できないと見込まれること
について︑やむを得ない理由
があると文部科学大臣が認
めた人
③平成 年３月 日までに満

15

歳以上になる人
※①︑④に該当する人を除く
④日本国籍を有しない人で︑平
成 年３月 日までに満
歳以上になる人
月４日㈬
試験日
大津合同庁舎 ６
試験会場
Ａ会議室 ︵大津市︶
願書提出先 文部科学省
願書受付期間 ８月 日㈮〜
９月 日㈫ ︵郵送の場合は９月

31
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問い合わせ先
教育委員会
学校教育課 ０７７ ５
- ２８
４
- ５７６番

日㈫の消印有効︶

31

食の安全性や環境問題への
関心が高まり︑化学肥料や農薬
の使用を減らした︑環境にやさ
しい農業が求められています︒
そのためには︑まず土づくり
が重要です︒土づくりには有機
せ よう
しんこう
物の施用・深耕・土づくり資材
の施用などの方法があります
が︑なかでも有機物の施用は︑

農家の皆さんへ
稲わらは焼かずに︑
す
土に鋤き込みましょう

Ԡ

る団体の長による推薦︑また
は事業所による自薦応募と
します︒ 商工課︑彦根商工
会議所 ︵中央町︶
︑稲枝商工会
︵稲部町︶にある︑推薦調書・
応募用紙を︑ 商工課に提出
してください︒推薦調書・応
募用紙は︑彦根市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます︒
応募締切日 ９月 日㈮
月 日㈮に表彰式
その他
を行います︒また表彰を受け
た事業所は︑
﹁広報ひこね﹂
や彦根市ホームページで公
表します︒
問い合わせ先
商工課☎
６１１９番︑ＦＡＸ
９
-６
７６番

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

受験資格 次の 〜 のいず
れかに該当する人
①就学義務猶予免除者または
就学義務猶予免除者だった
人で︑平成 年３月 日まで
に満 歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の
猶予または免除を受けず︑平
成 年３月 日までに満
歳に達する人で︑その年度の
終わりまでに中学校を卒業

いて抽出された︑２人以上の世
帯員からなる世帯と︑単身の世
帯を対象に調査を行います︒対
象の世帯には調査員が伺いま
すので︑ご協力をお願いします︒
なお︑調査票に記入していた
だいた内容は︑統計法に基づき
秘密は固く守られますので︑あ
りのままお答えください︒
問い合わせ先
企画課
６１０１番︑ＦＡＸ
１
-３
９８番

水道メーターの取替について
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障害者雇用推進事業所表彰

彦根市と彦根商工会議所・稲
枝商工会では︑社会における障
害者雇用の理解を広め︑障害者
雇用の促進と就労の安定を図
るため︑障害者雇用に理解と熱
意のある事業所を表彰します︒
対象 彦根地域︵彦根商工会議
所および稲枝商工会の地区︶
の事業所で︑次の４つの基準
のいずれかに該当する事業
所︒ただし︑重度障害者多数
雇用事業所や就労継続支援
事業を行う障害福祉サービ
ス事業所などは除きます︒ま
た︑障害者の法定雇用率の対
象となる事業所においては︑
法定雇用率を達成していな
くてはなりません︒
①障害者雇用に理解と熱意が
あり︑積極的に障害者雇用を
推進していること
②職場実習や委託訓練等を積
極的に受け入れるなど︑障害
者雇用施策に協力している
こと
③きめ細やかな職務配置︑職場
改善などを行い︑職場定着に
積極的に努力していること
④その他︑特に障害者雇用およ
び障害者の福祉に貢献して
いると認められること
応募方法 障害者雇用に関わ

９月７日㈪〜同 日㈮
搬入できません事業系粗大ごみ

清掃センターでは︑粗大ご
み処理場の補修工事を行いま
す︒工事期間中は︑事業にとも
なって発生した粗大ごみの搬
入はできません︒
また︑一般家庭からの搬入に
ついては︑保管場所に限りがあ
るため︑可能な限りご遠慮くだ
さい︒ご協力をお願いします︒
なお︑有料戸別収集は工事期
間中も通常通り受け付けます︒
工事期間 ︵搬入規制期間︶ ９月
７日㈪〜同 日㈮
問い合わせ先
清掃センタ
３
ー施設係☎
- ８７９番︑
ＦＡＸ
２
- ８５０番︑ 清
掃センター管理係︵有料戸別収
２
集受付︶☎
- ７３４番︑Ｆ
７
- ７８７番
ＡＸ

広報ひこね７月１日号でお
知らせしたとおり︑検定満期を
迎える水道メーターの交換を︑
８月から 月に行います︒
取替作業は市の負担で行い︑
作業は従事者証を携帯した人
が行います︒
問い合わせ先 彦根市上下水
道料金お客様サービスセン
２
- ８０２番︑ＦＡ
ター ☎
Ｘ
２
８ ０ ３
番︑ 水
道 部 業

務 課☎
２
-７
２２番

22

８

土中の環境の改善に有効です︒
水稲はケイ酸を多量に吸収
します︒稲わらを鋤き込むと︑
失われたケイ酸などの成分が
補給され︑地力を回復させるこ
とができます︒
最近は水田に有機物を施用
することが非常に減ってきて
います︒水田の地力維持のため
にも︑稲わらやもみ殻は焼かず
に鋤き込みましょう︒
また︑稲わらやもみ殻を焼く
と︑煙により周辺住宅の環境や
道路の通行に支障をきたす恐
れもありますので︑絶対にやめ
ましょう︒

登録旅行業務2-68号）
☎ 0749-65-0370まで

彦根市へふるさと納税で寄
附された人に贈っている﹁年間
パスポート﹂の特典付与に協力
いただける店舗を募集します︒
特典付与の期間は︑ 月〜平
成 年３月までです︒特典内容
は︑買い物時に割引をするなど︑
各店で決めていただきます︒詳
しくは︑ まちづくり推進室ま
でお問い合わせください︒
申込期限 ８月 日㈮
問い合わせ先
まちづくり推
進室☎
６
- １１７番︑ＦＡ
Ｘ
１
- ３９８番

ふるさと納税
寄附者への特典協賛店
を募集しています

滞在型観光を促進するびわ湖・近江路観光
圏協議会では、船に乗ってびわ湖の環境をク
イズ形式で学んだり、よし笛を作ったりする
事業を行います。

問い合わせ先
農林水産課
６
☎
- １ １ ８ 番︑ Ｆ Ａ Ｘ
１
- ３９８番

（びわ湖・近江路観光圏事業の運営団体 滋賀県知事

10

11

▶携帯する従事者証

14

16

８

彦根港出発 ８月1 6日㈰、
同22日㈯、
同28日㈮
長浜港出発 ８月1 3日㈭、
同23日㈰、
同26日㈬
出発時間 いずれも９：30 ※集合時間９：10
参加費 大人2,000円、
小学生以下1 ,500円
申込・問い合わせ先 近江屋ツアーセンター
30
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10
広報ひこね 平成21年８月１日
広報ひこね 平成21年８月１日

11

全国消費実態調査に
ご協力ください

９月から 月にかけて︑皆さ
んの生活の現状とその推移を
家計の面から明らかにするこ
とを目的として︑全国消費実態
調査が行われます︒
この調査は︑全国のすべての
世帯から統計的な方法に基づ

30

25

ϱ

淡海
環境クルーズ
びわ湖再発見
参加者募集
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