「2017年版 滋賀県民手帳」を販売します！

パスポートセンター
「米原出張窓口」11月・12月のお休みのお知らせ

日記帳のほか、統計データや様々なお役立ち情報など資料編も充実。
市・町役場の統計主管課、県内一部※の書店・ホームセンター・セブンイレブン等で11月中旬から販売開始。価格：600円（税込）
問 滋賀県統計協会 TEL 077-528-3393 ※取扱店は県ＨＰで御確認ください。

月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、年末年始(12/29 ～ 1/3)は休業します
(日曜日は交付のみ可)。
県パスポートセンター TEL 077-527-3323 FAX 077-527-3329

◦資金使途：年末年始つなぎ資金

▶ おしらせ

◦信用保証料率：年0.45％～年1.20％

TEL

077-528-3732

FAX

（注）職員給与費には退職手当を含みません。

2,580

12

1,090

1,109

19

145

146

1

18,426 18,475
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公営企業
会計部門

病院
水道その他

合計

1,250,000 円

副知事

FAX

期末手当支給月数

議長

980,000 円

副議長

850,000 円

980,000 円 議員

区分

平均給料月額

主な増減理由

行政職職員

６月期 1.5 月分
12 月期 1.65 月分
計

800,000 円

スポーツ行政の一元化に
伴う事務移管等
事務事業の見直しに
伴う減等
警察官の法令定数の
増等
成人病センター新病棟の
開設に伴う増等
育児休業取得者の
代替措置に伴う増等

警察官

初任給

331,878 円

42 歳 10 月

183,300 円 ( 大卒 )

321,596 円

36 歳 5 月

209,700 円 ( 大卒 )

高等学校の教員

380,582 円

44 歳 10 月

小・中学校の教員

356,990 円

42 歳 10 月

204,700 円 ( 大卒 )

この他に、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当などの職員手当を
支給しています。また、期末・勤勉手当については、年間 4.2 月
分を 2 回に分けて支給しています。
問
HP

県庁人事課 TEL 077-528-3151 FAX 077-528-4815
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/jinji
びょう と う

