
①滋賀県国土利用計画審議会委員の募集

③滋賀県下水道審議会委員の募集

④道路整備を考える地域ワーキング委員の募集

　滋賀県の将来の土地利用や調整方針を定める滋賀県土地
利用基本計画の変更などについて、審議していただきます。
◦任期：平成29年7月15日から３年間　◦募集人数：1名
◦応募資格：県内に居住または通勤、通学されている満18

歳以上（平成29年4月1日現在）の方
◦応募方法：所定の応募書と1000字程度の意見書（テーマ：県

内の土地利用の問題点や課題、これからのあり方について）を郵送、
Ｅメールまたは持参　  ◦しめきり：５月31日（水）必着

問 県庁県民活動生活課　 TEL 077-528-3417　
FAX 077-528-4840　 e tochitai@pref.shiga.lg.jp

　下水道事業その他汚水処理に係る事業の推進について、
調査審議していただきます。
◦任期：平成29年10月から２年間　　◦募集人数：1名
◦応募資格：県内に居住、通学または通勤する方で、満18

歳以上（平成29年10月１日現在）の方
◦応募方法：所定の応募書と1000字程度の意見書（テーマ：

河川や琵琶湖の水質保全における下水道の役割や処理水・
下水熱・下水汚泥等の有効利用、今後下水道に求められ
る役割や課題などについて）を郵送、Eメールまたは持参
◦応募期間：６月１日（木）～７月７日（金）（必着）
問 県庁下水道課　 TEL 077-528-4223　
FAX 077-528-4908　 e dd00@pref.shiga.lg.jp

　県下8地域で開催する地域ワーキングにおいて、今後の道
づくりへの意見等を述べていただける方を募集します。
◦開催回数：任期中3回程度（平日開催、原則公開）　
◦任期：平成29年6月上旬から平成30年3月末
◦募集人数：16名程度（1地域2名程度）
◦応募資格：県内に在住または通勤・通学している18歳以上の方
◦応募方法：住所、氏名、年齢、性別、職業、通勤・通学地域、

連絡先（電話番号）、および今後の滋賀県の道路整備に関する
意見や日頃から感じていることを記載した書類［様式自由］を、E
メール、郵送またはFAX　　◦しめきり：5月26日（金）必着

※詳しくは、県庁道路課のホームページをご覧ください。

問 県庁道路課　 TEL 077-528-4132　FAX 077-528-4903
e ha03@pref.shiga.lg.jp
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/h/doro/

県政にご参加ください

※②～③は国・地方公共団体の議員、常勤の公務員・県が設置している他の審議会委員等の委員を委嘱されている方を、①は左記に加えて
同審議会の委員になったことのある方を除く。

②人権施策推進審議会委員の募集
　人権が尊重される社会づくりについて調査審議を行ってい
ただく滋賀県人権施策推進審議会委員を募集します。
◦募集人数：2名以内
◦応募資格：県内にお住まいの方または県内に通勤、通学している方
◦応募方法：所定の応募書と1000字程度の意見書を郵送、

FAX、またはEメール　　　◦しめきり：6月1日（木）必着
問 県庁人権施策推進課　 TEL 077-528-3533　
FAX 077-528-4852　 e cf00@pref.shiga.lg.jp

　平成 29 年度は、「滋賀県基本構想」と「滋賀県行政経営方針」の計画期
間の後半を迎える重要な年度です。
　「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀」の実現に向けて、多様な主体との
協働のもと、「新しい豊かさ」を具現化するための組織を整備しました。

