平成29年10月29日(日)オープン決定！

情報発信拠点
「ここ滋賀」
開設に向けて
ただいま準備中!!
滋賀の魅力を見て、触れて、食べて
感じることのできる拠点の開設に向
け、現在、内装整備を進めています。
また、オープニングイベントをはじめ
とした企画催事、取扱商品やレストラ
ンメニューなどの検討もしています。
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ここ滋賀

＜交通アクセス＞
東京メトロ「日本橋駅」
B6、B8 出口すぐ
JR「東京駅」徒歩６分

屋上 テラス席
季節にあわせたイベント等
２階

滋賀の食材を使った
本格的な和食ダイニング

１階

滋賀県産の食品・工芸等
の物販、地酒バー、テイク
アウトコーナー、観光案内等

「ここ滋賀」ホームページは こちら→
問
TEL

明 日 の し が

み んなで
つ くろ う

滋賀県卸売市場審議会委員の募集
滋賀県の卸売市場のあり方などを定める滋賀県
卸売市場整備計画などについて、調査審議してい
ただきます。
◦任期：平成29年10月1日から2年間
◦募集人数：2名以内

N

ロ東

さい
県政にご参加くだ

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

◦ 応募資格：県内に居住または通勤・通学する方で、

年齢が満20 歳以上（平成29 年10 月1 日現在）の方。
※国や地方公共団体の議員や常勤の公務員の方、滋賀
県が設置している他の審議会などの委員を委嘱されて
いる方は応募できません。
◦ 応募方法：所定の応募書と1000字程度の意見

書（テーマ：「卸売市場および県産農畜水産物の流通に
期待すること」）
を郵送、FAX、Ｅメールまたは持参
◦しめきり：7月31日
（月）必着

※詳しくは、県庁食のブランド推進課のホームページをご
覧ください。
問
FAX

県庁食のブランド推進課 TEL 077-528-3891
077-528-4881 e gc01@pref.shiga.lg.jp
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みんな、わかったかな？

琵琶湖のコト 答え
答え：②沖島
近江八幡市の沖合約1.5kmにある
「沖島」は、日本でただ一つの、淡
水の湖に人が暮らす島。約300人がお住まいで、島には小学校もあります。
沖島は、古来漁業の島として栄え、今でも約100人の漁師さんが活躍
しています。
ビワマスやアユ、ニゴロブナ、エビなどが水揚げされ、県内では最もた
くさんの魚介類が水揚げされています。

沖島小学校

沖島と堀切新港を結ぶ通船は1日に12往復運航されています。
島内には自動車はなく、島内の主な移動手段は徒歩や自転車です。皆
さんも沖島を訪れて、沖島を散策してみませんか。

漁港の風景

答え：③約1,450万人

府県名

琵琶湖からの給水人口 (H25)

琵琶湖に流れ込む川は大小合わせておよそ460本。しかし、琵琶湖から流
れ出す川は瀬田川の1本だけ。瀬田川は宇治川、淀川と名を変えながら、大
阪湾へと注ぎ、京阪神地域の暮らしや産業をささえる水を供給しています。

滋賀県

1,168,950 人

京都府

1,807,760 人

大阪府

8,840,928 人

琵琶湖の水を利用する人口は、約1,450万人。日本に住む人のおよそ9人
に1人が、琵琶湖の水を使っていることになります。

兵庫県
合

計

2,756,558 人

14,574,196 人

答え：②ビワマス
ビワマスは琵琶湖だけに棲む固有種のサケの仲間です。主に刺網や引縄
釣によって漁獲されています。
琵琶湖八珍にも選定されており、鮮やかなサーモンピンクのお刺身は、切
り口に脂が輝き、口に含むと
「とろけ出す」
ような味わいが楽しめます。

2016年11月に東京日比谷公園で開催された第4回Fish-1グランプリでは、 ビワマスの刺身
「天然ビワマスの親子丼」が見事優勝するなど、その美味しさは折り紙つき。
皆さんも琵琶湖が育んだ、とっておきの夏の味覚を味わってみてください。

