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自衛官募集案内（特別職国家公務員）
コース 応募資格 受付期間 試験日程 処遇等

自衛官候補生
関係する資格を取得
し技術を磨くコース

18歳以上
27歳未満
の男女

年間を通じて行
なっております

受付時に
お知らせします

特例退職手当
任期満了ごとに特例退職
手当が支給されます
2年：567,529円
3年：934,340円
・初任給（2士任官後）
　月額167,700円～
　  （学歴・経歴により異

なります）
・乗組員手当
　月額55,341円～

・休日等
　週休2日制
　祝休日
　年末年始
　夏季特別休暇
　年次休暇

・宿舎費、食事無料

・賞与：年2回

・昇給：年1回

・福利厚生
　社会保障制度有

防衛大学校学生
（一般）（４年間）
幹部自衛官を養成

18歳以上
21歳未満
の男女

9月5日（日）～
9月28日（金）

（1次）
11月3・4日

（2次）
12月中旬

・学生手当
　月額114,300円
・入学金、授業料なし

防衛医科大学校学生
（医学科）（６年間）

総合臨床医を養成

（1次）
10月27・28日

（2次）
12月中旬

防衛医科大学校学生
（看護科）（４年間）

看護師を養成

（1次）
10月20日

（2次）
12月初旬

◆問い合わせ先　防衛省自衛隊滋賀地方協力本部　近江八幡地域事務所　☎0748−33−2103

住民基本台帳の閲覧状況の公表
　平成 29 年度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を次のとおり公表します。（住民基本台帳法第 11 条第 3
項及び第 11 条の 2 第 12 項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第 3 条の
規定に基づく）

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲
一般社団法人
中央調査社

会長 大室 真生

㈱時事通信社「住民意識調
査」の対象者抽出のため

平成29年
8月10日

大字小井口
平成9年8月末日までに生まれた日本人男女

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長

鈴木 稲博
（共同申出者）

ＮＨＫ放送文化研究所
世論調査部長 吉田 理恵

「11月全国個人視聴率調査」
の対象者抽出のため

平成29年
10月12日

大字野出、大字蓮花寺
平成22年12月末日までに生まれた男女

一般社団法人
輿論科学協会

理事長 大宮 泰三

総務省「通信利用動向調査」
の対象者抽出のため

平成29年
11月28日

大字五月台、松尾第2、曙、内池西
平成9年3月末日までに生まれた男女

一般社団法人
中央調査社

会長 大室 真生

文化庁文化部国語課「平成
29年度 国語に関する世論
調査」の対象者抽出のため

平成30年
1月31日

大字北脇
平成14年2月末日までに生まれた日本人男女

自衛隊
滋賀地方協力本部 自衛官等の募集に伴う広報 平成30年

2月23日

町内全域
平成8年4月2日から平成9年4月1日までの間
平成12年4月2日から平成13年4月1日までの間
に生まれた日本人男子

閲覧が認められるのは次の場合です。
１．国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合。
２．統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いものの実施のために必要である場合。
３．公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合。
４．  営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施の

ために必要である場合。
◆問い合わせ先　住民課　住民担当　☎0748−52−6571
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お 知 ら せ 車場、3合目あざみ小舎等●内容
／イベント運営の補助等●その他
／事業内容等について会議にて説
明を行いますのでご参加ください。
詳細についてはお問い合わせ時に
説明させていただきます。
◆問い合わせ先
　  “ふれあい綿向山Day”実行委員

会事務局（商工観光課内)
　☎0748-52-6562

『日野町エコライフ
推進大会』開催

●とき／ 9月8日（土）午前9：30
～●ところ／日野公民館●演題／

『エコ＆快適な暮らし』●講師／
パナソニック株式会社エコソリュー
ションズ社 坂

さ か

田
た

真
まこと

さん●内容／・
日本のエネルギー事情と温暖化・
家庭の省エネ・これからの快適で
役に立つエコな暮らしについて
◆問い合わせ先
　住民課　生活環境交通担当　
　☎0748-52-6578

遊びにおいでよ！
ちびっこまつり

　今年も町内のちびっこたちの楽
しいおまつりを行います。ボラン
ティアグループによる楽しいコーナ
ーやイベントがたくさんありますの
で、皆さんぜひ遊びにきてください。
●とき／９月３０日（日）午前9：30
～午前11：３０（午前9：15 ～受付）
●ところ／日野公民館●対象／０
～３歳くらいの子どもとそのご家族
●内容／★昔遊びコーナー★おも
ちゃコーナー★絵本のひろば★お
はなし会★手作りコーナー★みん
なのおさがり★フォトスポット★ふ
れあい遊びなど☆手作りのプレゼ
ントもあります●申込締切／９月２０
日（木）
◆申し込み・問い合わせ先
　子ども支援課　子ども支援担当
　☎0748-52-6583
　FAX 0748-52-0089
　電子メール kodomo@town.
　shiga-hino.lg.jp

住まいと空き家の
無料相談会

●とき／平成30年9月22日(土)
午前11：00 ～午後3：00●とこ
ろ／不動産フェアinビバシティ彦
根センターモール●相談会／不動
産無料相談会（弁護士・税理士・
空き家相談員が住まいのお悩みを
解決します！）●イベント／その他、
空き家を考えるセミナー、お笑い
ライブetc.楽しい企画も盛りだく
さん！
◆問い合わせ先
　  （公社）滋賀県宅地建物取引業協会
　☎077-524-5456

平成31年度幼稚園・保育園・
認定こども園の入園申込受付を
10月9日（火）から行います

　平成31年度（4月から翌3月）
に、幼稚園・保育園・認定こども
園への入園を希望される方の申込
受 付を10月9日（火）から10月
26日（金）まで行います。募集要
項、入園申込書は、10月2日（火）
から配布します。入園申込を希望
される方は、子ども支援課または
各幼稚園・保育園・認定こども園
へお越しください。保育時間や定
員などの詳細は、「広報ひの10月
号」でお知らせします。
◆問い合わせ先
　  子ども支援課
　☎0748-52-6583

わかりやすい「創業塾」
開講のお知らせ

　「いつか…」を「今から！」に、
夢のチャレンジ、応援します！特
定創業支援事業者である日野町商
工会では、町内で独立開業・創業
を目指す方を対象に、実践創業塾
を開講します。
●とき／ 10月19日（金）～ 11月
13日（火）までの火・金曜日の全8
回（予定）●ところ／甲賀市商工会
館●開講時間／各回午後7：00 ～
午後9：30●参加対象／創業希望
の方、創業間もない方、その他ど
なたでも●参加費／ 5,000円（商
工会会員は2,000円）●申込締切
／ 10月12日（金）定員30名
◆問い合わせ先
　日野町商工会
　☎0748-52-0515

ふれあい綿向山Day
ボランティアスタッフ募集!

●とき／ 11月10日（土）●ところ
／鈴鹿国定公園・綿向山0合目駐

布引斎苑休苑日 10月3日（水）

　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。

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

10月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

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

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

9月 10月
9/17（祝） にしざわ歯科医院 東近江市春日町2-26 ☎0748-25-2438

9/24（祝） 磯部歯科医院 近江八幡市鷹飼町711-1 ☎0748-37-7272

10/8（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
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