平成29年度
県の組織整備
① ④

②
⑤

⑥

国内外から人やものを呼び込む
新たな価値の創造・発信

琵琶湖や山と人々の暮らしとの
つながりの再生

だれもが健康で、活躍する社会づくり 働き方改革の推進に向けて

その他の組織整備

●観光交流局に「ビワイチ推進室」を設置
●「全国・世界から選ばれる滋賀」を目指して東京事務

所を「東京本部」に改組

●国立環境研究所琵琶湖分室の設置に伴う研究体制の
強化

●県民生活部に「スポーツ局」を設置、同局内に「交流
推進室」を設置

●医療および健康づくり、疾病予防に関する体制を強
化するため健康医療課を「医療政策課」と「健康寿命
推進課」に再編

●地域包括ケアシステム構築に向けた市町支援体制を
強化するため健康福祉事務所（保健所）に「医療福祉
連携係」を設置

●副知事を委員長とする「働き方改革推進委員会」を設
置

●土木交通部に「丹生水源地域整備推進室」を設置
●長浜土木事務所木之本支所に「丹生水源地域整備課」

を設置
●湖東土木事務所に「芹谷地域振興課」を設置（芹谷地

域振興事務所を廃止）
●企業庁「総務課」を「経営課」に改称
●成人病センターに「財務企画室」を設置

問 県庁人事課　 TEL 077-528-3154   FAX 077-528-4815

み ん な で
つ く ろ う 明 日 の し が

③ 若者の希望の創造
●教育委員会事務局に「特別支援教育課」を設置
●教育委員会事務局高校教育課に「高校再編室」を設置
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パスポートセンター ｢米原出張窓口｣
5月･6月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日は休業します(日曜日は受け取りのみ可)。
県パスポートセンター  TEL 077-527-3323  FAX 077-527-3329

県内の講座やイベント等を紹介する
ホームページ「におねっと」

講演・講座や学びの情報満載！

におねっと 検 索
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滋賀県公式Twitter・Facebook・Instagramをご覧ください！
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！！
●Twitter（https://twitter.com/watan_shiga）
●Facebook（https://www.facebook.com/pref.shiga）
●Instagram（https://www.instagram.com/watan_shiga/）

首都圏情報発信拠点の名称は「ここ滋賀」に決定！
　今年10月、東京・日本橋にオープン予定の首都圏情報発信拠点、“東京で滋
賀の魅力を体感できる場所”の名称が決まりました。

「ここ滋賀」という名称には、①「ここ」に滋賀があり、「ここ」か
ら滋賀を発信する、②「ここ」へ来れば、滋賀に行きたくなる、
③英語表記の「COCO」には、コミュニティ、コワーキングなど、
人と人とが手を結び共に創るイメージを、④滋賀といえば琵琶
湖であり、「湖国」といった意味を込めています。

問 滋賀県東京本部  情報発信拠点   TEL 03-6225-2951　FAX 03-6225-2950

無料 貸出

湖
南

◦対象：県内に居住し、60歳以上（平成
29年10月１日現在）で、学習意欲に富
み、通学および各種講義に出席しうる
健康な方で、卒業後、大学の学習成果
を生かした地域活動等に意欲がある方。

◦定員：草津校：145名、米原校：70名
◦募集要項（願書）配布：滋賀県レイカ

ディア大学事務局、県内の市町高齢者
福祉担当課、市町社会福祉協議会、公
民館、図書館などのほか、びわこシニ
アネットホームページ（HP http://www.
e-biwako.jp/）からもダウンロード可。

◦申込方法：郵送／持参
◦申込期間：6月1日（木）～ 7月31日（月）（必着）
◦授業料：各学年　前期・後期ともに

◦日時：6月25日（日）
◦会場：龍谷大学
　瀬田キャンパス
　（大津市瀬田大江町横谷1-5）

◦申込方法：しがネット受付サービス／
郵送／持参　◦しめきり：6月5日（月）

※試験区分・採用予定人数・受験資格等の詳
細は、受験案内または県のホームページを
ご確認ください。
問 滋賀県人事委員会事務局
TEL 077-528-4454　FAX 077-528-4970

　外見から分からなくても援
助や配慮を必要としている
方々が、周囲の方に配慮を
必要としていることを知らせることで、援
助を得やすくなるよう作成されました。
　ヘルプマークを身に着けた方を見かけ
た場合は、電車・バス内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかけるなど、
思いやりのある行動をお願いします。
◦配布対象者：義足や人工関節を使用し

