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お知らせ
2022.11

ざす就職氷河期世代を対象とした
合同企業説明会を開催します。滋
賀県内企業計80社程度が出展し、
担当者から直接話を聞くことがで
きます。
と き／11月15日（火）
10:00～12:30、
　13:30～16:00
と ころ／マリアージュ彦根（彦根市
駅東町）
対 象／①短時間勤務・週数日勤務・
リモート勤務・パート社員等、自
分にあった働き方を希望する方、
既卒の方（学生不可）②35～54歳
で正社員採用をめざす就職氷河
期世代の方
申 し込み方法／開催日前日までに
しがジョブパーク公式ホーム
ページからお申し
込みください。
そ の他／参加無料、無
料託児あり、無料駐
車場あり

問
しがジョブパーク
☎080-3841-0301

布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日121212月月月７７７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

☎0748-52-2009

相談室

職員採用情報
（上級・初級・労務職）

職 種・募集人数／
　【上　級】行政5名、保健師３名、
　　　　　土木・建築３名
　【初　級】保育士・教諭２名
　【労務職】給食調理員１名
採 用予定日／令和５年４月１日
受 付期間／令和４年11月25日(金)
まで
第 １次試験／令和４年12月11日
(日)
第２次試験／令和５年１月中旬
最 終結果／令和５年１月下旬
※詳しくは、日野町
ホームページをご
覧ください。
申・問
総務課　総務担当
☎0748-52-6500

東近江警察署からの
お知らせ

　後期高齢者医療制度の改正に伴
い、10月１日から75歳以上の一部
の対象者には、窓口医療費の過払
い分が登録口座に振込返金されま
す。
　関係書類は郵送され、電話がか
かってくることはありません。
　役場職員や金融機関職員などを
名乗って、「還付金があります」「Ａ
ＴＭで手続きができます」「新しい
キャッシュカードが必要です」など
の電話があれば、それは詐欺です。
不審な電話は、警察や住民課保険
年金担当にご相談ください。

問

東近江警察署
☎0748-24-0110
警察相談専用電話
☎＃9110

問

消費者生活センター
☎＃188
住民課　保険年金担当
☎0748-52-6584

11月は過労死等防止
啓発月間です

　厚生労働省では、「過労死等防止
啓発月間」の一環として、「過重労
働解消キャンペーン」を11月に実
施し、長時間労働の削減等の過重
労働解消に向けた取り組みを推進
します。
　過重労働相談については、下記
の窓口で相談対応を行っておりま
すので、過重労働等に関する悩み
や疑問がありましたらご連絡くだ
さい。
　①　 最寄りの都道府県労働局・

労働基準監督署
（開庁時間：平日８:30～
17:15）

　②　 労働条件相談ほっとライン
【委託事業】
☎ 0120-811-610（ フ リ ー
ダイヤル）
（相談受付時間：平日17:00
～22:00　土日祝日９:00～
21:00）

問
東近江労働基準監督署
☎0748-22-0394

税に関する習字を
展示します

　国税庁では、毎年11月11日か
ら17日を「税を考える週間」として、
さまざまな広報公聴策を実施して
います。その一環として、日野町
内の小学校から応募していただい
た「税に関する習字」の中から優秀
作品などを展示します。

と き／11月11日（金）～17日（木）
※土日を除く
と ころ／日野町役場税務課窓口付近

問
近江八幡税務署　総務課
☎0748-33-3241

集まれ！未来で輝く
クリエイター＋系女子in滋賀
理系進路選択支援イベント

を開催します！
　「職場交流体験」でいろんな理系
の職場を見学して先輩リケジョ社
員と交流しよう！未来の「ワタシ」
のイメージが膨らみます。
　「キャリアスキル体験」で大学の
研究室で、理系の環境を体験！ワ
クワクモノづくりやオモシロ実験
にチャレンジ！
と き・ところ・定員・申し込み締め切
り／11月～12月に「職場交流体
験」、「キャリアスキル体験」を複
数回開催の予定です。各回によっ
て内容などが異なりますので、
ホームページで詳細をご確認の
うえ、お申し込みください。
対 象／県内の女子中高生、保護者、
教員
申 し込み方法／滋賀県立大学ホー
ムページの申し込
みフォームからお
申し込みください。
費 用／無料