天然ビワマスの親子丼
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information

会場で対応しているもの

情報 BOX
試

験

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/）

◦ 受験申込書の配布場所：県庁、各合

同庁舎等
問

第２回警察官募集

車いす対応

滋賀県公式Twitter・Facebook・Instagramをご覧ください！

仕事

TEL

人事委員会事務局
077-528-4454 FAX 077-528-4970

◦日時：第１次試験／９月17日
（日）
車いす対応
エレベーター

◦ 会場：立命館大学びわこ・くさつキャ
◦ 採用予定人数：男性Ａ

12名程度／
女性Ａ ３名程度／男性Ｂ 12名程度
／女性Ｂ ５名程度

車いす対応
トイレ

◦受験資格： 男性Ａ及び女性Ａ区分
オストメイト
対応トイレ

ア.昭和62年４月２日以降に生まれた人
イ.四年制大学を卒業又は平成30年３
月31日までに卒業する見込みの人

おむつ替え
シート

ア.昭和62年４月２日から平成12年
４月１日までに生まれた人
イ.上記Ａ区分の学歴に該当しない人
◦申込方法：郵送／持参／しがネット受付

※詳しい申込方法は、受験申込書とともに交付す
る受験案内をご覧ください。

◦ 日 時： 第 １ 次 試 験 ／

9月24日(日)、
第２次試験／10月上旬
◦会場：滋賀県庁
（大津市京町四丁目1-1）

手話通訳

駐車場

〜 31日
（木）
（消印有効）／ネット受付：
８月１日
（火）〜 28日
（月）午後５時

〈初級〉／一般事務４名程度、警察事
務3名程度 ②滋賀県市町立小･中学
校事務職員／ 6名程度
年4月1日に生まれた方
◦申込方法：しがネット受付サービス／

郵送／持参
◦申込期間：8月1日(火)

～ 9月6日(水)

(消印有効）
◦ 受験申込書の配布場所：県庁、各合

TEL

賀県警察本部、県内の警察署、交番、
駐在所等で交付しています。

フリーダイヤル 0120-204-314

身体障害者対象
職員採用試験

仕事

◦日時：10月15日(日)（教養試験、作

文試験、適性検査）
10月22日(日)（口述試験）
※作文試験、適性検査、口述試験は、教養
試験の成績上位者数名についてのみ行い
ます。
◦会場：滋賀県大津合同庁舎

（大津市松本一丁目２番１号）
◦ 内容／採用予定人数：①滋賀県職員

／一般事務２名程度 ②滋賀県市町
立小･中学校事務職員／ 2名程度

仕事

◦日時／会場：11月12日
（日）筆記試験

／立命館大学 びわこ・くさつキャンパ
ス（草津市野路東１丁目１−１）、12月３
日
（日）技能試験（設備士のみ）／ポリテク
センター滋賀（大津市光が丘町3-13）
◦ 注意事項：車でのご来場はできませ

ん。公共交通機関をご利用ください。
◦ 申込期間：電子受付／８月21日
（月）

10時～９月１日（金）17時（下記HPに
て）、書面受付／８月21日（月）～９月
１日（金）土・日を除く８時30分～ 16
時30分（下記まで直接持参または郵送）
問

高圧ガス保安協会滋賀県試験事務所

（〒520-0044 大津市京町四丁目５-23）
TEL
HP

077-526-4718 FAX 077-526-4752
http://www.khk.or.jp

◦ 受験資格：次のすべてに該当する方

①昭和58年4月2日～平成12年4月1
日生まれ ②身体障害者手帳1級～ 6
級 ③県内居住
※詳しくは受験案内をご参照ください。
◦申込方法：しがネット受付サービス／

郵送／持参
◦ 申込期間：8月1日(火)

（消印有効）
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～ 9月6日(水)

