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滋賀県知事選挙
参議院議員通常選挙

　投票日　7月10日（日）
　任期満了に伴う滋賀県知事選挙お
よび参議院議員通常選挙が７月10
日に執行されます。大切な選挙です。
あなたの貴重な一票を無駄にするこ
となく、忘れず投票しましょう。

問
日野町選挙管理委員会
（役場総務課内）
☎0748-52-6500

子育て女性の
活躍応援プロジェクト

　就職を考えているお母さんに向
けて、就労相談会・就労セミナー
を開催します。【要申込】
◎就労相談会
と き／８月３日（水）9:30～12:00
定 員／５名
◎ 就労セミナー「ハッピープランニ
ング～パート？在宅ワーク？ス
モールビジネス？自分にあった
働き方を見つけよう～」
と き／８月31日（水）10:00～11:30
定 員／30名 託児有り

と ころ：【セミナー】日野町勤労福祉
会館ホール 【相談会・託児】つど
いのひろば「ぽけっと」

問
商工観光課 商工観光担当
☎0748-52-6562

入っていますか？
自転車保険

　滋賀県では、平成28年２月26日に
「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」が施行され、平成28
年10月１日より自転車利用者の損害賠
償保険への加入が義務化されました。
　自転車での加害事故で１億円近
くの賠償があった事例もあります。
自転車を利用される方は必ず保険
に加入しましょう。

問
公益財団法人
滋賀県交通安全協会
☎077-585-2750

集まれ！未来で輝く
クリエイター＋系女子in滋賀
参加型謎解きイベント
「迷宮大学と消えた
ひこにゃん３」開催

と き／８月19日（金）①９:00～
12:30、②13:00～16:30（①と②
は同一の内容になります）
ところ／滋賀県立大学
内 容／キャンパス内に散りばめら
れた数々の謎を解き明かし、ゴー
ルをめざします。当日はひこにゃ
んも登場予定です。また、参加者
同士の交流もあります。
対 象／県内の女子中高生、保護者、教員
費 用／無料
持 ち物／なし
定 員／各60名（先着順）
申 し込み締め切り／８月16日（火）　
申 し込み方法／ホームページの申込
フォームからお申し込みください。
　https://rikejo.usp.ac.jp/

問
滋賀県立大学
☎0749-28-8351

８月のし尿収集カレンダー
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。

「し尿くみ取り」はお早めに…
　８月のし尿収集は、盆休み前に依
頼が集中するため、８月４日（木）ま
でに「クリーンぬのびき広域事業協
同組合」まで余裕をもってお申し込
みください。
・ 15日(月)、16日(火)は盆休みとなります。
・ 土・日・祝日は、し尿くみ取りはできません。
・ 日ごろから便槽の量をご確認ください。
・ くみ取り業者は、地域により異なります。

し尿収集はお休みです

◎「期日前投票」のお知らせ
　投票日に仕事や旅行、レジャー、
冠婚葬祭等の用務があって、投票
所に行って投票できない見込みの
人は、「期日前投票」をすることが
できます。期日前投票の期間と場
所は次のとおりです。
期 間／７月９日(土)までの毎日
（土、日も投票できます）
　 ８：30～20：00
場 所／日野町防災センター１階 
研修室（役場隣り）

明るい選挙の
キャラクター
「めいすいくん」

令和４年度防衛省自官等採用試験のご案内

コース 自衛官候補生（陸海空） 一般曹候補生（陸海空） 航空学生 防衛大学校（一般）
応募資格 18歳以上33歳未満の男女 18歳以上33歳未満の方

（32歳の方は、採用予
定月の末日現在、33歳
に達していない方）

【海上】18歳以上23歳
未満の方（高卒者（見
込含）または高専３年
次修了者（見込含）
【航空】18歳以上21歳
未満の方（高卒者（見
込含）または 高専３年
次修了者（見込含）

18歳以上21歳未
満の方で高卒者
（見込含）または
高専３年次修了
者（見込含）

受付期間 第4回：７月20日～８月22日
第5回：９月13日～10月14日
第6回：10月24日～11月18日

第2回：
７月１日～９月５日

７月１日～９月８日 ７月１日
～10月26日

試験期日 受付時にお知らせします 9月17日、18日
※いずれか1日

9月19日 11月5日、6日

処遇等 所要の教育を経て３か月後に２
等陸・海空士に任用され、陸上
は１年９か月、海空は２年９か
月を１任期として任用

入隊後２年９か月経過
後選考により３等陸・
海・空曹

入隊後６年で３等海・
空尉

修学年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空
尉

※他にも受験できる種目がありますので、お気軽にお問い合わせください。

問
自衛隊滋賀地方協力本部
近江八幡地域事務所
☎0748-33-2103

休日診療の歯医者さん　（８月）

8 月 13日（土） いだはいしゃ 東近江市八日市浜野町 503・505-1 ☎  0748-22-3636
8 月 14日（日） 川南歯科医院 東近江市川南町 1090 ☎ 0748-42-0419
8 月 15日（月） 金谷歯科医院 蒲生郡竜王町山之上 4599 ☎ 0748-57-8287

自衛隊
ホームページ

布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日８８８月月月３３３日日日水水水

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（祝日、第3木曜

日を除く）　9：00～12：00
　　　（受付：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（祝日を除く）

9：00～12：00
　　　（受付：11：30まで）
ところ／勤労福祉会館１階相談室

日野町社会福祉協議会
☎0748-52-1920

相談室

日野町職員募集情報（令和５年４月１日採用）

区　分 初　級
行　政

採用予定人数 １名

受験資格
年齢等

平成13年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた方
次のいずれかに該当する方は、受験できません。
　・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
　・日野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
　・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊す
ることを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方

受付期間 ７月19日（火）～８月17日（水）
第１次試験
日程・方法 ９月18日（日）　教養試験、職場適応性検査

試験会場 彦根勤労福祉会館
第２次試験
日程・方法 10月20日頃　作文（論文）試験、口述試験

最終結果 10月下旬
※町のホームページにも掲載しています　https://www.town.shiga-hino.lg.jp
申・問
総務課　総務担当
☎0748-52-6500 日野町

ホームページ
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