町

５区〜８区︑県営多度
津団地︑東白方︵原戸・
城ヶ下︶︑西港町

９区〜

学園台︑堀江︑堀江条
六︑堀江新開︑道隆寺
東︑北鴨︑幸町︑若葉
町︑袖

環 境 課
直通番号

道福寺︑桜川東団地︑
地区
花園︑あけぼの︑南鴨︑
豊原学園前団地︑豊原 ︻ 島 し ょ 部 の ゴ ミ 収 集 日 ︼
第２団地︑葛原︵大木・
・ ／
・
北条・八幡・永井・下 高見
所︶︑ひまわり団地︑
佐柳
・
・
・
めぐみ団地︑葛原団地︑
／
小塚団地

ごみ ・し尿

・４４２５

※１区〜８区、桜川団地、寿町、県営多度津団地、四箇地区は、
４月２９日
（金）
に可燃ごみの特別収集を実施します。

■ 多度津町らくらく
健康づくり教室 ﹄
参加者募集
個人の体力にあった運動プ
〜４月 日

電話または福祉保健課窓

４月４日

筋力トレーニングと有酸素
口で受け付けます︒︵希望

ログラムを作成します︒
運動で︑体力年齢を若返らせ
者多数の場合は先着順︶

月毎に︑前納で集めさせて

当たり１︐２５０円を３か

※自己負担費用として︑１月

ましょう！
▽対象
歳以上の県内在住者で︑

医師から運動を制限され
いただきます︒

年６月〜平成 年

※参加するにあたって︑町役

ていない方
▽期間
平成
２月末までの９か月間
▽時間
①水曜︵昼︶クラス
時〜 時

時〜 時

分で消化でき

︻申込み・問合せ︼
多度津町福祉保健課
介護保険係

21

（金）

︲４４８８

12

28 22 11

12

12

22

４

10

９
13
６ 27 20

29 15 ５

（木） （金） （月）

（木）（木）

25

28 14

金・火 木・月

／
時〜 時

②水曜︵夜︶クラス
／

分から

／

③土曜クラス
※

るメニューです︒
※毎週２時間の中で︑ご都
合に合う時間で参加して
いただけます︒
▽定員＝各クラス 名

☎

18 ５
（月）
２
25 （月）
（月）

20

（月） （火）

５ ４ ４
（月）（月）
２
（月） 11 18
（月）（月）

33

17

12

23

（水）（水） （水） （水） （土）

（金）
（金）
（木）（木）
（木） （火）（木） （祝）
（火）
（金）

（火）（木）（金）

24

15

18

90

19 ７
22 15 ７ 21 14

（月）

33

13
15
15

26 21 ８

40
60

■ 保健センター行事予定
日曜日
１日(金)
４日(月)
６日(水)
７日(木)
８日(金)
11日(月)

