
労働保険の年度更新手続き
をお願いします。

　労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新手続きは、平成26年
度の確定保険料と平成27年度
の概算保険料・一般拠出金を申
告・納付していただく大変重要な
手続きです。
　最寄の金融機関、労働基準監督
署等において、早めに手続きをお
願いします。▶手続き期間…6月
1日（月）から7月10日（金）
◆問い合わせ先　
　滋賀労働局　労働保険徴収室
　☎077-522-6520

第11回 東近江地域
よかよかまつりを開催

　障がいのある方の余暇支援とし
て、文化活動の発表の場、地域の
皆さんとの交流の場である「東近
江地域よかよかまつり」が今年も
開催されます。
 バンド演奏やダンスなどのステ
ージ発表や模擬店など楽しい企画
がいっぱいです。
 また、「がもにゃん」をはじめ、

東近江地域のゆるキャラも登場す
る予定です。▶とき…6月13日

（土）午前10時から午後3時▶と
ころ…あかね文化ホール（東近江
市蒲生支所の隣）▶内容…ステー
ジ発表・模擬店・パネル展示等
◆問い合わせ先
　東近江地域障害者生活支援セン

ターれいんぼう
　☎�8804

1 日（水）・15 日（水）
来庁時間はあらかじめご連絡ください。
企画振興課  秘書広報担当  � 6550

7 月の町長懇談日

相 室談
●よろず相談
　とき…毎週木曜日
　　　　午前9：00～正午
　　　　（受付：午前11：30まで）
　ところ…勤労福祉会館1階相談室
●行政相談
　とき…毎月第3木曜日
　　　　午前9：00～正午
　　　　（受付：午前11：30まで）
　ところ…勤労福祉会館1階相談室
■布引斎苑休苑日　6 月 3 日（水）

7 月 の し 尿 収 集

太字 ：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 29 30 31

区　　分
上　　　　　級 初　　　　　級

行　政 保育士・教諭 保健師

採用予定人数 ５名 １名 １名

受験資格
年 齢 等

平成2年4月2日から
平成6年4月1日までに
生まれた方

平成4年4月2日から平成8年4月1日
までに生まれた方で、保育士資格かつ
幼稚園教諭免許を有する方（平成28年
3月31日までに保育士資格かつ幼稚園
教諭免許取得見込のある方を含む。）

昭 和60年4月2日 か ら 平 成6年4月1
日までに生まれた方で、保健師免許を
有する方（平成28年3月31日までに保
健師免許取得見込のある方を含む。）

次のいずれかに該当する方は、受験できません。
・成年被後見人および被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
・日野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
　政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

受付期間
平成27年5月25日（月）

～

平成27年6月12日（金）

平成27年7月21日（火）

～

平成27年8月7日（金）

平成27年7月21日（火）

～

平成27年8月7日（金）

第１次試験
日程・方法

平成27年7月26日（日）
教養試験・専門試験

平成27年9月20日（日）
教養試験のみ

平成27年9月20日（日）
教養試験のみ

最終結果 平成27年9月中旬 平成27年11月上旬 平成27年11月上旬

そ の 他 第１次試験合格者は、第２次試験（作文・面接等）を実施します。
また、保育士・教諭の第１次試験合格者は、第２次試験で実技試験をあわせて実施します。

◆申し込み・お問い合わせ　総務課　総務担当　☎�6500
※ホームページにも掲載しています。　URL　http://www.town.shiga-hino.lg.jp/

来春採用の日野町職員募集

【お詫びと訂正】
広報ひの5月号P13掲載の行政組織一覧表について誤りがありました。
お詫びし訂正いたします。

誤
保育所長・あおぞら園長　秋道潤子
保育所副所長・さくら園長　奥野幸子
保育所副所長・こばと園長　尾崎充子
日野幼稚園長補佐　幸野雅恵

正
保育所あおぞら園長　秋道潤子
保育所さくら園長　奥野幸子
保育所こばと園長　尾崎充子
必佐幼稚園長補佐　幸野雅恵
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さい。＊火曜日は休館日です
　詳しくは下記までお問い合わせ
ください。
◆問い合わせ先
　大谷公園体育館　☎�5379
　建設計画課 都市計画担当
　☎�6567

