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ときに、弁護士による無料法律相
談や必要に応じて弁護士・司法書
士費用の立替えを行っています。
◆問い合わせ先
　法テラスサポートダイヤル
　☎0570-078374
　法テラス滋賀
　☎0503383-5454

保育人材バンク
「定例出張相談会」

　保育士・看護師・栄養士・調理
師・保健師の資格、免許を持って
いる人に、県内の保育施設の仕事
を紹介し、就労を支援します。
▶とき／ 1月18日（金）、2月15
日（金）、3月15日（金）毎月第3
金曜日、午前10：00 ～正午、午
後1：00 ～ 4：00▶ところ／滋賀
マザーズジョブステーション（県
立男女共同参画センター内）相談
無料・要予約▶予約方法／滋賀マ
ザーズジョブステーションに電話
で予約してください。☎0748-
36-1831
◆問い合わせ先

滋賀県保育士・保育所支援センター
（滋賀県保育協議会内）
☎077-516-9090

平成31年度県政モニター
を募集します

　県政モニターは、県がお届けす
る情報で県政への理解を深めてい
ただきながら、インターネットを
通じてアンケートにお答えいただ
く活動が中心であり、気軽にご参
加いただける内容です。
　日ごろの生活の中で気づいたこ
とや、県政に対する思いをお聴か
せください。
▶募集人数／ 400名（応募者数
が400名を超えた場合、性別・
地域・年齢等のバランスを考慮し
たうえで抽選）▶応募資格／平成
31年4月1日現在で次の全てを
満たす方
・県内在住の満15歳以上の方
・  県政に関心を持ちモニター活動

ができる方
・  インターネットを利用してサイ

トの閲覧、メールの送受信およ 　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

2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

2月1月
1/1（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

1/2（水） 井田歯科診療所 東近江市八日市金屋一丁目3-11 ☎0748-23-4588

1/3（木） 鎌田歯科医院 近江八幡市中小森町303-5 ☎0748-34-8063

1/14（祝） 阿部Ｄ歯科医院 東近江市種町1710-4 ☎0748-36-3022

2/11（祝） 藤関歯科医院 近江八幡市安土町上豊浦1213-1 ☎0748-46-4567

◆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

◎滋賀県最低賃金　時間額839円（引上げ額26円）
　　　　　　　　　（平成30年10月1日発効）
◎特定（産業別）最低賃金（平成30年12月29日発効）

時間額 引上げ額
窯業・土石製品製造業 905 円 17 円
一般機械器具製造業 910 円 19 円
精密・電気機械器具製造業 894 円 19 円
自動車・同付属品製造業 914 円 18 円
各種商品小売業 840 円 22 円
◆問い合わせ先　滋賀労働局賃金室　　　☎ 077-522-6654
　　　　　　　　東近江労働基準監督署　☎ 0748-22-0394

チェックしなくちゃ。最低賃金

びアンケートへの回答ができる
方（タブレット、スマートフォ
ンはご利用いただけます。携
帯電話端末（フィーチャーフォ
ン）はご利用いただけません）
※国または地方公共団体の議員
や常勤の公務員の方は応募いた
だけません
▶応募締切／ 2月8日（金）午後
5：00▶応募方法／滋賀県ホーム
ページ「しがネット受付サービス」
よりお申し込みください
◆問い合わせ先
　滋賀県庁広報課　県民の声係
　☎077-528-3046
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無料相談会』を開催します。▶
とき／ 2月16日（土）相談会　
午後1：00 ～ 4：30（4：00に受付
終了）▶ところ／東近江八日市浜
野町3番1号　ショッピングプラ
ザ・アピア八日市4階
◆問い合わせ先
　滋賀県司法書士会
　☎077-525-1093
　平日 午前9:00 ～正午
　　　 午後1:00 ～ 5:00
　相談会に参加できない方は県内
の各司法書士事務所では2月28
日（木）までの期間、相続に関する
相談を無料で受け付けています。

市民公開健康講座「健口
いきいきフォーラム2019」

▶とき／ 1月20日（日）午後1：00
～（受付開始12：30～）▶ところ
／近江八幡市文化会館 小ホール

（近江八幡市出町366番地 TEL：
0748-33-8111） ▶テーマ／「食
と笑いはお口から」▶特別講演／
大分県佐伯市職員 柴

し ば

田
た

真
し ん

佑
す け

先生
「食と笑いですこやかに～実践！
あいうべ体操～」▶創作落語／八
幡蒲生薬剤師会 磯

い そ

矢
や

毅
たけし

先生　◎
入場無料、来場者にはプレゼント
進呈　◎「歯と口の健康週間」 図
画・ポスター・標語コンクール表
彰式も同時開催
◆問い合わせ先
　一般社団法人湖東歯科医師会　

　☎0748-20-2801

用途地域変更及び地区
計画決定の縦覧について

　次のとおり都市計画の変更案に
ついての縦覧をおこないます。こ
の案について、平成31年2月5
日までに日野町長に意見を提出す
ることができます。
1、  縦覧期間：平成31年1月22日
（火）から 2月5日（火）まで

2、縦覧場所：建設計画課
3、  都市計画の種類：近江八幡八日

市都市計画用途地域変更及び
地区計画の決定について

◆問い合わせ先
　建設計画課　都市計画担当
　☎0748-52-6567

こんなとき、
まずは「法テラス」へ

　京阪浜大津駅前にある日本司法
支援センター（愛称：法テラス）
は、国により設立された公的な法
人です。金銭問題、離婚、相続、
労働問題など法的トラブルでお困
りの方、どこに相談したらいいか
分からない…。そんな時、一人で
悩まずどうぞお気軽にご利用くだ
さい。解決に役立つ法制度の紹介
や相談窓口の情報を無料でご案内
しています。また、経済的に余裕
のない方が法的トラブルにあった

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？

　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
31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、1月31
日（木）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。
◆問い合わせ先
　税務課　固定資産税担当
　☎0748-52-6572

県下一斉・司法書士による
相続に関する無料相談会

　滋賀県司法書士会では、県下7
ケ所で『県下一斉・相続に関する
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お 知 ら せ

有効期限を確認しましょう！
電気の子メーターをご使用の皆さまへ

　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。

※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。

◆問い合わせ先  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

　詳しくは近畿経済産業局HPをご覧ください。
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