境」および「食料品」分野で働きたい若
年求職者（概ね45歳未満）
であること
②採用日時点で失業者であること
◦定員：50名
◦申込方法：郵送／持参／下記HP

必着
◦しめきり：8月2日(水）
※下記HPからは12時まで

◦参加費無料
問

募
若年求職者技能習得
支援事業の案内

集

滋賀のモノづくり人材育成センター

（草津市西渋川１丁目1-14行岡第一ビル3階）
TEL
HP

077-561-2008
http://shutre.org

第18期犯罪被害者支援活動員
養成講座 受講生募集

人事委員会事務局
077-528-4454 FAX 077-528-4970

高圧ガス製造保安責任者試験
高圧ガス販売主任者試験
液化石油ガス設備士試験

滋賀県警察本部警務課採用係

（〒520-8501 大津市打出浜１番10号）
TEL

◦ 対象：①県内の
「高度モノづくり・環

同庁舎、東京本部等
問

◦ 受験申込書の配布：７月１日から滋

問

6月5日 から8月2日まで、 本 事 業 の
利用を希望される6期生を募集していま
す。県内のモノづくり産業で働きたい若
年求職者の方はぜひご参加ください。

◦ 内容／採用予定人数：①滋賀県職員

◦申込期間：郵送、持参：８月１日
（火）
要約筆記

仕事

◦受験資格： 平成8年4月2日～平成12

男性Ｂ及び女性Ｂ区分

託児

授乳室

職員採用試験（初級・小中）

ンパス（草津市野路東1丁目1-1）

定期間雇用しながら人材育成研修を実施
するとともに、モノづくり産業において求
職者と県内企業等とのマッチングを促進
し、求職者の正規雇用を目指すものです。

「聴き方」や「相談の基礎」から、犯罪
被害者支援員の活動に必要な傾聴やカ
ウンセリングのスキルを身に付けていた
だく養成講座です。
◦日時：9月6日
（水）～

11月8日
（水）の
毎週水曜日 13時30分～ 16時30分
◦会場：ピアザ淡海3階303会議室
（大津市におの浜一丁目1-20）
◦対象：次のいずれかに該当する方

・被害者支援活動にボランティアとして
参加できる方
・被害者支援について学びたい方
・相談支援業務に関わっている方(行政
担当者・各種相談員等)
・相談活動や「話を聴くこと」に関心があ
り学びたい方
・「聴き上手になりたい」
と思われる方
◦定員：30名程度
（先着順）
◦申込方法：郵送／ FAX ／ Eメール
（ 月 ）～ 8月31日
◦ 申 込 期 間：7月3日
（木）
◦ 参加費：全コース：15000円／ 1日
コース：2000円
※賛助会員割引制度あり
問

おうみ犯罪被害者支援センター

（大津市京町4丁目3-28
仕事

若年求職者技能習得支援事業は、就
業経験の少ない若年求職者（概ね45歳
未満）の方を民間人材サービス会社で一

1階）

・ FAX 077-527-5310
e npoovsc@yahoo.co.jp

TEL

有料

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」

パスポートセンター ｢米原出張窓口｣7月･8月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、7月18日(火)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

検 索

にお ねっと
講演・講座や学びの情報満載！

湖北

看護職就職説明会

仕事

◦日時：8月2日
（水）13時～

15時30分

◦会場：県立文化産業交流会館

プロ棋士を迎えての
対局指導
（囲碁）

◦日時：8月20日
（日）

護師の有資格者で就職を希望する方
／看護学生の方
◦申込不要

◦定員なし

◦参加費無料

滋賀県ナースセンター
077-564-9494
077-562-8998

問
TEL

（草津市笠山八丁目５番130号）
◦内容：

囲碁のプロ棋士 古田直義（四段）を迎
えての多面指しによる対局指導

無料

無料

湖東

交流

FAX ／持参
◦申込期間：7月15日
（土）～ 8月13日（日）
◦参加費無料
問 県立障害者福祉センター
TEL 077-564-7327
FAX 077-564-7641

