information

会場で対応しているもの

お知らせ
確定申告をお忘れなく！

車いす対応

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

おむつ替え
シート

平成29年分の所得税等の確定申告・
納 付 期 限は３月15日
（木）
、個人事業
者の消費税および地方消費税の確定申
告・納付期限は４月２日
（月）
です。
申告は正しくお早めにお済ませくださ
い。国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」を利用すると申告書等
の作成が便利です。さらにe-Taxを利用
して電子申告をすることもできます。詳
しくは、国税庁ホームページ（ HP http://
www.nta.go.jp）
をご覧ください。
問

託児

授乳室

要約筆記

手話通訳

駐車場

情報 BOX

最寄りの各税務署
TEL 077-524-1111
大
津
TEL 077-562-1315
草
津
TEL 0748-62-0314
水
口
TEL 0748-33-3141
近江八幡
TEL
彦
根
0749-22-7640
TEL 0749-62-6144
長
浜
TEL 0740-22-2561
今
津

自動車の登録・検査申請は
お早めに！
現在、使用されている自動車の名義
変更・住所変更・廃車などの登録や、
検査の有効期間が本年３月中のものな
ど、登録・検査手続きがお済みでない
ものはございませんか？
例年、年度末は、会社の決算期と自
動車税の賦課期日前の変更手続きなど
が重なり、一年中で最も業務が集中しま
す。特に３月下旬は、登録や検査の窓
口が大変混雑します。各種の手続きは
３月中旬までに済ませていただきますよ
うお願いいたします。
詳細については、運輸支局や自動車
税事務所へお問い合わせください。
●自動車の登録について
近畿運輸局 滋賀運輸支局
TEL 050-5540-2064
●自動車税について
滋賀県自動車税事務所
TEL 077-585-7288

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/）

とが家畜伝染病予防法で義務づけられ
ています。届出期限は飼養している家畜
により4月15日または6月15日となりま
す。詳しくは、家畜保健衛生所ホームペー
ジ（ HP http://www.pref.shiga.lg.jp/
g/kachiku/joho/kadennhoukaisei.
html#teikihoukoku)をご 覧くだ さい。
報告様式のダウンロードも可能です。
問

県庁畜産課

TEL

077-528-3853

問

家畜保健衛生所

TEL

0748-37-7511

さい
県政にご参加くだ

み ん な で つ くろう

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、皆さんからの応援（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。
問
TEL
FAX
HP

県庁企画調整課
077-528-3313
077-528-4830
http://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/

明 日 の し が

各委員募集のお知らせです。委員には、年に数回の会議に出席していただき、他の委
員とともに意見等を述べていただきます。

滋賀県公共事業評価監視委員会委員の募集
公共事業の効率性と透明性の向上のため、県が事業主体となる公共事業の評価を実施
しています。これらの評価について審議していただく滋賀県公共事業評価監視委員会
委員を募集します。（専門的な知識や技術は問いませんので、ぜひご応募ください。）
◦任期：平成30年8月1日
（水）から2年間

◦募集人数：2名以内

◦応募資格：県内に在住または通勤・通学されている満20歳以上の方（平成30年4月1日現在）

※平成30年8月1日時点において滋賀県の他の審議会等の委員に任命または委嘱されていない方
◦応募方法：HP掲載の応募書に必要事項を記入の上、意見書
（テーマ「私の考え

る公共事業の在り方について」1,000字程度）
を添えて郵送、FAX、Ｅメールの
いずれかにて送付ください。 ◦しめきり：4月30日
（月）必着
TEL 077-528-4119
FAX 077-524-0943
問 県庁監理課
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/
e ha00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県環境審議会委員の募集
本県の環境に関する計画や施策等について審議する
「滋賀県環境審議会」の委員
を募集します。（専門的な知識や技術は問いませんので、ぜひご応募ください。）
◦任期：平成30年6月1日
（金）から2年間

◦募集人数：３名以内

◦応募資格：県内に在住または通勤・通学されている満18歳以上の方
（平成30年

６月１日現在）。※県が設置している他の審議会等の委員に就任している方、以前に公
募により滋賀県環境審議会委員に選任された方は応募できません。
◦応募方法：HP掲載の応募書に必要事項を記入の上、意見書
（テーマ「日頃感じ

