
③育児休業および部分休業の取得状況（令和元年度） （単位：人）

区　分
育児休業取得状況 令和元年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員の育児休業取得状況

育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業対象者数 うち育児休業取得者数 うち部分休業取得者数
男　性 0 0 2 0 0
女　性 14 4 4 4 0
合　計 14 4 6 4 0

①一般職員の勤務時間の状況

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

勤務時間 休憩時間
開始時刻 終了時刻 時間 開始時刻 終了時刻

38時間45分 7時間45分 8：30 17：15 60分 12：00 13：00
職員は、交替で休憩を取っていますので、各種証明書の申請受付等は休憩時間中にも対応させてい
ただいております。

②一般職員の年次有給休暇の取得状況
 （平成31 ～令和元年分）

平均取得日数 消化率
8.8 22.7%

（注）1　平成31年1月1日から令和元年12月31日
までの全期間を在職した一般職員の状況です。

●公平委員会の報告
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
（2）不利益処分に関する不服申し立ての状況
（3）その他
いずれも令和元年度において、要求はありませんでした。

※公平委員会とは…
　職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
町の当局により適切な措置がとられるべきことを要
求することができる機関です。
　また、懲戒その他のその意に反する不利益な処分
を受けた場合、公平委員会に不服申し立てができる
ことになっています。

◆問い合わせ先　総務課　総務担当　☎0748-52-6500

（４）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

退職者数 11人
　うち課長職以上 3人
　　うち再就職者 2人
　　　　再就職先の内訳
　　　　　　官公署等 �0人
　　　　　　民間企業・各種団体等 �2人

　地方公務員法第38条の2に基づき、職員の適正な退職管理に努めて
います。
　令和元年度中の退職者の状況は右のとおりです。
※退職時に課長職以上の職員については、再就職状況を報告することとしております。

（５）退職管理の状況

①研修の状況 （単位：人）

一般（階層別）研修 33 新規採用職員、採用２年目職員
集 合 研 修 646 人事評価、コンプライアンス、メンタルヘルス等
専 門 研 修 132 セキュリティ対策
派遣研修（一般研修） 141 滋賀県市町村職員研修センター
　  〃  　（特別研修） 73 全国市町村国際文化研修所、滋賀県市町村職員研修センター
　  〃  　（専門研修） 12 滋賀県市町村職員研修センター、滋賀県建設技術センター等

合　　　計 1,037 ※延べ人数

（６）職員研修の状況

名　称 （一財）滋賀県市町村
職員互助会

（一財）滋賀県
教職員互助会

日野町
職員互助会

会員数（人） 216 7 223

個人掛金（円） 2,876,610 275,321 1,766,008

公費負担金(円） 2,438,829 0 1,694,514

一人当たり
負担金（円） 11,291 0 7,599

①職員の福利厚生事業の実施状況
　福利厚生事業については、地方公務員法第42
条の規定に基づき、職員の保健や元気回復、その
他厚生事業を実施しています。
　事業は、（一財）滋賀県市町村職員互助会、（一
財）滋賀県教職員互助会、日野町職員互助会にお
いて、弔慰金・祝金の給付事業、貸付・保険事業、
スポーツ・文化振興事業などを行っています。

（７）職員の福祉および利益保護の状況（令和元年度）
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お知らせ
2020年10月

（特）ひの学童保育
2021年度入所募集

　2021年4月からひの学童保
育の利用を希望される方の説明
会を行います。説明会に参加し
ていただき期限内に書類を提出
された方には入所料の割引もあ
りますので、入所を検討されて
いる場合はぜひご参加ください。
（※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、延期する場合も
あります）

【必佐小学校区の方】
● とき／ 11月10日（火）午後
7：00開始（受付6：30から）

●ところ／必佐公民館
【日野小学校区の方】
● とき／ 11月11日（水）午後
7：00開始（受付6：30から）

●ところ／必佐公民館
【南比都佐・桜谷・西大路小学
校区の方】
● とき／ 11月12日（木）午後
7：00開始（受付6：30から）

●ところ／必佐公民館
◆問い合わせ先
　（特）ひの学童保育事務局
　☎0748-53-1965

滋賀県消費生活フェスタ
２０２０

　悪質商法の手口から被害を未
然に防ぐことを目的に、消費者

トラブルに関するパネル展示を
行います。●とき／ 10月14日
（水）～10月28日（水）●ところ
／日野町立図書館
　ご来場の際には新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、手
洗いをすませ、マスクを着用して
いただきますようお願いします。
◆問い合わせ先
　住民課生活環境交通担当
　消費生活相談窓口担当
　☎0748-52-2500
●主催／滋賀県消費生活センター、
県民活動生活課�消費生活�安全
なまちづくり係

法務局で自筆証書遺言書の
保管ができます

　7月10日（金）から法務局で
自筆証書遺言書保管制度が始ま
りました。遺言書の紛失や改ざ
んを防止することができ、家庭
裁判所の検認も不要になります。
詳しくは下記までお問い合わせ
ください。
◆問い合わせ先
　大津地方法務局彦根支局
　☎0749-22-0291

新型コロナウイルス関連の情報は
町のホームページをご覧ください

　新型コロナウイルス感染症対
策に伴い、催しが急に中止にな
ることがあります。開催される
かどうかは事前に担当課または
主催者へご確認ください。最新

情報は、町のホームページで随
時発信してい
ますので、ご
確認をお願い
します。

休日診療の歯医者さん 11月
11月3日（祝） にしざわ歯科医院 東近江市春日町2-26 ☎0748-25-2438
11月23日（祝） フジ歯科クリニック 近江八幡市白鳥町8 ☎0748-33-2824

◆問い合わせ先　一般社団法人湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

　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）へお申し込み
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

11月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

布引斎苑休苑日  11月4日（水）

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

【よろず相談】
とき：毎週木曜日（第3木曜日
を除く）午前9：00～正午（受
付�午前11：30まで）。第2・4
木曜日は、人権特設相談も兼ね
ています。
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

相 談 室
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