◦日時：8月5日
（土）

午前の部：9時15分～ 12時15分
午後の部：13時30分～ 16時30分
◦会場：滋賀県水産試験場

（彦根市八坂町2138-3）
◦内容：水産試験場の施設見学
（飼育施

設、研究機材、調査船等）
、魚貝類・
プランクトンの観察や測定体験、湖魚
料理の試食体験等。
※都合により内容を変更することがあります。
◦対象：小学生以上の児童、生徒とその保護者
◦ 定員：午前・午後各15組
（ただし1組

4名まで） ※応募多数の場合は抽選
◦申込方法：参加者全員の氏名、年齢・代表

◦しめきり：7月19日
（水）（往復はがきの
◦参加費無料

滋賀県水産試験場 TEL 0749-28-1611
FAX 0749-25-2461
e gf30@pref.shiga.lg.jp
無料

生涯学習

滋賀県平和祈念館では、小学生、中
学生を対象とした
「夏休み子ども向け体
験学習」
を開催します。
◦日時：8月6日
（日）
、8月9日
（水）

各日14時〜 15時30分
◦会場：滋賀県平和祈念館

（東近江市下中野町431）
◦ 内容：８月6日
（日）／第５回『戦争体

験お話会』（広島原爆体験者）
、8月
9日
（水）／第６回『戦争体験お話会』
（長崎原爆体験者）
◦対象：小学6年生～中学生およびその保護者
◦定員：各回40名
（先着順）
◦申込方法：電話／

FAX ／Ｅメール

◦参加費無料

滋賀県平和祈念館
TEL 0749-46-0300
FAX 0749-46-0350
e heiwa@pref.shiga.lg.jp
問

無料

年齢、電話番号を記入のうえお申し込みください）

◦しめきり：7月26日
（水）

消印有効

◦参加費無料

県庁健康福祉政策課
077-528-3514 FAX 077-528-4850

問
TEL

琵琶湖一周
健康ウオーキング

医療・健康

琵琶湖一周を13回に分けて歩きます。
「ビ
ワイチ観光ウオーカー」（琵琶湖を歩いて一周
した方を滋賀県が認定する制度）認定に挑戦中
の方も、試しに1コースという方も大歓迎。
◦日時：8月27日(日)

9時～ 15時30分頃

◦会場：近江高島駅集合･近江今津駅解散
◦ 内容：第5回

近江高島駅～近江今
津駅／近江高島駅から近江今津駅約
18kmを歩きます。ベテランスタッフと
共に歩く速さ毎に3班に分かれて歩き、
救護車も併走しているので、初めての方
でも安心です。

◦申込方法：はがき／

FAX

◦しめきり：8月14日
（月）
◦参加費：500円

県庁交通戦略課
（主催：NPO法人 滋賀県ウオーキング協会）
TEL 077-528-3681
FAX 077-528-4837
問

盲ろう者通訳・介助者
養成講座

医療・健康

視覚と聴覚両方に障害がある盲ろう者
に対する、コミュニケーション支援と移
動支援を行う盲ろう者通訳・介助者の
養成講座を実施します｡
◦日時：9月28日
（木）～

