
※有効期限の確認は…有効期
限は、電気計器前面の丸型で白
色の検定ラベルまたは適合ラベ
ルで確認できます。
※子メーターの検定有効期間確
認のための立入検査は行政機関

（各地方自治体の計量検定所、
計量検査所）自身によって行わ
れます。その他の機関が立入検
査を行うことはありません。
問  関西地区証明用電気計器対
策委員会事務局（日本電気計器
検定所関西支社内）
☎06-6451-2355

湖国寮は、東京や東京郊外の
大学・専門学校等に進学するた
めの学生寮です。

入寮希望者はお問い合わせく
ださい。
●所在地 / 東京都武蔵野市西久
保2丁目15番30号 ●対象 / 18
歳以上の男女学生 ●寮費 / 月額
35,000円（２人部屋の場合）＋
給食費（朝・夕食）25,000円
問 公益財団法人 湖国協会
☎0422-55-1135
東京事務所 ☎03-3661-5058

平成30年度
湖国寮入寮生募集

町長懇談室
事前に①希望日、②懇談内容、

③連絡先を担当までお知らせください。
ご連絡いただいたときに

日程調整いたします。

企画振興課 秘書広報担当
☎ 0748-52-6550

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

12月23日（祝） 堀歯科医院 日野町松尾2丁目25 ☎0748-53-3520
12月29日（金） 織田歯科医院 東近江市山上町3696 ☎0748-27-0029
12月30日（土） 井田歯科診療所 東近江市八日市金屋1丁目3-11 ☎0748-23-4588
12月31日（日） 門坂歯科医院 日野町大窪203 ☎0748-53-0118

1月1日（祝） 村上歯科クリニック 東近江市八日市東浜町2-22 ☎0748-43-2330
1月2日（火） 高田歯科医院 近江八幡市江頭町421 ☎0748-32-8846
1月3日（水） 藤居歯科医院 東近江市林町9-2 ☎0748-42-0240
1月8日（祝） 松吉緑町歯科 東近江市八日市緑町1-3 ☎0748-23-5374

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

休日診療の歯医者さん1月12月

布引斎苑休苑日 1月1日（祝）

2018年1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

し尿収集の予約は5日前までにクリーンぬのび
き広域事業協同組合（☎0748-23-0107）へ
申し込んでください。

診療日 受付時間
12月29日（金）～30日（土） 午前9:30～午後7:40

12月31日（日） 午前9:30～午後5:40
１月１日（月・祝） 午後0:30～午後7:40

１月２日（火）～３日（水） 午前9:30～午後7:40

年末年始の休日急患診療所の受付時間
年末年始、急に具合が悪くなった時に受診できる休日急患診療

所の受付時間をお知らせします。

近江八幡休日急患診療所 
近江八幡出町381 ☎0748-33-9311
東近江休日急患診療所 
東近江市中小路町483番4 ☎0748-23-5020

問い
合わせ

先 

＊診療科目は内科・小児科・外科です。

16広報ひの ● 2017.12　vol.689



平成30年度に日野町が発注
する建設工事、測量・建設コンサ
ルタントおよび物品等に係る入
札参加資格申請書の受付を、平
成30年1月に予定しています。

申請要項および申請様式につ
いて、12月中旬に日野町ホーム
ページに掲載する予定をしてお
りますので、入札参加資格申請
を希望されるところは要項に従
い書類を作成のうえ申請をして
ください。

なお、受付期間を過ぎると受付
できませんのでご注意ください。
問 総務課 財政担当
☎0748-52-6500

入札参加資格
申請受付のお知らせ

電気の子メーター（証明用電
気計器）とは、貸しビルやアパー
トなどで、一括して電力会社に
支払った電気料金を各テナント
などの電気使用量に応じて配分
するために用いられる電気計器
のことです。

子メーターは計量法で有効期
間が定められています。有効期
限を過ぎた子メーターは取り換
える必要がありますので最寄り
の電気工事店や修理業者にご相
談ください。

電気の子メーターを
ご使用の方へ

有効期限を確認しましょう

児休業等を取得しやすい職場環
境づくりを進めましょう。
●主な改正内容 / 1歳６か月以後も、
保育園等には入れない等の場合
には、申し出により育児休業期間
を最長２歳まで再延長できます。
※育児休業給付金の給付期間も
２歳までとなります。

その他、詳しくはお問い合わ
せください。
問 滋賀労働局雇用環境・均等室
☎077-523-1190

平成29年10月1日から改正
育児・介護休業法がスタートしま
した。

子育てをしながら働き続けら
れるよう、仕事と家庭の両立を
図ることは大変重要です。育児
をしながら働くすべての人が育

育児･介護休業法が
改正されました

●願書受付期間 / 平成30年1月9
日（火）から26日（金）必着※郵
送のみ ●入学試験日 / 平成30年
2月4日（日） ●その他 / 出願書類
が必要な方は問い合わせ先まで
請求してください。
資 問 公益社団法人 大津市医師会
大津市医師会立看護専修学校
☎077-526-2059

平成30年度の生徒を募集し
ます。
●募集人員 / 30名 ●受験資格 / 中
学校卒業以上または平成30年3
月中学校卒業見込みの者・心身
ともに健康である者 ●試験科目 / 

学科試験（国語・小論文）、面接

大津市医師会立
看護専修学校 生徒募集

キャッフィーが
滋賀県内の合同
企業説明会の開
催 案 内 や 、職 業
訓練、各種認証企業情報等、就
職に役立つ情報をつぶやきま
す。皆さんのフォローをお待ちし
ています。（アカウント @shiga_
hataraku）
問 滋賀県商工観光労働部
労働雇用政策課
☎077-528-3759

滋賀県労働雇用政策課
公式Twitter

「働くなら滋賀」のご案内

無期転換ルールとは、有期労
働契約が更新されて通算５年を
超えたとき、労働者の申込みに
より、期間の定めのない労働契
約（無期労働契約）に転換できる
ルールです。

なお、通算５年のカウントは平
成25年４月１日以降に開始した
有期労働契約が対象であるため、
平成30年４月以降、多くの有期
雇用労働者の方に、無期契約へ
の転換を申し込む権利（無期転
換申込権）が発生します。

無期転換ルールについての詳
細は、「有期契約労働者の無期
転換ポータルサイト」（「無期転
換サイト」で検索）で確認または
お問い合わせください。
問 滋賀労働局雇用環境・均等室
☎077-523-1190

はじまります、
「無期転換ルール」 「中退共」の退職金制度なら、　

①国の掛金助成を受けられます。
②掛金は全額非課税。
③社外積立だから、管理がカン
タン！

パートさんのための特例掛金
月額もご用意しています（中退
共は中小企業で働く従業員のた
めの国の退職金制度です）。

詳しくはホームページをご覧
ください。
問  (独)勤労者退職金共済機構　
中小企業退職金共済事業本部
☎03-6907-1234
FAX 03-5955-8211

事業主の方へ
退職金のことちょっと
考えてみませんか？

お 知 ら せお 知 ら せ
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