
安全・安心情報は「しらしがテレビ」をご覧ください！
毎朝、お天気、各種注意報、電車や高速道路の状況、河川や琵琶湖の
水位、ニュースやお知らせなどをお伝えしています。

●びわ湖放送　毎朝　6時50分～55分

パスポートセンター ｢米原出張窓口｣1月･2月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日、年末年始(12/29 ～ 1/3)のほか、1月10日(火)
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

平成２９年度　県政モニターの募集

滋賀県観光事業審議会委員の募集

　県では、県政への皆さんからのご意見やご提案をお聴きする、県政モニター制度を設け
ています。現在、平成29年度に県政モニターとして活動していただける方を募集しています。
◦主な活動内容：県からお願いするアンケート調査への回答・県政に関する意見や提案の提出
◦定員：400名（応募者が定員を超えた場合は、地域別・性別・年齢別のバランスを考

慮したうえで抽選）

◦応募資格：県内在住の満15歳以上の方（平成29年４月１日現在）で、県政に関心を
持ち、インターネットを利用してサイトの閲覧、メールの送受信およびアンケート
への回答ができる方（タブレット、スマートフォンは可、携帯電話端末は不可）

　※ただし、国または地方公共団体の議員や常勤の公務員の方は応募できません。

◦応募方法：しがネット受付サービス（HP https://s-kantan.com/pref-shiga-u/）
◦しめきり：2月10日（金）午後５時（入力終了）
問 県庁広報課　 TEL 077-528-3046　FAX 077-528-4804

　滋賀県の観光振興に向けて「滋賀県『観光交流』振興指針」で定めた基本方針に基づ
き、具体的な取組を推進するにあたり、滋賀県観光事業審議会の委員を公募します。
◦募集人数：１名　◦対象：満20才以上（平成29年３月１日現在）の方
◦応募方法：郵送／Ｅメール／持参（県観光交流局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上、意見書（テーマ「滋賀県における観光振興について」・
800字程度）を添えてお申込みください。）

◦応募期間：1月10日（火）～ 2月10日（金）
問 県庁観光交流局　 TEL 077-528-3740　FAX  077-521-5030
e ff00@pref.shiga.lg.jp　HP http://www.pref.shiga.lg.jp/f/kanko

み ん な で
つ く ろ う

県政に
ご参加
ください 明 日 の 滋 賀

▶ 試　験

改正滋賀県迷惑行為等
防止条例が施行

▶ おしらせ 湖国寮　入寮生の募集

滋賀県リサイクル製品募集

▶ 募　集

みなさんの思いを
“新しい「うみのこ」”に！！

　改正滋賀県迷惑行為等防止条例が施
行されました。
　改正点は

・下着等の盗撮禁止場所の拡充と罰
則の強化

・下着等の盗撮目的で写真機等を人
に向ける行為、設置行為の禁止

・つきまとい行為等の禁止　です。
　詳しくは滋賀県警察のホームページを
ご覧ください。
問 滋賀県警察本部  生活安全企画課
TEL 077-522-1231（代）

◦日時：筆記試験：4月22日(土)・23日(日)
／実技試験：7月2日(日)

◦受験資格：短期大学卒業程度
◦申込方法：郵送／その他
◦手数料：12,950円（受験手数料＋手引き郵送料）
※詳しくは下記ホームページをご覧ください。

問（一社）全国保育士養成協議会
　保育士試験事務センター
　（〒171-8536東京都豊島区高田3-19-10）
TEL 0120-4194-82
　 平日9時30分～ 17時30分（祝日除く)
HP http://www.hoyokyo.or.jp/

◦日時：2月25日（土）
　13時30分～ 15時30分
◦会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス
　　　　（草津市野路東1-1-1）
◦願書受付期間：
　1月10日（火）～ 19日（木）
　（土曜日および日曜日を除く）9時～ 17時
（郵送の場合は1月19日（木）消印有効）

◦申込方法：持参／郵送（簡易書留）
◦提出書類：受験願書、写真（出願前6か

月以内に撮影した正面上半身、脱帽のも
ので、縦4cm×横3cm）、試験手数料

◦試験手数料：10,500円（滋賀県収入証
紙による）

◦願書配布場所：県庁薬務感染症対策
課、各保健所、大津市保健所保健総務課、
または県ホームページからダウンロード
問 県庁薬務感染症対策課
TEL 077-528-3634　FAX 077-528-4863