2月22日
（木）

◦会場：県立聴覚障害者センター

（草津市大路2丁目11-33）他

◦ 内容：盲ろう者に対するコミュニケー

ション手段と移動介助の知識と技術の
習得を行います｡
◦ 対象：県内在住又は在勤で18歳以上

の方で、講座修了後、滋賀県盲ろう者
通訳・介助者に登録し、活動できる方

貸出

◦定員：20名
（定員を超えた場合抽選）

平和祈念滋賀県戦没者
追悼式参列者募集

◦ 日 時：8月26日
（土）

◦申込方法：はがき
（郵便番号、住所、氏名、

◦定員：100名
（先着順）

湖南

者の住所、電話番号（日中の連絡先）、FAX番
号・参加希望講座（午前の部、午後の部）を記
入のうえ、往復はがき、Eメール、FAXにて

貸出

平和の学校あかり・
ピーススクール

◦定員：100名
（応募多数の場合は抽選）

湖南

小学生以上の児童・生徒とその保護者を
対象に、琵琶湖の魚や水産業の魅力、水
産試験場の役割について、体験を通じて理
解していただける公開講座を実施します。

場合は当日消印有効）

先着４名まで）

◦申込方法：郵送／

無料

親子で学ぼう！
びわ湖水産教室

問

※対局は１人最長85分。対局順番は当日抽選
◦定員：先着12名
（うち障がいのない人は

湖東

FAX

12時45分～ 16時

◦会場：県立障害者福祉センター（会議室）

◦ 内容：県内の病院、訪問看護ステ－

◦ 対象：保健師･助産師･看護師・准看

交流

障がいのある人とない人が共に参加
し、お互いに交流を深めるとともに、親
睦を図り、棋力の向上と積極的な社会参
加を進めることを目的として開催します。

（米原市下多良２-137）

ション、介護福祉施設等への就職相
談が受けられます。各種催しとして、
ハンドマッサージ・ワンポイントメイク
アドバイス等もあります。

◦参加資格：県内在住の方

湖西

県内の病院、訪問看護ステ－ション、
介護福祉施設等が設けるブ－スで、個
別に看護職の就職についての説明が受
けられます。各ブ－スは自由にまわれま
す。会場への出入りは自由です。

湖南

催し・講座

10時 ～ 11時

30分ごろ
◦会場：ウカルちゃんアリーナ

（県立体育館：大津市におの浜四丁目2-12）

◦申込方法：郵送／

FAX ／Ｅメール

◦しめきり：9月7日
（木）（消印有効）
◦参加費無料
問

NPO法人しが盲ろう者友の会

（近江八幡市浅小井町925番地）
TEL

0748-31-2522

FAX

0748-31-2523

滋賀プラスワン Vol.168
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エコキッズ博士になろう！

環境

家族で参加できる省エネ・節電、地
球温暖化対策について楽しく学ぶ体験イ
ベントを開催します。
◦日時／会場：7月2日(日）
10時～

17時
／イオンモール草津（草津市新浜町300）、
7月24日（月）・25日（火）10時～ 15時
／琵琶湖博物館（草津市下物町1091）

車いす対応
トイレ

オストメイト
対応トイレ

◦内容：環境に関するゲームやクイズで

楽しく省エネ・節電が学べます。会場
では、環境省の公的資格を持った
「う
ちエコ診断士」が、各家庭の状況に合
わせた省エネ・節電対策をアドバイス
するうちエコ診断も実施します。うち
エコ診断は、当日申込みも可能です
が、事前に申込みいただくと、より正
確な診断をすることができます。

おむつ替え
シート

託児

授乳室

◦申込不要

イナズマロック フェス 2017
第9回目を迎えるイナズマロック フェスは、今年も滋賀ふるさと観光大使の西
川貴教さんをはじめとする魅力的なアーティスト達が勢ぞろいします。
◦日時：9月16日
（土）・17日
（日）両日14時～

20時（予定）
入場料：各日9,200円
※雨天決行（荒天の場合は中止） ◦
（3歳以上有料）

◦会場：烏丸半島芝生広場
（草津市下物町：県立琵琶湖博物館西隣）
※会場に駐車場はございません。公共交通機関およびシャトルバスをご利用ください。
HP

公式キャラクター
タボくん

西川さんから、県民の皆さんのために先行予約（各日1,000枚）が用意されています。
一般販売より先にチケットを購入できますので、ご利用ください。
（おひとり様4枚まで）
◦受付期間：7月1日
（土）7時