県立成人病センター新病棟完成！より充実した
11月7日（月）オープンします。
病院機能を備え、
じゅう

じ つ

びょうとう

●新病棟の主な機能
い りょう

じゅう じつ

しんだん

●アメニティの充実

●診断・治療体制の改善

血液疾 患や自己免 疫疾患

カフェ併 設のコンビニや

外来診 療 ・病 棟 ・検査等

等により適切な治 療 が可

ゆったりとくつろげるラウ

を集約し、患者さんに便

ち りょう

む き ん びょう と う

へいせつ

し ん りょう

能な「無菌病棟」
、日帰り

ンジの設置など、患者さん

利でわかりやすくなりま

や家族の皆さんが待ち時間

す。また、救急外来の動

ができる「外来化学療 法

を快適に過ごしていただけ

線が改善され救急医 療 の

セ ン タ ー」 な ど を 整 備、

るようになります。

機能や効率を向上させま

りょう ほ う

か く じゅう

みな

拡充します。

お問合せ 成人病センター 総務課

きゅう し ん

外来休診について

 転 作 業 の た め 平 成28年
移
11月4日（金）の外来診 療 は
休診とさせていただきます。
し ん りょう

きゅう し ん

びょう と う

で薬物療 法 を受けること

りょう ほ う

ともな

新病棟移転に伴う

ち りょう

●より高度な専門医療を提供

めんえきしっかん

3.15 月分

平均年齢

び ょ う と う

しっかん

077-528-4857

②一般職（平成 28 年 4 月１日現在）

２ 部門別職員数の増減と主な増減理由（各年４月１日現在）

2,568

077-528-3616

給料・議員報酬月額

職員給与費の約 8 割は、法令で職員数の基準が定められている
教員および警察官にかかるものです。

警察部門

県庁健康医療課

①特別職（平成 28 年 4 月１日現在）
知事

△9

問
TEL

３ 給与・議員報酬の状況

職員給与費合計 1,239 億円

11,646 11,637

通費は必要です。）
※この健康診断を受診しても被爆者健康手帳
は交付されません。

県が給与を負担している職員（行政職職員、教員、警察官）の職員数や給与
などの状況についてお知らせします。詳しくは、県ホームページをご覧ください。

教育部門（小中、高校の教員など）
846 億円
（68.3%）

26

◦ 受診費用：無料
（精密検査費用および交

または母（死没者を含む）の実子であ

１ 職員給与費（平成 27 年度普通会計決算）

教育部門

077-528-4871

◦ 対象：被爆者健康手帳を所有する父

職員数

30日
（水）

◦申込方法：最寄りの保健所にて申込。

被爆者二世
健康診断の実施について

県職員の職員数・給与の状況

3,003

◦申込期間：11月1日
（火）～

県庁中小企業支援課

問

１月13日
（金）
◦ 融資対象者：小規模企業者であって、
原則として直近２期平均の経常利益が
700万円以下であること

2,977

3月31日
（金）
までの平日（予定）

◦申込受付：各商工会議所、商工会

（火）～平成29年
◦受付期間：11月１日

対前年
平成27 年 平成28 年 増減数

（水）～
◦実施期間：平成29年1月4日

◦融資期間：３年以内

小規模企業者の皆さんを対象に、年
末年始のつなぎ資金を融資する
「経営支
援資金（小規模企業者つなぎ枠）
」の受付
を行います。

一般行政部門 警察部門
212 億円 181 億円
（17.1%）（14.6%）

（※希望者多数の場合は、受診をご遠慮願
うことがあります。）

◦融資利率：年1.45％

「経営支援資金（小規模企業者
」
の受付について
つなぎ枠）

一般行政部門

り、かつ父または母の被爆以後に出生
した方で被爆者健康手帳を有しない方

◦融資限度額：200万円

い りょう

した。

TEL 077-582-5031 H P http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seijin/index.html
滋賀プラスワン Vol.164
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会場で対応しているもの
車いす対応
エレベーター

車いす対応
トイレ

オストメイト
対応トイレ

食の安全・安心
医療・健康
シンポジウム
「正しく知ろう！
食物アレルギーと食品表示」

食物アレルギーと食品表示について、
消費者、食品事業者がともに正しい知識
を持ち、安心して食品と関わることができ
るよう、各分野で専門的に取り組まれて
いる方をお招きして県民の皆さんと相互
理解を深めるシンポジウムを開催します。
新館７階大会議室

（大津市京町四丁目1-1）

授乳室

要約筆記

◦ 内容：(1)基調講演

「新しい食品表
示基準の概要」 講師： 消費者庁食品
表示企画課／「食物アレルギーと食の
安全・安心」講師： 楠 隆 医師（滋
賀県立小児保健医療センター） (2)パネ
ルディスカッション 「食物アレルギー
と食品表示」

◦申込方法：郵送／電話／ FAX ／Ｅメー

ル／しがネット受付サービス／持参
（火）必着
◦しめきり：11月22日

駐車場

み んなで
つ くろ う

県庁生活衛生課
TEL 077-528-3643
FAX 077-528-4861
e shokunoanzen@pref.shiga.lg.jp

明 日 の 滋 賀

大規模小売店舗立地審議会委員の募集
大規模小売店舗の出店および店舗の運営方法や施設の配置計画の変更に対して､ 周辺の生
活環境の保持のための適正な配慮に関する重要事項について調査審議する委員を公募します｡
◦募集人員：2名

◦任期：平成29年2月1日から平成31年1月31日まで

◦応募資格：県内に居住または勤務している満20歳以上の方｡

ただし､ 国･地方
公共団体の議員､ 常勤の公務員および県が設置している他の審議会等の委員
を委嘱されている方は応募できません｡

◦応募方法：郵送／

FAX ／ Eメール／持参（県中小企業支援課のホームページか
ら入手できる所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、意見書〈テーマ「大規模小
売店舗の周辺生活環境への影響と配慮」・800字程度〉
を添えてお送りください。）

◦応募期間：11月7日(月)

県庁中小企業支援課
e fb00@pref.shiga.lg.jp

◦日時：11月29日(火)

◦定員：200名（先着順） ◦参加費無料
手話通訳

県政に
ご参加
ください

問

13時30分～ 16時30分
託児

●Twitter（https://twitter.com/watan_shiga）
●Facebook（https://www.facebook.com/pref.shiga）

▶ 催し・講座

◦会場：滋賀県庁
おむつ替え
シート

県政情報やイベント開催、滋賀の魅力ある写真などをタイムリーに発信しています！！

information

湖南

車いす対応

情報ひろば

滋賀県公式Twitter・Facebookをご覧ください！

▶試

〜 12月9日(金)
TEL

077-528-3731 FAX 077-528-4871
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/chusho/index.html

HP

を受けなければならなくなります。

験

◦高齢者講習の合理化・高度化

平成28年度
滋賀県ふぐ調理師試験
◦会場：県立男女共同参画センター

（近江八幡市鷹飼町80-4）
◦日時：平成29年2月7日
（火）
、8日
（水）
◦ 受験資格：調理師法第３条の規定に

よる調理師の免許を取得している者

県内の各保健所または県庁健康医療
福祉部生活衛生課
◦願書受付期間：

平成29年１月５日（木）
〜 12日（木）
◦申込方法：持参 ◦受験手数料：7,000円

湖南

問

女性のための滋賀県庁
しごとガイダンス

TEL

◦会場：滋賀県庁

東館７階大会議室

（大津市京町四丁目1-1）
◦日時：12月15日
（木）13時30分～ 16時
◦ 対象：滋賀県庁の仕事に興味、関心

がある方
（先着順）
◦定員：80名
◦申込方法：しがネット受付サービス

（月）9時～
◦申込期間：11月7日

12月5

日
（月）17時
◦参加費無料
問
TEL
FAX
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県庁人事委員会事務局
077-528-4454
077-528-4970