行

事

生活習慣病予防相談

■ 無料相談
時

間

場所

13:30-15:00

白公

食改役員会

9:30-11:30

健セ

のびのび広場

9:30-12:00

健セ

離乳食講習会

13:30-15:00

健セ

生活習慣病予防相談

13:30-15:00

豊婦

9:30-11:30

健セ

13:30-14:30

健セ

12日(火) １歳６か月児健診
14日(木) ３歳児健診
15日(金) 豊原地区母子愛育班総会

13:30-14:30

健セ

13:30-14:30

健セ

9:30-11:30

豊婦

四箇地区母子愛育班総会

9:30-11:30

四公

さくら教室

10:00-11:30

福セ

生活習慣病予防相談

13:30-15:00

福セ

8:40-10:30

健セ

白方地区母子愛育班総会

10:00-11:30

白公

ポリオワクチン投与

13:30-14:30

健セ

10:00-11:30

健セ

食改会長副会長会
ポリオワクチン投与

18日(月) 胃がん検診
19日(火) 『食育の日』

20日(水) 親子ふれあい広場
『ベビーマッサージ』
胃がん検診

21日(木) ことばの相談（要予約）
子宮頸部がん検診

22日(金) 胃がん検診

8:40-10:30

白公

9:00-11:00

健セ

13:30-15:00

健セ

相談名
日
時
高齢者相談 ４月14日（木）
10:30-12:00
（弁護士対応）
人権相談

場所・連絡

町民健康センター２階
社会福祉協議会
電話予約をお願いします ☎32-8501
福祉センター
４月19日（火）
☎33-1110／総務課
10:00-15:00

４月19日（火）
10:00-15:00
交通事故相談 ４月27日（水）
10:00-15:00
身障者相談 ４月15日（金）
13:00-15:00

福祉センター
☎33-1110／総務課

障がい者生 ４月28日（木）
13:30-16:30
活支援相談

福祉センター
☎33-4488／福祉保健課

行政相談

こころの
相談日

福祉センター
☎33-1110／総務課
福祉センター
☎32-3063／田中公敏

福祉保健課（相談室）
４月21日（木）
午後１時30分〜午後４時 ☎33-4488

■ 休館日
老人健康施設 ２日、３日、９日、10日、16日、17日、23日、
24日、29日、30日、５月１日、３日〜５日

明徳会図書館 ４日、11日、18日、25日、29日、30日、
町民会館

５月２日〜５日
５日、12日、19日、26日
５月６日

8:40-10:30

四公

多度津地区母子愛育班総会 10:00-11:30

福セ

５日、12日、19日、26日
５月６日

生活習慣病予防相談

13:30-15:00

四公

スポーツセンター ４日、11日、18日、25日

13:30-15:00

健セ

25日(月) 子宮頸部がん検診
26日(火) 胃がん検診
27日(水) 胃がん検診
こども相談（要予約）

28日(木) 胃がん検診
乳幼児健康相談
子宮頸部がん検診

8:40-10:30

福セ

8:40-10:30

豊婦

9:00-16:00

健セ

8:40-10:30

豊婦

9:30-10:30

健セ

13:30-15:00

健セ

※ポリオワクチン投与（11日（月）：平成21年11月〜平成22年４月生
まれ／19日（火）：平成22年５〜９月生まれ）
離乳食講習会（平成22年11〜12月生まれ）、１歳６か月児健診
（平成21年８〜９月生まれ）、３歳児健診（平成19年９月生まれ）、
乳幼児健康相談（平成22年６月生まれの乳児と幼児）
白公＝白方地区公民館／健セ＝保健センター／豊婦＝豊原農村婦人
の家／福セ＝福祉センター／四公＝四箇地区公民館

親子ですくすく 大きく育て！
●のびのび広場
【日時】４月 ６日／９時３０分〜１２時
【場所】町民健康センター プレイルーム

温水プール

町立資料館

５月２日
４日、11日、18日、25日、30日
５月２日、６日

※『林求馬邸』開館日は、４月３日（日）・５月１日（日）です。

■ 休日当番医
４月３日

くるみクリニック（北鴨２） ☎58-5050

４月10日

善 紀 ク リ ニ ッ ク（西

４月17日

くるみクリニック（北鴨２） ☎58-5050

４月24日

桃 陵 ク リ ニ ッ ク（本通２） ☎58-5588

４月29日

加 藤 整 形 外 科（堀江１） ☎32-8006

５月１日

秋

山

医

院（仲ノ町） ☎32-8326

５月３日

三

宅

病

院（栄町２） ☎32-2447

５月４日

山

本

医

院（大通り） ☎32-2809

５月５日

加

藤

病

院（寿

柔道整復 ４月10日

●親子ふれあい広場『ベビーマッサージ』
【日時】４月２０日／１０時〜１１時３０分
【場所】町民健康センター リハビリ室

浜） ☎32-7171

町） ☎33-2821

藤木接骨院（大通り）☎32-2663

※診療時間は午前９時から午後６時まで。都合で変更することが
あります。当日の新聞でお確かめください。
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申込み・問合せは、保健センター（

町民健康
センター内

）☎32-8500まで

■ 検診を受けて健康に！ 〜自分自身のためにも あなたを必要とする人のためにも 『がん検診』を受けましょう〜
※すでに『検診受診調査書』で申し込まれた方には、個別案内をお送りします。

