
10月の町長懇談日
12日（水） ・ 26日（水）

※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

9月19日（祝） あかい歯科医院 近江八幡市池田本町1108-1 ☎0748-32-2223

9月22日（祝） 鎌田歯科医院 近江八幡市中小森303-5 ☎0748-34-8063

10月10日（祝） おがわ東歯科 東近江市佐野町403-7 ☎0748-42-8191

布引斎苑休苑日 10月5日（水）

休日診療の歯医者さん9月 10月

平成28年度自衛官等募集のご案内
募集種目 防衛大学校

（一般採用）
防衛医科大学校
（医学科学生）

防衛医科大学校
（看護学科学生）

応募資格 高卒（見込含）～21歳未満の人

受付期間 9月5日（月）～9月30日（金）

試験期日
1次試験

11月5日(土）6日(日)
2次試験 12月上旬

1次試験
10月29日（土）30日（日）

2次試験 12月中旬

1次試験
10月15日（土）

2次試験 11月下旬

待遇等

幹部自衛官を養成
（4年間）

身分:特別職国家公務員
手当：111,800円

総合臨床医を養成
（6年間）

身分:特別職国家公務員
手当：111,800円

看護師を養成
（4年間）

身分:特別職国家公務員
手当：111,800円

詳細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 ◆ 自衛隊近江八幡地域事務所 ☎0748-33-2103

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

2016年10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 29
30 31

「滋賀県自転車条例」が施行され
ました…平成28年10月1日より、
自転車に対する「損害賠償責任保
険等」の加入が義務となります。

法定検査手数料
10人槽以下…5,000円

11人槽以下…6,000円～
法定検査に関する

問い合わせと申し込み先
（公社）滋賀県生活環境事業協会

（滋賀県知事指定検査機関）
☎ 077-554-9271

問い合わせ先 ◆ 上下水道課 下水道担当
☎ 0748-52-6579

10月1日は「浄化槽の日」です。浄化槽
は保守点検・清掃という維持管理が適切
に行われることで、私達が日々の生活に
よって汚した水をきれいにしてくれます。

浄化槽の使用者（一般家庭や事業所等）
は、年に1回「法定検査」を受検することが
浄化槽法により義務付けられています。
「法定検査」は、浄化槽の維持管理が適

切に実施されているかを確認するための
もので、自動車で言えば車検のようなも
のです。必ず受検しましょう。

なお、検査は県知事指定の検査機関で
受検することになっています。

平成26年4月に実施された消費税率引上げに伴う経済
的負担の影響を緩和するため、下記の対象者に「平成２８年
度 臨時福祉給付金」および「年金生活者等支援臨時福祉給
付金（障害・遺族年金受給者向け）」が支給されます。

現在、１０月中に給付対象者となる可能性のある方に対し
て申請書をお送りする予定で準備を進めています。

浄 化 槽 を お 使 い の 皆 さ ん へ
『法定検査』を受けましょう

「２つの給付金」について

平成２８年度
臨時福祉給付金

  給付対象者　平成28年1
月1日に日野町の住民基
本台帳に登録され、平成
28年度分町県民税（均等
割）が課税されない方。た
だし、平成28年度市町村
民税が課税される人に扶
養されている場合や、生活
保護制度の被保護者は給
付の対象外となります。
  支給額　給付対象者1人
につき3,000円

年金生活者等支援
臨時福祉給付金

（障害・遺族年金受給者向け）

  給付対象者　平成２８年度 
臨時福祉給付金の対象者
のうち、障害基礎年金や遺
族基礎年金を受給されてい
る方。ただし、既に「年金生
活者等支援臨時福祉給付金

（高齢者向け）」の支給を受
けられた方は除きます。
  支給額　給付対象者1人に
つき30,000円

問い合わせ先 ◆ 厚生労働省給付金専用ダイヤル
☎０５７０-０３７-１９２（平日午前9：00から午後6：00まで、

ただし8月～12月は休日も開設）
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相 談 室

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

東近江地域の観光施設等の
８４か所にスタンプを設置！！

パンフレットのスタンプ欄に
近江八幡市、東近江市、竜王町、
日野町のそれぞれの市町のス
タンプを計４か所押印し、応募
すると、抽選で素敵な賞品が当
たります。抽選は２回行います。