　主に滋賀県内で発生する循環資源（廃
棄物や製造過程で発生した副産物、木材
等）を利用し、県内事業所で製造加工さ
れる製品について、一定の基準に適合す
るものを「ビワクルエコ製品（滋賀県リサイ
クル製品）」として認定します。平成28年
度における申請をぜひご検討ください。
◦申請条件：既に販売されているか、６

か月以内に販売されることが確実であ
ること／製品の普及が本県の循環資源
の循環的な利用の促進に効果を有す
ること

※詳細は県のHPでご確認ください。

◦受付期間：随時受付
問 県庁循環社会推進課
TEL 077-528-3472　FAX 077-528-4845

　湖国寮は東京都武蔵野市にある、滋
賀県出身者および滋賀県にゆかりのあ
る学生（留学生含む）、その他寄宿先に
困窮されている方のために低廉な費用
で入寮できる学生寮です。平成29年度
の入寮生を募集しますので、東京近郊
の大学等に進学を予定される方は、下
記までお問い合わせください。
◦募集人数：40 名（男女合計）
◦申込随時可能
◦申込方法：電話／ FAX ／ホームページ
問 公益財団法人 湖国協会
TEL ・ FAX  0422-55-1135
HP http://www.kokokuryo.com

平成29年 滋賀県保育士試験（前期）

毒物劇物取扱者試験
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　昭和58年に就航し、県内の小学5年生
全員がびわ湖フローティングスクールに
取り組んできた学習船「うみのこ」ですが、
現在、新船の建造を進めています。
　県民の皆さまをはじめとする多くの方々
と一緒に、新しい「うみのこ」をつくってい
くために寄附金のご協力をお願いします。
　平成29年1月4日から2月28日までの
期間限定で、クラウドファンディングによ
り寄附金を募集します。

（寄附申出による寄附金も併せて募集しています。）

　詳細はHPをご覧ください。
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/
　 uminokokifu.html
問 県庁教育総務課
TEL 077-528-4512　FAX 077-528-4950
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ふるさと納税（マザーレイク滋賀応援寄附）しませんか？
美しい琵琶湖と豊かな文化財を次世代に引き継ぐために、みなさまからの応援（寄附）をお待ちしています。
詳しくは、HPをご覧になるか、企画調整課までお問い合わせください。
県庁企画調整課  TEL 077-528-3310  FAX 077-528-4830  HP   http://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/

湖
南

◦日時：1月29日（日）
　14時～ 15時40分
◦会場：ピアザ淡海
　　　　（大津市におの浜
　　　　  一丁目1-20）

◦テーマ：「気をつけよう！金融トラブル」
◦講師： 弁護士　住田 裕子 氏
◦定員：300名（応募多数の場合抽選）

◦申込方法：郵便番号、住所、氏名、電
話番号、講演会希望と記入の上、はが
き／ FAX ／ Eメールにて受付
◦しめきり：1月12日（木）必着
◦参加費無料
問 滋賀県金融広報委員会

（大津市京町四丁目1-1 県庁県民活動生活課内）
TEL 077-528-3412　FAX 077-528-4840
e office@shiruporuto.shiga.jp

※氏名・居住市町名・連絡先を記入
◦しめきり：1月27日(金)　必着
問 県庁女性活躍推進課
TEL 077-528-3770　
FAX 077-528-4807

　　　　（草津市西大路町4-32）

◦内容：県内の病院、訪問看護ステーション、
介護福祉施設等への就職相談・各種催し

◦対象：保健師・助産師・看護師・准看護師
の有資格者で就職を希望する方、平成29年3
月卒業見込みの看護学生で就職未内定の方
◦申込不要　◦定員なし
問 滋賀県ナースセンター
TEL 077-564-9494
FAX 077-562-8998

くらしとお金講演会

▶ 催し・講座

知識・法律

有料 貸出

湖
南

　２月７日の「北方領土の日」を記念し
て、講演会や北方領土返還要求運動の
活動報告のほか、北海道の海の幸が当
たるお楽しみ抽選会などもあります。
◦日時：2月2日（木）13時～ 16時
◦会場：ピアザ淡海　ピアザホール
　　　　（大津市におの浜一丁目1-20）

◦申込不要（手話通訳は事前申込みください）

◦参加費無料
問 県庁広報課
TEL 077-528-3040　FAX 077-528-4803

２０１７「北方領土の日」
県民のつどい 交 流

有料 貸出

湖
東

◦日時：2月4日(土) 10時～ 12時
◦会場：県立男女共同参画センター
　　　　（近江八幡市鷹飼町80-4）

◦内容：第1部:基調講演　「女性が活躍
する社会に向けて～私が伝えてきたこ
と、いま伝えたいこと～」　講師　国
谷裕子 氏(キャスター :平成28年3月まで
ＮＨＫ「クローズアップ現代」キャスター )
第2部:パネルディスカッション