ている環境保全上の課題や提案等」1,000字程度）
を添えて郵送、Ｅメール、持
参のいずれかにて送付ください。
◦しめきり：3月14日
（水）必着
問
HP

県庁環境政策課 TEL 077-528-3354 e de0002@pref.shiga.lg.jp
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/de00/20180125.html

滋賀県社会教育委員の募集
社会の力で市民性を育み、活力ある地域を創る生涯学習・社会教育のあり方につ
いて、研究調査・審議を行っていただく滋賀県社会教育委員の一部を募集します。
◦任期：平成30年7月2日
（月）から2年間

◦募集人数：2名以内

◦応募資格：県内に在住または、通勤・通学されている満20歳以上の方
（平成30

鶏などの家畜飼養者は
届出をお忘れなく！
家畜（牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、
豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、き
じ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう）
を1
頭（羽）以上飼養している方は、毎年2月
1日現在の飼養状況を知事に届出するこ
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年7月2日現在）

※平成30年7月2日時点において滋賀県の他の審議会等の委員に委嘱されていない方
◦応募方法：HP掲載の所定の応募書に必要事項を記入の上、意見書
（テーマ「人を

育て、地域創生を図る生涯学習・社会教育のあり方について」1,000字程度）を添
えて郵送、持参のいずれかにて送付ください。
◦しめきり：4月6日
（金）必着
問

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 TEL 077-528-4654 FAX 077-528-4962
HP http://www.nionet.jp/

e ma06@pref.shiga.lg.jp

パスポートセンター ｢米原出張窓口｣
3月・4月・5月のお休みのお知らせ

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」

月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、5月1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！

募

集

湖東

４月から国保制度が変わります

平成30年度滋賀県立大学
前期公開講義の受講生募集

国民健康保険を将来にわたって守り続けるため、滋賀県は市町とともに国保の
運営の安定化と保険料負担の公平化を目指して取組を進めます。

生涯学習

ー国保の加入者にはどのような影響がありますかー

滋賀県立大学では「キャンパスは琵琶
湖。テキストは人間。」をモットーに、人間
と環境に深い関心を持ち、地域に根ざし
た研究および教育活動を展開しています。

医療の受け方は変わりません。また、住所変更や加入脱退の手続、国保料（税）
の納付、特定健診などの事業はこれまでどおりお住まいの市町が窓口です。
問
FAX

「公開講義」は、通常の授業を広く県民の皆
さんに開放し、学生と机を並べて学んでいた
だく制度です。単位認定はありませんが、皆
さんの興味、関心のあるテーマについて半年
間大学に通いながら見識を深めてください。
◦前期の授業期間：4月〜

TEL

077-528-3576

滋賀県

国保改革 検

索

滋賀県議会議員の定数等について
滋賀県議会議員の定数と選挙区、選挙区別定数について、平成31年に行われ
る次期一般選挙からの取扱いが次のとおり決定しました。

7月

◦議員定数：44人
（現行どおり）

◦会場：滋賀県立大学
（彦根市八坂町2500）

◦選挙区・選挙区別定数
（現行どおり）

◦対象：18歳以上の方

選挙区
大津市
彦根市
犬上郡
長浜市
近江八幡市
竜王町

※科目によっては受講資格等条件が付いてい
る科目もあります。詳しくは「募集要項」をご
覧ください。
◦定員：各科目若干名
◦ 申込方法：
「募集要項」に添付の申込

書に必要事項を記入し、郵送または
ご持参ください。
※「募集要項」は、2月26日
（月）以降、電話
やFAX、Eメールなどでご請求いただけれ
ば郵送いたします。

問

定数
10人
4人
4人
3人

選挙区
草津市
守山市
栗東市
甲賀市
野洲市
湖南市

滋賀県議会事務局政策調査課

TEL

◦受講料：1科目につき6,000円
（テキス

狂犬病予防注射月間

ト代は別途）

滋賀県立大学地域共生センター
（地域連携推進グループ）
TEL 0749-28-8210
FAX 0749-28-8473
e chiiki_grp@office.usp.ac.jp
問