～ 8月16日
（水）23時59分

◦受付URL：http://cncn.jp/irf2017/
◦受付電話番号：0570-08-9988

受付QRコード

◦入金期限：予約日含め3日目の21時まで

◦チケット問い合わせ：キョードーインフォメーション

問

県庁温暖化対策課

TEL

077-528-3494

無料

FAX

077-528-4844

貸出

イナズマロック フェス2017に合わせて、滋賀県の観光の魅力をPRする
「おいで
～な滋賀体感フェア」
を開催します。
20時（予定）

湖南

共に生きる －出会いできらめくみんなの笑顔ー

交流

イナズマフードGP2017 in草津
イナズマロック フェス2017の前哨戦イベントとして、イナズマフードグランプリ
を開催します。主に滋賀県内の飲食店44店舗が出店し、イナズマロック フェス
2017のフリーエリアへの出店権をかけて来場者の人気投票で競います。

http://www.nef.co.jp/inazumafoodgp/2017/

問

県庁観光交流局

◦会場：県立障害者福祉センター

（草津市笠山八丁目５番130号）
◦内容：

・組紐体験・エコ風船飛ばし等
◦定員なし

◦参加費無料

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

滋賀プラスワン Vol.168

FAX

◦会場：滋賀県醒井養鱒場
（米原市上丹生）
◦ 内容：養鱒場のお仕事の紹介、滋賀

県の川や湖の魚についてのお話、マ
ス釣り体験、ニジマスやチョウザメと
のふれあい、エサやり体験、スタンプ
ラリー、マスづくし昼食
◦対象：小中学生と保護者
◦定員：各日50名
（先着順）
◦申込方法：電話（平日8時30分～ 17時15分）
◦しめきり：各開催日の２日前
◦参加費：大人1750円
（昼食代等として・別

途入場料500円必要）、小中学生2500円

問
TEL

滋賀県醒井養鱒場
0749-54-0301 FAX 0749-54-0302

有料

貸出

077-521-5030

ピノキオコンサート

～大人と子どものための音・学・会
at 琵琶湖博物館

交流

3日(木)、8日(火)、17日(木)、22日(火)、
24日(木) 各日10時30分～ 14時

・福祉車輌・環境対応車合同展示

・模擬店・スタンプラリー・大抽選
会・軽スポーツ体験コーナー

077-528-3743

◦日時：7月25日(火)、
27日(木)、8月1日(火)、

・和太鼓演奏・大道芸・吹奏楽演奏
・近隣施設作品展示・ミニ列車・縁
日・クイックマッサージ

TEL

夏休み親子さかな教室

10時～ 14時30分

貸出

◦入場無料

湖南

◦日時：７月23日(日）

無料

21時（予定）

HP

湖北

障がいのある人もない人も、夏まつり
につどい、障がいの理解と認識を深め、
「共に生きることの大切さを実感できる
社会づくり」の一助とします。

問

◦入場無料

◦会場：西友跡地
（JR草津駅東口徒歩3分「渋川」交差点近く）

第２７回夏まつり

TEL

0570-200-888（10時～ 18時）

【おいで〜な滋賀体感フェア】同時開催

◦日時：8月12日(土）
・13日
（日）両日10時～

駐車場

◦申込不要

TEL

◦会場：烏丸半島芝生広場
「イナズマロック フェス」
フリーエリア

◦参加費無料

手話通訳
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http://inazumarock.com/

《先行予約チケットの発売》

◦日時：9月16日
（土）・17日
（日）両日10時～

◦定員なし
要約筆記

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

催し・講座
湖南

車いす対応
エレベーター

information

会場で対応しているもの
車いす対応

情報 BOX

お申し込み・お問い合わせ

音楽

クラシック音楽を通して、未来を担う
子どもたちの豊かな心を育むおはなしと
演奏のコンサートを催します。
◦日時：7月30日(日)

14時～ 15時

◦会場：県立琵琶湖博物館

（草津市下物町1091）

◦内容：プロの演奏家による

バンドネオ

ン演奏（三浦一馬氏）等
◦対象：小学生以上
（中学生以下は保護

者同伴）

◦申込方法：琵琶湖博物館のホームペー

ジ（ HP http://www.lbm.go.jp/）から

◦しめきり：7月10日
（月） ◦参加無料

協力：（公財）
アルゲリッチ芸術振興財団
問
TEL

県立琵琶湖博物館
077-568-4811 FAX 077-568-4850

無料

貸出