胃がん検診
集団検診

自

子宮頸部がん検診
施設検診

集団検診

施設検診

実施時期

４月〜６月

４月11日〜５月・９月

４月〜５月

６月〜９月

実施場所

各地区公民館・保健センター

町内の指定医療機関

保健センター

麻田総合病院

対象者

３０歳以上の町民

４０歳以上の町民

１，２００円

２，５００円

９００円

１，５００円

４００円

８００円

３００円

５００円

己 ７４歳まで

負担金 ７５歳以上

２０歳以上の女性町民

■ 妊婦健康診査を必ず受けましょう！
妊娠中は、医療機関での定期的な健診や、その時期に必要な保健指導を受け、安心して出産に臨めるようにしましょう。
定期健診は、２３週までは４週に１回、２４〜３５週までは２週に１回、３６週以降は週１回が目安です。
多度津町では『妊婦一般健康診査受診票』を１４枚発行し、平成２３年４月からＧＢＳ検査(新生児への感染症を引き起こ
す細菌の検査)も助成しています。
★県外から転入された場合
転入前の市町の受診票は使用できません。多度津町の受診票と交換しますので必ず、保健センターへご連絡ください。

■ 予防接種を忘れずに受けましょう！

■

●麻しん風しん混合ワクチン・ジフテリア破傷風混合ワクチン
【期間】平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日
【医療機関】
秋山医院・氏家内科・加藤病院・くるみクリニック・嶋田
耳鼻咽喉科・中野小児科・三宅医院・三宅病院・山本医院
【麻しん風しん混合ワクチン対象】
１期：接種日において１歳〜２歳未満
２期：平成１７年４月２日〜平成１８年４月１日生まれ
３期：平成１０年４月２日〜平成１１年４月１日生まれ
４期：平成 ５年４月２日〜平成 ６年４月１日生まれ
【ジフテリア破傷風混合ワクチン対象】
平成１１年４月２日〜平成１２年４月１日生まれ
●ポリオワクチン投与
【日時】４月１１日・４月１９日／１３時３０分〜１４時３０分
【場所】保健センター
【対象】４月１１日：平成２１年１１月〜平成２２年４月生まれ
４月１９日：平成２２年 ５月〜平成２２年９月生まれ

★多度津町へ転入された方へ
転入された翌月に予防接種説明綴・母子カレンダーをお送りします。
転入前の予診票は使えませんので、母子健康手帳を持って保健セン
ターへお越しください。

みんなですすめる たどつの食育

多度津町では、町民の皆さんが「食」を通じて
て心身ともに豊かな生活が実現できるように、
平成２２年３月に「多度津町食育推進計画」を
策定し、家庭、学校、各団体などの地域で「食
を通した健康づくり」に取り組んでいます。
●香川県中讃保健福祉事務所の取り組み
中讃地区食育ネットワーク会議で、市町や各
団体と連携を深めています。また、食育健康
出前講座や食育メール配信、食育情報提供等
により、地域に食育を普及啓発しています。
【食育とは･･･？】
食育とは、心身の健康を確保し、いきいきと
暮らすための基本となるもので、知識を得る
「教育・道徳」、体に力をつける「体育」の
土台と位置づけられています。正しい食を選
択する力を習得し、健全な
食生活を実践できる人を育
てるという意味もあります。
家庭での食事は食育を実践
する中心的な存在です。
この機会に家庭での食事を
振り返ってみましょう。

●子宮頸がん予防ワクチンについて
２月から中学校１年生〜高校１年生相当の女子を対象に公費負担でのワクチン接種を開始していますが、現在ワクチンの
供給不足のため、医療機関での新規予約が受け付けできない状況です。
３月８日から当分の間、２回目・３回目の接種者を優先し、初回の接種者への接種は、差し控えております。
また、平成６年４月２日〜平成７年４月１日生まれの方は、２３年４月以降に初回接種しても公費負担の対象になります。

●ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンについて
ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンを含むワクチン同時接種後の副反応による健康被害が報告されたことから、３月５日より、
接種を一時見合わせております。