滋賀プラスワン Vol.164

県庁生活衛生課
077-528-3643

FAX

077-528-4861

仕事

現役の女性職員が入庁からのキャリア
や女性視点で見た県庁の仕事内容、職
場環境の魅力などをお話しするととも
に、参加者の皆さんの疑問や不安にお
こたえします。

▶ おしらせ
平成29年3月12日から
高齢者講習が変わります
◦臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

・臨時認知機能検査
75歳以上の方が、信号無視等の違
反行為を一度でもした時に検査の
対象となります。（違反行為は18項
目あります。）
・臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能
（運転に必要な記憶力・判断力）が
低下していると判断された方が受講
の対象となります。
◦臨時適性検査制度の見直し

無料

問

県警察本部交通部運転免許課

TEL

077-585-1255

◦願書の配布、受付および問い合わせ先：

問

無料

75歳未満の方や、認知機能検査で認
知機能の低下のおそれがないと判定さ
れた方は、講習が２時間に短縮（合理
化）
されます。その他の方は、３時間
の講習となります。

認知機能検査で認知症のおそれがある
と判定された全ての方が、医師の診断

税金の納め忘れはありませんか？
県と市町では、12月を「ストップ滞納！！
強化月間」
として、税の公平な負担の観
点から、一斉に滞納整理を強化します。
未納のまま放置されますと、預貯金・
給与等の差し押さえや自宅などの捜索を
行うことがあります。もう一度、納め忘れ
がないかお確かめください。
問

県庁税政課

TEL

077-528-3226

FAX

077-528-4819

PCB廃棄物の処理期限が
迫っています！
PCBを含む電気機器等（変圧器、コン
デンサ、家庭用を除く照明用安定器など）
を使用または保管されている場合には、
PCB特措法に基づき届出および期限内
の適正処理が必要です。
特に高濃度PCB廃棄物については、
平成32年度末までに確実に処理しなけ
ればなりません。
現在届出を行っていない場合は、下
記の連絡先までお問合せください。
問 県庁循環社会推進課
TEL

077-528-3473

FAX

077-528-4845

電話・FAXの場合 ……………………………………………………… 各記事の番号へ
県庁各課への郵便（はがき）の場合 …… 〒520-8577（住所不要）○○○○課あて
「しがネット受付サービス」…… 県のホームページ、または右記二次元コードから

information

◦定員：①と②は先着30名

▶ 催し・講座
湖南

びわ博カルタ
見る知る楽しむ新発見

◦企画展示観覧料金：

小中生 100円(80円)、高大生 160円
(120円)、大人 200円(160円)
※（ ）内は20人以上の団体料金です。
※常設展示は別途観覧料金が必要です。
TEL

県立琵琶湖博物館（草津市下物町1091）
077-568-4811 FAX 077-568-4850

無料

貸出

湖東

県立安土城考古博物館

「飛鳥から近江へ
生涯学習
―天智天皇の意図を探る―」

近江遷都前後の時期の滋賀県と、そ
の周辺地域の特質を示す考古資料を展
示することにより、「近江になぜ都が営ま
れたのか」
という課題について考えます。
◦日時：開催中〜

12月4日
（日）

◦ 観 覧 料 金：大人890
（680）円、 高大

生630（460）円、 小中生410（310）円、
県内高齢者（65歳以上）450（340）円
※（ ）内は20人以上の団体料金です。

TEL

0748-46-2424

FAX

問

県立成人病センター
公開講座・講演会

FAX

医療・健康

0748-46-6140

湖南

クリーンセンター滋賀
感謝祭

◦会場：醒井養鱒場
（米原市上丹生）
◦日時：11月20日
（日）

◦ 内容：テーマ：がんのリスクを減らす

◦ 内容：無料イベント：養殖ビワマス

ために 今できること 講師：ふくだ
医院 院長 福田正悟氏／疾病・介護
予防推進室 室長 水田 和彦氏／消
化器内科部長 藤本昌澄氏／滋賀県
衛生科学センター副所長 井下 英
二氏 ほか
②糖尿病教室講演会の開催
糖尿病とその合併症について専門の
スタッフがわかりやすく説明します。今
回は滋賀県で長らく腎臓病治療に携わっ
てこられた八田告先生をお招きしてご講
演いただきます。
◦日時：11月26日(土）15時～ 16時30分
◦内容：テーマ
「糖尿病で腎臓病にならな