ている方、内部障害や難病の方、妊娠
初期の方など、援助や配慮を必要とし
ていて、配布を希望する方
◦配布場所：県庁障害福祉課、各保健所、

市町障害福祉担当部署にて無償配布
問 県庁障害福祉課
TEL 077-528-3541　FAX 077-528-4853

　自動車税は必ず納期限の５月31日
（水）までに納めましょう。各金融機関の
ほか、各（県）税事務所、納税通知書裏
面に記載のコンビニエンスストア各店舗
で納税できます。納税通知書の発送は
５月８日（月）です。また、転居されたと
きは、住所変更手続きが必要ですので、
注意してください。
◦滋賀県自動車税事務所
　（自動車税および住所変更手続き）
TEL 077-585-7288　FAX 077-585-7299
◦近畿運輸局　滋賀運輸支局
　（車検証の住所変更手続き）
TEL 050-5540-2064

◦日時：８月14日（月）～ 15日（火）
◦会場：日本武道館（東京都千代田区）

◦対象：戦没者（原爆、一般戦災死没者
を含む）の原則として配偶者、子、兄弟
姉妹、孫で県内在住の方で８月14日～
15日の１泊２日の団体行動ができる方。

※原則１柱１回ですが、２回目の参加希望を
される方、また、障害をお持ちで介助者の同
行を必要とする方は、下記までお問い合わせ
ください。２回目の方は交通費、宿泊費など
の参加費用をご負担願う場合があります。

◦定員：50名程度
※応募者多数の場合は抽選とします。また、選

考結果は６月下旬に通知します。
◦申込方法：はがき　
※詳細はお問い合わせください。

◦申込期間：５月１日（月）～ 31日（水）
当日消印有効

◦参加費：5,000円程度
※介助者の参加費用（交通費、宿泊費等）は、

全額自己負担になります。
問 県庁健康福祉政策課
TEL 077-528-3514　FAX 077-528-4850

25,000円（教材費、傷害保険料、見学・研修の
経費および自主活動等に要する経費等は学生負担）

問 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
　 滋賀県レイカディア大学事務局
　 （〒525-0072草津市笠山七丁目8-138（県立

長寿社会福祉センター内））
TEL 077-567-3901

　県労働委員会の公益委員（弁護士
等）、労働者委員（労働組合役員）、使
用者委員（企業役員等）が三者一組と
なって相談に応じます。まずはお気軽に
事務局までお電話ください。
◦日時：４月～翌年３月の第４金曜日、

各日とも14時45分～ 17時10分
◦会場：滋賀県労働委員会
　　　　（大津市京町四丁目1-1）

◦対象：県内の労働者、労働組合、事業主
◦定員：各回２～３名（組）、ただし事前

の電話での申込みによる先着順
◦相談料：無料
◦しめきり：相談日の10日前の17時まで
問 滋賀県労働委員会事務局
TEL 077-528-4473　FAX 077-528-4972

レイカディア大学
第４０期学生募集

滋賀県職員
採用上級試験

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

自動車税の納期限は
５月31日です

全国戦没者追悼式への参列募集 

雇用のトラブル、
まず月例労働相談

生涯学習

催し・講座

募　集

試　験

おしらせ

知識・法律 仕 事

　滋賀らしい魅力をもつ商品やサービスを
自薦・他薦問わず募集し、その中から特に
クールで素敵なものを「ココクール マザー
レイク・セレクション」として選定します。  
◦募集期間：５月15日(月) ～６月30日(金)
◦応募方法：FAX、Ｅメール、しがネッ

ト受付サービス、 持参
問 県庁商工政策課
TEL 077-528-3715　FAX 077-528-4870
e fa00@pref.shiga.lg.jp

「ココクール マザーレイク・
セレクション2017」募集 

COCOSHIGA

▼ 修正後の案

情報BOX

inform
ation
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南

湖
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特別展示関連映画上映会
　開館5周年記念特別展示【シベリア抑留-
ユネスコ世界記憶遺産舞鶴引揚記念館所蔵
品より-】の関連映画上映会を開催します。
◦日時／内容：5月20日（土）：『帰還証