◦定員：300名(先着順)
◦申込方法：郵送／ FAX ／しがネット受

付サービス／持参

しがの女性活躍
応援フォーラム 仕 事

湖
南

湖
南

湖
南

第8回滋賀県がん医療フォーラム
「わたしのがん治療を考える」

県民参画講演会

看護職就職フェアinしが

　がんになっても様々な情報に迷うこと
なく、自分自身に必要な情報を見つけだ
し、活用するためにはどうしたら良いか、
がん患者さんとともに医師や看護師など
の医療従事者が一緒に考えていきます。
◦日時：2月4日（土）13時30分～ 16時
◦会場：ピアザ淡海　ピアザホール
　　　　（大津市におの浜一丁目1-20）

◦定員：400名（先着順） 
◦申込不要　　◦参加費無料
問 県立成人病センター 経営企画室
TEL 077-582-5031
FAX 077-582-5931

　大きな病気ではないが、ちょっとした体の
不調がもたらす日々のもやもやを体を動かす
ことで解消する方法を教えていただきます。
◦日時：2月11日（土）　10時～ 12時
◦会場：県立長寿社会福祉センター
　　　　（草津市笠山7丁目8-138）

◦内容：講座　体の不調リセット！「筋
膜を整えて健やかな成長と熟成を！」　
講師： 竹井　仁先生（首都大学東京大
学院　人間健康科学研究科理学療法科学
域　教授）

◦定員：400名（先着順） 
◦申込方法：電話／ FAX ／Ｅメール ①所

属名（団体の方のみご記入ください）②お名前
（ふりがな）③居住市町名④連絡先TELを記
入の上お申込みください。

＊同行者は一括申込みをお願いいたします。

◦しめきり：1月27日(金)
問 県立リハビリテーションセンター
TEL 077-582-8157　FAX 077-582-5726
e ef4701@pref.shiga.lg.jp

◦日時：2月15日(水）13時30分～ 16時
◦会場：クサツエストピアホテル

医療・健康

医療・健康

無料 貸出

仕 事

無料 無料

湖
南

　NHK Eテレの障害者のための情報バ
ラエティー番組「バリバラ」の出演者であ
る玉木幸則氏より、障害者差別解消法
などについてお話しいただきます。
◦日時：2月19日（日）14時～ 16時
　　　 （受付13時～）
◦会場：草津市立市民交流プラザ　大会議室
　（草津市野路一丁目15-5 フェリエ南草津5階）

◦申込方法：詳細は下記連絡先までお
問い合せください

◦申込期間：1月5日（木）～ 2月12日（日）
問 公益財団法人　滋賀県身体障害者福祉協会

（〒525-0072  草津市笠山八丁目5-130）
TEL 077-565-4832　FAX 077-564-7641
e info@kenshinkyo-shiga.com

障害者差別解消法の
講演会 知識・法律

無料

湖
南

◦日時：3月9日（木） 第1部 9時～11時
45分、第2部 13時30分～16時15分

◦会場：滋賀県庁　新館７階大会議室
　　　　（大津市京町四丁目1-1）

◦内容：採用1年目職員による業務紹
介、部局別ブースでの質疑応答、女
性職員による仕事と子育ての両立事例
の紹介など
◦対象：滋賀県職員採用上級試験、初

級試験などの受験を考えておられる方
◦定員：１部・2部各120名（先着順）
◦申込方法：しがネット受付サービス
　（県庁就職セミナーのホームページから「しが

ネット受付サービス」で申し込んでください。）

◦申込期間：2月6日（月）9時～
　　　　　  28日（火）17時
問 県庁人事委員会事務局
TEL 077-528-4454　FAX 077-528-4970
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/l/jinji-i/

seminar/28seminar.html

滋賀県庁就職セミナー
仕 事

無料

貸出 無料

有料

貸出

報情 ひろばinformation
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湖
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南

湖
南

湖
南

湖
南

◦内容／日時：
　①【企画展示】「八日市いまむかし―飛

行場があった街―」 ／ 1月11日（水）
～ 4月23日（日）

　※学芸員による展示説明会：

　　１月15日（日）14時～ 15時

　②【地域交流室展示】「子ども学習成果
物展」 ／１月11日（水）～３月26日

（日）（開館中随時）

◦申込不要　◦入場無料　
◦休館日：月・火曜日、その他1月4日
（水）～ 10日（火）
問 滋賀県平和祈念館 （東近江市下中野町431）
TEL 0749-46-0300　FAX 0749-46-0350