地域にお住まいの皆さん、ス
タンプラリーに参加し、素敵な
商品をゲットしましょう！
●開催期間 / 平成２９年１月１５日

（日）まで 
問□東近江観光振興協議会（東近
江行政組合内）
☎︎ 0748-22-7621

「ぐるっと滋賀東おうみ
スタンプラリー」開催中！！

第6回議会報告会を次の日程
で行います。議会や町政に対す
る町民の皆さまのご意見を議
員にお聞かせください。
●10月13日（木）午後7：30～

必佐公民館
●10月14日（金）午後7：30～

西大路公民館
問□日野町議会事務局
☎︎0748-52-6551

議会報告会のお知らせ

次の通貨･証券等にお心当た
りの方は税関にお問い合わせく
ださい。
１．終戦後、外地から引き揚げて
こられた方々が、上陸地の税関
または海運局に預けられたもの。
２．外地の総領事館や日本自治
会等に預けられたもので、その
後日本に返還されたもの。
問□大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所
☎︎ 077-564-3410

税関ではお預かり
している通貨・証券等を

お返ししています

近江鉄道の魅力と沿線地域
の魅力を感じながら、滋賀県産
食材を使用したプレミアム御膳
を車内で味わえる、おいしが・う
れしが電車を運行します。
●運行日 / 10月22日（土）、23日

（日） 12：09米原発 ●乗車料金 
/ 3,900円（近江鉄道1日乗車
券+お弁当） ●予約先 / 近江鉄道
鉄道部 ☎0749-22-3303 ※
先着順 ●予約開始日時 / 9月5日

（月） 10：00から
問□企画振興課企画人権担当
☎︎0748-52-6552

近江鉄道120周年記念
おいしが・うれしが電車

B＆G財団では、｢B＆G　PR
大賞｣として海洋センターやク
ラブをPRする｢映像｣や｢ポス
ター｣を募集します。

日野町B＆G海洋センター
（プール）のPR映像や

ポスター作品を募集

法務局職員、公証人、司法書
士、土地家屋調査士、人権擁護
委員があなたの相談にお応えし
ます。
●とき / 10月2日（日）午前10：
00から午後4：00まで ●ところ 
/ イオンモール草津 2階イオン
ホール ●内容 / 相続・贈与等の
登記、土地の境界、会社法人の
設立・変更登記、人権に関する
こと、遺言・公正証書等 ●相談
料 / 無料 ●その他 / 予約優先と
なります（予約受付けは9月30日

（金）午後5：00まで）
問□大津地方法務局総務課
☎︎ 077-522-4772

全国一斉！ 
法務局休日相談所

お 知 ら せ
日野町B＆G海洋センター事

務局（生涯学習課内）では次の
とおり受け付けしています。グ
ル ープ 応 募もできますので、
奮ってご応募ください。
●作品部門 / ｢海洋センター・クラ
ブ自慢｣をテーマにした作品。
①PR映像／海洋センターやク
ラブの“いいところ”や“自慢”
などを90秒以内にまとめた映
像作品。※映像は、CDまたは
DVDに記録して提出してくだ
さい。②キャッチコピー入りポス
ター／センター・クラブをPRす
るポスター。キャッチコピーは
必須。用紙はB3もしくはA4、画
材・色数は自由。パソコンで制作
した作品も可。 ●募集期間 / 10
月21日（金）まで（審査結果は1
月中旬に発表されます） ●申込
み方法 / 応募用紙に必要事項を
記載し、生涯学習課まで提出し
てください。
問□教育委員会事務局生涯学習課
☎︎ 0748-52-6566

お 知 ら せ
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