言-ラーゲリから帰ったオールドボーイた
ち-』（前編（終戦編））／ 6月17日（土）：

『帰還証言-ラーゲリから帰ったオールド
ボーイたち-』（後編（抑留編））

※チラシでご案内した上映日付が間違ってお
りました。おわびして訂正します。

映画上映会
◦日時／内容：5月28日（日）：ドキュメ

ンタリー映画「花はどこへいった～ベ
トナム戦争のことを知っていますか～」

（71分）／ 6月25日（日）：「フェイト
レスー運命ではなくー」（140分）

戦争体験を聞く会
◦日時／内容：6月11日（日）：「内湖干

拓の勤労動員を経て予科練へ」語り部：
水波堯さん（昭和5年生まれ、彦根市在
住）／ 7月16日（日）：「8月9日のソ連軍
侵攻からシベリア抑留へ」語り部：礒田
稔さん（大正15年生まれ、大津市在住）

各イベントとも
◦時間：13時30分～　◦申込不要
◦定員：80名（いずれも当日先着順に受付）
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

の森・ふれあいゾーン）の２コース６経
路から１経路を選び歩きます。／体験の
ブース／お楽しみのブース／食のブース

※体験後、先着500名様に素敵な森の
生きものクラフト作品をプレゼント。
森の体験ブースで、クラフト制作可。

◦申込不要　　◦定員なし
問 県庁都市計画課
TEL 077-528-4281　FAX 077-528-4906

※なお、滋賀マザーズジョブステーショ
ンにおいて、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

◦日時：5月28日(日)　10時～14時15分
◦会場：びわこ地球市民の森
　　　　（守山市水保町2727）

◦内容：自然とふれあいウォーク  南コース
（出会い・里の森ゾーン）、北コース（里

　保育人材バンクでは登録された方を
対象に、お仕事の紹介や、研修会、求
人情報の提供などを行っています。この
たび、気軽に登録・就職相談していた
だけるよう出張相談会を開催します。
◦日時：6月8日（木）　13時～ 16時
◦会場：堅田市民センター
　　　　（大津市本堅田三丁目8-1）

◦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、現在就職を希望さ
れている方、将来就職を考えている方

◦申込不要（ただし予約の方優先）
◦予約方法：電話／ FAX ／Ｅメール
◦定員なし　　◦参加費無料

◦日時：6月4日（日） 11時～ 18時
◦会場：近江神宮（大津市神宮町1番1号）

◦内容：江州音頭ニュースター／日本の
民謡・踊りの祭典／オープニングセレ
モニー／江州音頭総踊り／天台声明

※音頭に合わせて踊って
いただける方は、飛び
入り参加OKです。

◦申込不要　◦定員なし
問 滋賀県江州音頭普及会事務局
TEL 077-528-3741
FAX 077-521-5030

滋賀県平和祈念館

びわこ地球市民の森の
つどい2017

保育人材バンク
出張相談会

江州音頭フェスタ
inしが2017

生涯学習

貸出無料

交 流

催し・講座

無料

無料

仕 事

湖
西

　「琵琶湖周航の歌」が誕生100周年を
迎えるにあたり、記念式典を行います。
◦日時：6月24日（土）  13時～ 17時頃
◦会場：第1部：高島市民会館（高島市

今津町中沼1-3-1）／第2部：琵琶湖汽
船ビアンカ船内（今津港発着）

◦内容：第1部：講演等／第2部：ミニ
コンサート、ワークショップ等

問 文化プログラムフェスティバル事業実行委員会
TEL 077-523-7146
FAX 077-523-7147

琵琶湖周航の歌
100周年記念式典 生涯学習

湖
東

　身体拘束は、本人の体の自由を奪うだけ
でなく、人間としての尊厳を傷つける行為で
もあります。身体拘束廃止に向けた意識啓
発を図ることを目的にセミナーを開催します。
◦日時：6月24日(土) 13時30分～ 16時
◦会場：県立長寿社会福祉センター１

階大教室（草津市笠山七丁目8-138）

◦内容：講演「気づかずにしていませんか？
身体拘束や不適切なケア」 講師：社会福
祉法人桜井の里福祉会　佐々木勝則さん

◦対象：県内施設関係者、身体拘束廃止や
認知症ケアに関心のある方ならどなたでも

◦定員：定員300名　　◦参加費無料
◦申込方法：郵送／ FAX
◦しめきり：6月19日(月)（必着・先着順）  
問 県庁医療福祉推進課
TEL 077-528-3522　FAX 077-528-4851

平成29年度　
身体拘束ゼロセミナー 医療・健康

無料 貸出

無料
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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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