問
滋賀県立大学
☎0749-28-8351

私の暮らしにフィットする
働き方展2022を
開催します

　滋賀県では、短時間勤務・パー
ト勤務・リモート勤務など幅広い
働き方を希望する方と正社員をめ

12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。

し尿収集はお休みです

滋賀県立大学
ホームページ

しがジョブ
パーク公式
ホームページ

◎ 年末の「し尿くみ取り」はお早めに…
　年末のし尿収集は、12月中旬以降
に依頼が集中し、特に12月20日以後
の依頼については年内にし尿収集が
できない場合があります。12月のし
尿くみ取りは12月９日（金）までに「ク
リーンぬのびき広域事業協同組合」ま
で余裕をもって申し込みください。
● 年末年始・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。

◆ 申し込み先　クリーンぬのびき広域
事業協同組合
　☎ 0748-23-0107

令和４年度防衛省自衛官等採用試験のご案内
コース

高等工科学校
自衛官候補生（陸海空）

推薦 一般

応募資格

男子で中卒（見込み含む）17
歳未満の成績優秀かつ生徒
会活動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる方

男子で中卒（見込み含む）17
歳未満の方 18歳以上33歳未満の男女

受付期間 10月１日(土)
～12月２日(金)

10月１日(土)
～１月６日(金)

第７回：11月30日(水)～１月10日(火)
第８回： １月20日(金)～２月17日(金)

試験期日 １月５日（木）～７日（土）
のいずれか１日

1月14日（土）、15日（日）
のいずれか１日 受け付け時にお知らせします

処遇等
特別職国家公務員

修学期限３年で、卒業後は陸士長として任官
卒業後約１年で３等陸曹に昇任

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
※ 任期満了ごとに特例退職手当を支給：
約58万円～95万円（１任期）

※他にも種目がありますので、気軽にお問い合わせください。

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

自衛隊
ホームページ

日野町
ホームページ
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お知らせ
2022.11

ざす就職氷河期世代を対象とした
合同企業説明会を開催します。滋
賀県内企業計80社程度が出展し、
担当者から直接話を聞くことがで
きます。
と き／11月15日（火）
10:00～12:30、
　13:30～16:00
と ころ／マリアージュ彦根（彦根市
駅東町）
対 象／①短時間勤務・週数日勤務・
リモート勤務・パート社員等、自
分にあった働き方を希望する方、
既卒の方（学生不可）②35～54歳
で正社員採用をめざす就職氷河
期世代の方
申 し込み方法／開催日前日までに
しがジョブパーク公式ホーム
ページからお申し
込みください。
そ の他／参加無料、無
料託児あり、無料駐
車場あり

問
しがジョブパーク
☎080-3841-0301

布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日121212月月月７７７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

☎0748-52-2009

相談室

職員採用情報
（上級・初級・労務職）

職 種・募集人数／
　【上　級】行政5名、保健師３名、
　　　　　土木・建築３名
　【初　級】保育士・教諭２名
　【労務職】給食調理員１名
採 用予定日／令和５年４月１日
受 付期間／令和４年11月25日(金)
まで
第 １次試験／令和４年12月11日
(日)
第２次試験／令和５年１月中旬
最 終結果／令和５年１月下旬
※詳しくは、日野町
ホームページをご
覧ください。
申・問
総務課　総務担当
☎0748-52-6500

東近江警察署からの
お知らせ

　後期高齢者医療制度の改正に伴
い、10月１日から75歳以上の一部
の対象者には、窓口医療費の過払
い分が登録口座に振込返金されま
す。
　関係書類は郵送され、電話がか
かってくることはありません。
　役場職員や金融機関職員などを
名乗って、「還付金があります」「Ａ
ＴＭで手続きができます」「新しい
キャッシュカードが必要です」など
の電話があれば、それは詐欺です。
不審な電話は、警察や住民課保険
年金担当にご相談ください。

