
2月の町長懇談日
10日（金） ・ 24日（金）

※来庁時間はあらかじめご連絡ください

〈問い合わせ先〉
企画振興課 秘書広報担当
☎ 0748-52-6550

1月1日（祝） 藤居歯科医院 東近江市林町9-2 ☎︎0748-42-0240

1月2日（月） 住井歯科医院 東近江市東沖野3丁目1-25 ☎︎0748-22-1290

1月3日（火） マナベ歯科医院 近江八幡市安土町西老蘇58-16 ☎︎0748-46-6480

1月9日（祝） 藤関歯科医院 近江八幡市安土町上豊浦1213-1 ☎︎0748-46-4567

2月11日（祝） クラウド歯科 近江八幡市中村町21-12 ☎︎0748-33-1100

休日診療の歯医者さん1月 2月

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

●応募資格／①県内在住・在勤・在学し
ている１９歳以上の明朗・活発・健康な
方で日野町を積極的にＰＲしていただけ
る方（年齢は平成２９年４月１日現在で高
校生は除く）②日野観光協会や日野町
が参加依頼する各種行事に年間を通し
て参加できる方
●募集人数／２名
●任期／平成２９年４月１日から平成３０
年３月３１日まで
●特典／旅行券（７万円）と２万円相当
の記念品
●応募締め切り／平成２９年２月１９日

（日）（必着）

◆応募・お問い合わせ先
〒529-1604 日野町大字村井１２８４番地 
日野観光協会（日野まちかど感応館内）
☎0748-52-6577※月曜は休館日です。

平成28年12月1日から衣類等の繊維製品の洗
濯表示が国際規格に統一されました。

新しい表示では記号の種類がこれまでの22種
から41種類に増え、繊維製品の取扱いについてよ
りきめ細かい情報が提供されています。

また、国内外で洗濯表示が統一されたことによ
り、海外で購入した繊維製品の取扱いなどが円滑
に行えるようになりました。

●衣類を購入するときに、洗濯表示を確認し、家庭
で洗濯できるか、クリーニング店が利用できるかな
どの参考にしてください。当面の間、これまでの洗
濯表示が付された製品が混在することがあります。
●表示は取り扱い方の上限を表しています。表示
よりも強い作用や高い温度での洗濯等は、衣類に
ダメージを与える可能性があります。

問い合わせ先 ◆ 住民課 生活環境交通担当 消費生活相談 ☎0748-52-2500

町営バス時刻表への有料広告を募集します 近江日野しゃくなげ大使を
募集します！

衣類の洗濯表示が新しくなりました

○日野町住民課 生活環境交通担当 消費生活相談窓口にて政府インターネットテレビ「記号をよく見て洗濯
上手に・新しい洗濯表示の記号」のDVDを貸し出していますので、ぜひご利用ください。

▲広告枠の大きさ
たて４㎝×よこ５㎝
▲広告の期間
次回のダイヤ改正まで

（おおむね２年間）
▲掲載料
１枠につき３５，０００円
▲募集する枠数
５枠
▲配布部数
８，５００部（２色刷り）
▲申し込み期限
２月３日（金）

◎なお、次の１から６などに該当す
る広告については、掲載ができま
せん。
１．法令その他に違反するもの
２．公の秩序または善良の風俗に反する
もの
３．政治性または宗教性のあるもの
４．特定の主義主張および係争中の声明
広告、個人または法人の意見広告およ
び名刺広告
５．良好な美観または風致を害するもの
６．そのほか日野町広告事業実施要綱に
定めるもので、広告掲載の対象とするこ
とが適当でないもの

日野町では、平成2９年４月１日に町営バスのダイヤ改正を
予定しています。

ダイヤ改正による新しい時刻表の発行に伴い、時刻表に
掲載する有料広告を募集します。

広告の仕様は、次のとおりです。

※申込書は、役場３階企画振興課企画人権担当で用意しています。
　詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先◆企画振興課 企画人権担当 ☎0748-52-6552
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償却資産とは、会社や個人で事
業をしておられる方が、その事業
のために所有している構築物、機
械、器具、備品などの資産をいい、
固定資産税の課税対象になります。

申告の対象となるのは、平成
29年１月１日現在で日野町内に
所在する償却資産で、償却資産
の所有者には、法令により必ず申
告するよう義務付けられています。

前年に申告された償却資産の
所有者の方には、昨年末に申告
書等を送付していますので、平成
29年1月31日（火）までに税務課
へ申告してください。

なお、申告書がお手元に届い
ていない場合や、新しく事業を始
められた方で申告書がない場合
などは、下記までご連絡ください。
問□税務課 固定資産税担当
☎︎ 0748-52-6572

日野町内で事業を
営んでおられる方へ

償却資産（固定資産税）の
申告はお済みですか？

　特定の産業に雇用される労
働者に適用される特定（産業別）
最低賃金が改定されました。該
当産業については滋賀労働局
ホームページ（http://shiga-
roudoukyoku.jsite.mhlw.
go.jp/）でご確認いただくか、下
記までお問い合わせください。
問□滋賀労働局労働基準部
賃金室 ☎︎077-522-6654
東近江労働基準監督署
☎︎0748-22-0613

特定（産業別）最低賃金が
改定されました

布引斎苑休苑日

2月1日（水）

働く場、地域活動など、さまざ
まな場への女性の参画をはじめ、
女性が多様な生き方や働き方
を選択し、持てる力を存分に発
揮できる社会の実現に向けた
社会的気運の醸成を図るため
のフォーラムを開催します。
第1部:基調講演／第2部:パネル
ディスカッション ●とき / 2月4日

（土）午前10：00～正午 ●ところ 
/ 県立男女共同参画センター 
●対象 / 女性活躍に関心のある
方、女性活躍を応援する方・地域
活動・創業等に関わる方・企業・団
体等経営者、リーダー層等 ●定員 
/ 300名（先着順） ●参加費 / 無料
申□問□滋賀県庁・女性活躍推進課　
☎︎ 077-528-3770
FAX 077-528-4807
E-Mail fg00@pref.shiga.lg.jp

しがの女性活躍応援
フォーラム

お 知 ら せお 知 ら せ

2017年2月 し尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです　

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

 新春の恒例行事「消防協会日
野支部出初式」。当日は消防団
員および消防団の全車両が参
加して祝賀パレードや祝賀放水
が披露されます。
●とき / 1月8日（日）午後1:30～
●ところ / 日野公民館
問□総務課 総務担当
☎︎0748-52-6500

平成29年消防協会
日野支部 消防出初式

日野町婚活プロジェクト・クラ
ブキュピドン主催「福を呼び込
む婚活パーティー」を開催します。
節分にちなんで縁起物の恵方巻
き、恵方ロール（ロールケーキ）を
作り、交流します。本年度最後の
婚活パーティーに、ぜひご参加を！
●とき / 2月4日（土）受付10時か
ら ●ところ / 日野公民館 ●募集人
数 / 20～49歳の独身男女各15
名 ●参加費 / 1000円 ●申込締切 / 

1月26日（木）17時まで 締め切り
日以降のキャンセルは100％の
キャンセル料をいただきます。

詳しくは町のホー
ムページをご覧い
ただくか下記までお
問い合わせください。
申□ 問□企画振興課企画人権担当
☎︎0748-52-6552

福を呼び込もう！
クッキング婚活開催

とき…毎週木曜日
午前9時から正午

（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

よ ろ ず 相 談

とき…毎月第3木曜日
午前9時から正午

（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

行 政 相 談

相 談 室
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