い、進めないために～ガッテンのいく減
塩の秘訣～」講師：医療法人八田内科
医院 院長・近江八幡市立総合医療セン
ター 腎臓センター顧問 八田 告氏

◦会場：県立成人病センター研究所講堂

TEL

◦会場：クリーンセンター滋賀

場内

(甲賀市甲賀町神645)

◦日時：11月5日(土)10時～

15時

◦内容：①似顔絵コーナー／②モデルロ

ケットの制作と打ち上げ／③子供電気
自動車体験／④施設見学とエコクイズ
に挑戦／⑤｢炊き込みごはん＆豚汁｣／
⑥ポン菓子（①〜⑥すべて無料）、来場
者には参加賞あり

無料

貸出

湖東

クリーンセンター滋賀の開業8周年を迎
え、みなさまへの感謝の気持ちを込めて、
環境に配慮した3Rの取組を知っていただく
楽しいイベントを開催します。

FAX

10時～ 15時

有料イベント：釣り・塩焼き・餌やり
がセットの三成体験（午前午後各1回、
先着順、要電話予約:平日8時30分〜
17時）、ニジマスのエサ釣りコーナー、
ビワマス料理等の加工品即売、など

オストメイト
対応トイレ

おむつ替え
シート

託児

授乳室

要約筆記

◦入場料：大人500円／高大生300円

※家族ふれあいサンデーのため
“スマイル
カード”等県内に在住または在学している
ことがわかるものを持参していただくと親
子・家族連れは無料
問
TEL

醒井養鱒場
0749-54-0301

無料

FAX

手話通訳

駐車場

0749-54-0302

貸出

障害者週間啓発イベント

交流

障害者スポーツを通して障害のある人
ない人の交流を深めるとともに、障害のあ
る人があらゆる分野の活動に積極的に参
加する意欲を高める機会とします。

◦参加費無料

県立成人病センター 総務課
077-582-5031
077-582-5931

体験

の天ぷら・味噌汁・チャンチャン焼
きなどの試食（数量限定）、ビンゴ大
会、上丹生木彫の体験、ノルディック
ウォーク体験、地元のバンドによる歌
謡ショー、など

（守山市守山五丁目4-30）

問

環境

車いす対応
トイレ

醒井養鱒場
「紅葉ます祭」

◦日時：11月12日(土）14時30分〜16時30分

◦申込不要

貸出

車いす対応
エレベーター

①健康創生センター開設記念セミナー
「健康創生センター」の開設を記念し
て、県民公開講座を開催します。

◦定員：各日150名(当日先着順）
無料

車いす対応

◦参加費無料

県立視覚障害者センター
0749-24-7238
0749-22-7890
無料

湖南

（近江八幡市安土町下豊浦6678）

◦定員なし
TEL

無料

①・②とも

県立安土城考古博物館

問

（月）
◦しめきり：11月14日

湖北

9時30分～ 17時（入館は16時30分まで）

問

◦申込方法：電話

湖南

2017年1月31日(火)

◦対象：視覚に障害のある方

TEL

生涯学習

開館から20周年を迎え、琵琶湖博物
館は展示を大幅リニューアル。この舞台
裏にある数々の「新発見」
を、かるた形式
のパネルでたどります。
◦日時：開催中〜

◦申込不要

問

（公財）滋賀県環境事業公社
0748-88-9191 FAX 0748-88-6322
HP http://www.shiga-kj.com/

県立琵琶湖博物館

会場で対応しているもの

情報ひろば

お申し込み・お問い合わせ

視覚障害者の相互支援
「ピアトークＩＮ 近江八幡」 交 流

視覚に障害がある人同士で集まって、
悩みや不安を語り合い、聴き合い、相
互にサポートしあう視覚障害者のみのサ
ロン「ピアトーク」
を開催いたします。
視覚に障害を生じたことでお悩みの方
はぜひご参加ください。
◦会場：近江八幡市総合福祉センター

ひまわり館（近江八幡市土田町1313）

◦会場：県立障害者福祉センター

（草津市笠山八丁目５-130）
◦日時：11月27日
（日）

10時30分～ 14時30分
◦ 内容：障害者スポーツ・レクリエー

ション体験イベント：１部 体力づく
り 身体を動かそう／２部 障害者ス
ポーツにチャレンジ
スタンプラリー実施、軽食販売
◦申込不要
問
TEL

◦参加費無料

県立障害者福祉センター
077-564-7327 FAX 077-564-7641

◦ 日 時：11月17日
（ 木 ）10時45分 ～

14時45分

無料

貸出
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