問

東近江警察署
☎0748-24-0110
警察相談専用電話
☎＃9110

問

消費者生活センター
☎＃188
住民課　保険年金担当
☎0748-52-6584

11月は過労死等防止
啓発月間です

　厚生労働省では、「過労死等防止
啓発月間」の一環として、「過重労
働解消キャンペーン」を11月に実
施し、長時間労働の削減等の過重
労働解消に向けた取り組みを推進
します。
　過重労働相談については、下記
の窓口で相談対応を行っておりま
すので、過重労働等に関する悩み
や疑問がありましたらご連絡くだ
さい。
　①　 最寄りの都道府県労働局・

労働基準監督署
（開庁時間：平日８:30～
17:15）

　②　 労働条件相談ほっとライン
【委託事業】
☎ 0120-811-610（ フ リ ー
ダイヤル）
（相談受付時間：平日17:00
～22:00　土日祝日９:00～
21:00）

問
東近江労働基準監督署
☎0748-22-0394

税に関する習字を
展示します

　国税庁では、毎年11月11日か
ら17日を「税を考える週間」として、
さまざまな広報公聴策を実施して
います。その一環として、日野町
内の小学校から応募していただい
た「税に関する習字」の中から優秀
作品などを展示します。

と き／11月11日（金）～17日（木）
※土日を除く
と ころ／日野町役場税務課窓口付近

問
近江八幡税務署　総務課
☎0748-33-3241

集まれ！未来で輝く
クリエイター＋系女子in滋賀
理系進路選択支援イベント

を開催します！
　「職場交流体験」でいろんな理系
の職場を見学して先輩リケジョ社
員と交流しよう！未来の「ワタシ」
のイメージが膨らみます。
　「キャリアスキル体験」で大学の
研究室で、理系の環境を体験！ワ
クワクモノづくりやオモシロ実験
にチャレンジ！
と き・ところ・定員・申し込み締め切
り／11月～12月に「職場交流体
験」、「キャリアスキル体験」を複
数回開催の予定です。各回によっ
て内容などが異なりますので、
ホームページで詳細をご確認の
うえ、お申し込みください。
対 象／県内の女子中高生、保護者、
教員
申 し込み方法／滋賀県立大学ホー
ムページの申し込
みフォームからお
申し込みください。
費 用／無料

問
滋賀県立大学
☎0749-28-8351

私の暮らしにフィットする
働き方展2022を
開催します

　滋賀県では、短時間勤務・パー
ト勤務・リモート勤務など幅広い
働き方を希望する方と正社員をめ

12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。

し尿収集はお休みです

滋賀県立大学
ホームページ

しがジョブ
パーク公式
ホームページ

◎ 年末の「し尿くみ取り」はお早めに…
　年末のし尿収集は、12月中旬以降
に依頼が集中し、特に12月20日以後
の依頼については年内にし尿収集が
できない場合があります。12月のし
尿くみ取りは12月９日（金）までに「ク
リーンぬのびき広域事業協同組合」ま
で余裕をもって申し込みください。
● 年末年始・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。

◆ 申し込み先　クリーンぬのびき広域
事業協同組合
　☎ 0748-23-0107

令和４年度防衛省自衛官等採用試験のご案内
コース

高等工科学校
自衛官候補生（陸海空）

推薦 一般

応募資格

男子で中卒（見込み含む）17
歳未満の成績優秀かつ生徒
会活動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる方

男子で中卒（見込み含む）17
歳未満の方 18歳以上33歳未満の男女

受付期間 10月１日(土)
～12月２日(金)

10月１日(土)
～１月６日(金)

第７回：11月30日(水)～１月10日(火)
第８回： １月20日(金)～２月17日(金)

試験期日 １月５日（木）～７日（土）
のいずれか１日

1月14日（土）、15日（日）
のいずれか１日 受け付け時にお知らせします

処遇等
特別職国家公務員

修学期限３年で、卒業後は陸士長として任官
卒業後約１年で３等陸曹に昇任

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
※ 任期満了ごとに特例退職手当を支給：
約58万円～95万円（１任期）

※他にも種目がありますので、気軽にお問い合わせください。

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

自衛隊
ホームページ

日野町
ホームページ
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