今後の対応については、厚生労働省から連絡が入り次第、お知らせします。
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◎お問い合わせ：町立明徳会図書館 ☎32−3246
新たな一歩を踏み出した フレッシュな あなたに♪
『仕事をなしとげるのに大切な三要素』って！？
①野心 ②執着心 ③楽観的
なんだそーですよ！ さーっ、誰の格言かしら！？

■お薦め ＢＯＯＫ

◎『犬部！ ＩＮＵＢＵ』 〜北里大学獣医学部〜

／片野ゆか・ポプラ社
行き場を失った犬や猫を救うため奔走する現役獣医学部生たち。実在する大学のサーク
ル活動を取材した、笑いと涙と感動のノンフィクション。

◎『名著講義』

／藤原正彦・文藝春秋
喪われつつある日本人の品格と美徳の再発見！時に人生相談、時に激論、時に脱線しな
がら爆笑しつつも感涙＆白熱の藤原読書ゼミを全公開。

◎『就活のまえに』

〜良い仕事、良い職場とは？〜 ／中沢孝夫・ちくまプリマー新書
世の中には無数の仕事と職場がある。その中から、何を選ぶのか。就職情報誌や企業の
ホームページに惑わされず、働くことの意味を考える。就活一歩前の道案内。

◎『おしんの遺言』

／橋田壽賀子・小学館
ほんとうの豊かさ、幸せとは…。橋田さんが悟った人生訓すべてを、おしんに託し
わかりやすく凝縮。
「生き方」
と
「老い方」を見失ったすべての日本人に捧げる８５歳・
著者渾身のラストメッセージ！
社団法人

読書推進運動協議会

■４月の行事

４月 ９日
（土） １４時〜１４時３０分

★おはなし会 『ライブラリーこぐま』
４月２０日
（水） １４時３０分〜１５時

■２月の図書館利用状況

２２４冊
２，８４８人
６，２３１冊
３９人

◎新着図書・寄贈本
◎入館者数
◎貸出図書数
◎新規図書利用カード作成者数

☎３３−３３３０

●平成２３年度『鑑賞友の会』会員を募集します！
【期

２０１１」より抜粋

桃陵大学の『平成２２年度芸能発表会』が２月１７日、
町民健康センター大広間で開催されました。
日頃から、練習に励んでいる出演者の皆さんは、詩吟・
舞踊・カラオケ
などをステージ
で披露。約３時
間にわたり行わ
れた芸能発表は、
大広間に入りき
らないほど大勢
のお客さんを、
存分に楽しませ
てくれました。

間】平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日

■『第４６回多度津芸能音楽祭』のご案内

【年会費】１，０００円（優先販売・割引有り）
【受

読書のすすめ

■桃陵大学『芸能発表会』が開催されました!!

★おはなし会 『ひまわり』

■町民会館からお知らせ

「若い人に贈る

付】４月１日（金）９時から

４月２４日（日）、多度津町民会館において『第４６回
多度津芸能音楽祭』を開催します。
合唱・舞踊・箏曲・詩吟・
津軽太棹三味線・民舞・
日舞・カラオケ等の部門
の団体が出演します。
ご家族お誘いあわせの上、
ご観覧ください。
【日 時】４月２４日（日）／お昼１２時から
【場 所】多度津町民会館 大ホール
【主 催】多度津芸能音楽協会

●あなたの時間を多度津町民会館で過ごしませんか？
プリザードフラワー、お茶会、
コンサート、講習会、ダンス、
楽器の練習等使い方は色々。
一人でも、みんなで使用しても
同一料金。
ホール・ホワイエ・リハーサル室・会議室・楽屋
各施設１時間単位の料金体制。
会場見学も可能です。一度足をお運び下さい。

●広告募集

●『町の人口』について

多度津町では、新しい財源確保と地域の活性化のため、
広報に掲載する広告を募集しています。
【問合せ】多度津町 町長公室 ☎33−1115

毎月掲載している『町の人口』については、現在『平
成２２年国勢調査』の集計作業を行っていますので、
集計結果が発表され次第、掲載を再開します。

発行・編集／多度津町町長公室 〒764-8501 香川県仲多度郡多度津町栄町１丁目1-91
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0877-33-1115 印刷・製本／株式会社 弘栄社