◦日時／内容：
1月28日(土)：琵琶湖の魚と魚をめぐ

◦日時：1月14日(土) 10時～ 15時
◦会場：アル・プラザ守山 モリーブ
　　　　（守山市播磨田町185-1）

◦対象：保育士・看護師・栄養士・調
理師・保健師のいずれかの資格、免
許をお持ちの方で、保育所、認定こど
も園等で働きたい方
◦定員なし　◦申込不要（予約優先）
◦予約方法：電話／ FAX ／Ｅメール
※滋賀マザーズジョブステーションにて、毎

月相談会を実施しています。（草津：毎月

第１金曜日、近江八幡：毎月第３金曜日）

問 滋賀県保育士・保育所支援センター
　（一社）滋賀県保育協議会
TEL 077-516-9090　FAX 077-521-2117
e otoiawase@shiga-hoikukyo.jp

　｢高度モノづくり･環境｣分野および｢食
料品｣分野の県内企業への 就職を希望
される若年求職者の方を対象とした企
業合同就職面接会を開催します｡ 参加
企業は滋賀県産業支援プラザのHPでお
知らせします｡
◦日時：１月25日(水)  13時30分～ 16時
◦会場：クサツエストピアホテル
　　　　（草津市西大路町4-32）

◦対象：概ね45歳未満の若年求職者
(平成29年3月新規学校卒業予定者は除く)

◦予約不要（履歴書不要）

◦参加費無料
問 滋賀県産業支援プラザ 
　 産業･雇用創造推進センター
TEL 077-511-1424
HP http://www.shigaplaza.or.jp/

　県警では、下記日程で「滋賀県警察年
頭視閲式」を開催します。警察官・パト
カー等による勇壮なパレードのほか、体
験型イベント「ふれあい広場」を開催しま
す。ぜひご来場ください。
◦日時：１月21日(土)
　10時30分～ 12時 （雨天中止）
◦会場：大津湖岸なぎさ公園おまつり広場
　　　　（大津市浜町）

◦内容：部隊行進（警察官部隊および白
バイ、パトカー等による車両部隊）

　ふれあい広場（パトカー乗車、制服試
着体験、装備品展示等）

問 滋賀県警察本部 警務課
TEL 077-522-1231(代)

滋賀県平和祈念館
企画展示が新しくなります

県立琵琶湖博物館
新琵琶湖学セミナー（全3回）

保育人材バンク
出張相談会

企業合同就職面接会を
開催します

滋賀県警察年頭視閲式
を開催します！

▶ 催し・講座 る文化の多様性－水族展示室の舞台
裏－　金尾滋史 琵琶湖博物館主任学
芸員・堀越昌子 京都華頂大学現代家
政学部教授／ 2月25日(土)：森と生き
物と人とのさまざまな関わり－C展示室
の舞台裏－　亀田佳代子 琵琶湖博物
館総括学芸員・藤井弘章　近畿大学
文芸学部准教授／ 3月25日(土)：古
代湖・琵琶湖の固有種と生物多様性
マーク･J･グライガー 琵琶湖博物館上
席総括学芸員・浦部美佐子 滋賀県立
大学環境科学部教授　
各日13時30分～ 16時

◦参加資格：高校生以上
◦定員：各回70名（先着順・各回定員にな

り次第、受付終了）
◦申込方法：しがネット受付サービス／

往復はがき（①参加を希望する行事名（参
加日）、②参加者全員の氏名、年齢、郵便
番号、住所、電話番号を記入）

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

生涯学習

生涯学習

仕 事

仕 事

貸出無料

湖
東

◦日時：1月28日（土）13時30分～ 16時10分
◦会場：県立男女共同参画センター
　（近江八幡市鷹飼町80-4）

◦内容：講演　「生涯学習と地域づくり～
コミュニティデザインによる地域課題解
決～」　講師： 醍醐孝典氏（studio-L
ディレクター、東北芸術工科大学 コミュ
ニティデザイン学科 准教授）／事例発表
◦定員：500名 （先着順）

◦申込方法：電話／ FAX ／Ｅメール／
しがネット受付サービス 
◦しめきり：1月20日（金）
問 県庁生涯学習課
TEL 077-528-4652　FAX 077-528-4962

「地域づくり型生涯カレッジ」
実践フォーラム 生涯学習

貸出無料

無料無料

交 流

報情 ひろばinformation

お申し込み・お問い合わせ
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
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