シニア対象講習会
のお知らせ

　働く意欲のある高年齢者の多く
の方に始業支援講習会を開催しま
す。対象者は滋賀県内在住の55
歳以上の方で、受講料は無料（交
通費・昼食代は自己負担となりま
す）です。
①介護職員初任者研修
・龍谷大学開催▶とき…7月1日
（水）～ 11月13日（金）の間
32日間、午前9：30 ～午後4：30
▶ところ…龍谷大学瀬田キャン
パス▶定員…40名▶申込締切
…6月19日（金）必着▶受講者
選考面接日程…6月23日（火）
午前10：00 ～

・びわこ学院大学開催▶とき…7
月22日（水）～ 11月13日（金）
の間29日間、午前9：00 ～午
後4：00▶ところ…びわこ学院
大学▶定員…40名▶申込締切
…7月10日（金）必着▶受講者
選考面接日程…7月14日（火）
午前10：00 ～

②介護補助スタッフ講習
▶とき…7月23日（木）～ 7月
30日（木）土日除く5日間、午
前9：00 ～午後4：30▶ところ
…びわこ学院大学▶定員…20
名▶申込締切…7月10日（金）
必着▶受講者選考面接日程…7
月14日（火）午前10:00 ～

③接遇講習
▶とき…7月6日（月）～ 7月10
日（木）土日除く5日間、午後1：
30 ～午後4：30▶ところ…ライ
ズヴィル都賀山▶定員…20名
▶申込締切…7月10日（金）必
着▶受講者選考面接日程…7月
14日（火）午前10：00 ～

④公的事務補助技能講習
▶ と き …9月7日（ 月 ）～ 9月
18日（金）土日除く10日間、午
後1：00 ～午後5：00▶ところ
…連合会事務所会議室▶定員
…20名▶申込締切…8月27日

（木）必着▶受講者選考面接日程
…8月31日（月）午前10:00 ～

　申込は講習会案内チラシ（ハロ
ーワーク、シルバー人材センター
または連合会ホームページよりダ
ウンロードして下さい）に必要事
項を記入しFAXまたは郵送にて
お申込下さい。
◆問い合わせ先
　公益社団法人 滋賀県シルバー
　人材センター連合会
　☎077-525-4128
　FAX  077-527-9490

大谷公園プール監視員
アルバイト募集

▶募集人員…10名▶募集資格…
●18歳以上で泳げる人（ただし、
高校生は除きます）●15日以上
勤務が可能なこと▶雇用期間…7
月18日（土）から8月31日（月）
まで▶賃金…時給800円（日額
6,000円）▶応募方法…申込書に
必要事項を記入のうえ、6月1日

（月）から6月30日（火）までの
間に、大谷体育館へ提出してくだ

お知らせ

第35回 日野町消防団
ポンプ操法訓練大会
7月12日（日） 午前7：00～
予備日：7月19日（日）
桜谷小学校グラウンドにて
ぜひご見学ください

◆問い合わせ先
　総務課  総務担当  ☎526500

町営住宅の入居者を募集します
●募集団地　１．日野町大字内池150番地
　　　　　　　　内池団地　3DK　1戸
　　　　　　　　平成14年度築（木造2階建て）
●入居資格　現在持家がなく住宅に困窮し、次のすべてに該当する人
　①日野町内に住所または勤務地があること（概ね３ヶ月以上）
　②税･公共料金等に滞納がないこと　※町県民税・国民健康保険税・水道料金・保育料等
　③現在同居親族がある、または同居しようとする親族（婚約者を含む）があること
　　※特定の要件を満たす場合は単身であっても認められる場合があります
　④暴力団員でないこと
　⑤１か月あたりの収入が定められた基準以下であること
　⑥現に住宅に困窮されていること
●月額家賃　入居者の収入および住宅の諸条件により決定されます
●募集期間　平成27年6月8日（月）～ 6月17日（水）

◆問い合わせ先　建設計画課　都市計画担当　☎526567

　２．日野町大字内池152番地
　　　内池団地　3DK　1戸
　　　昭和63年度築（PC造３階建て）

広報ひの　2015.6.121