毎年4月から6月までは狂犬病予防注
射月間です。狂犬病は日本など一部の
地域を除いて全世界で発生しています。
人への感染を防ぐためには、犬への予
防注射が最も有効な手段です。飼い主

貸出

定数
4人
2人
2人
3人
2人
2人

選挙区
高島市

定数
2人

東近江市
日野町
愛荘町

5人

米原市
合計

1人
44人

077-528-4094

お知らせ

◦募集期間：2月26日
（月）〜 3月16日（金）

無料

県庁医療保険課
077-528-4862

FAX

077-528-4940

には、生涯1回の犬の登録と毎年の予防
注射や鑑札・注射済票の着用が義務づ
けられていますので、必ず実施してくだ
さい。集合注射の日時、会場は各市町
広報誌をご覧ください。詳しくは、お住
まいの各市町役場へお問い合わせくだ
さい。
問 県庁生活衛生課
TEL 077-528-3641
FAX 077-528-4860

「秦荘のやまいも」とジェラート職人のコラボ作品
「やまいもジェラート」のモニタリングをしました！
〜東京の消費者やマーケットの反応は？〜

滋賀県愛知郡愛荘町（旧秦荘町）で約300年前から地元住民に愛さ
れ、守られてきた
「秦荘のやまいも」。滋賀県を代表する希少性の高い
やまいもで、すりおろすと箸で持ち上がるほどの強い粘りと甘みがあります。
イタリアンジェラート世界大会で3年連続金賞を受賞した横山千尋氏により、「秦荘の
やまいも」
を使った
「やまいもジェラート」が実現！
今後の商品化に向けて、消費者やバイヤー 29人を集めたモニタリングが、「秦荘のや
まいも」振興会の主催で実施されました。食味、風味、量、価格、パッケージデザインなど、
商品化に向けてモニターから様々な意見が寄せられ、大変盛り上がりました！
営業時間
このほかにも、様々な企画催事を実施しています。
詳しくは「ここ滋賀」ホームページをご覧ください！

3 月21日
（水・祝）
イベント
SHIGA's BAR
in ニホンバシ

「ここ滋賀」横の公
開空地で滋賀の地
酒を楽しむイベン
トを開催！

「ここ滋賀」
1日店長
就任！
しが広報部長
髙橋ひかるさん

１F マーケット：10時～ 20時
地酒バー 「SHIGA's BA R」 ：10時～ 23時
総合案内「SHIGA's CONCIERGE」：10時～ 20時
２F レストラン「日本橋 滋乃味」
：11時30分～14時／18時～ 23時

東京都中央区日本橋 2-7-1（ TEL 03-6281-9871）
東京メトロ・都営地下鉄「日本橋駅」B6、B8 出口すぐ
JR「東京駅」八重洲北口徒歩６分

最新の情報は
こちらから !!
ここ滋賀

検索
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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

｢耳の日記念｣
―難聴者のためになる集い― 医療・健康

3月3日の「耳の日」にちなみ、難聴・
言語障害のある方のためのイベント
「『耳
の日記念』―難聴者のためになる集い
―」
を開催します。
難聴の最新医療についての講演、ア
トラクションを行います｡ どなたでも参
加できますので、ぜひお越しください。
◦日時：3月

4日（日） 13時30分～ 16時

◦会場：大津市ふれあいプラザ

大ホール

(大津市浜大津四丁目1-1
「明日都浜大津」4階)
◦ 内容：講演
「難聴の最新医療につい

て」伊藤 壽一先生（滋賀県立総合病
院研究所所長・京都大学名誉教授）
／アトラクション：自彊術 門 喜美子
先生
◦定員なし ◦参加無料 ◦申込不要
問 滋賀県中途失聴難聴者協会事務所
（草津市大路２丁目11-33
県立聴覚障害者センター内）

ため、標語を募集しています。なお、入
選者には表彰状と副賞が授与されます。

険登録料510円が必要）
県立琵琶湖博物館
TEL 077-568-4811
FAX 077-568-4850

◦募集部門：小学生の部、中学生の部、
高校生の部、一般の部（上記以外の学
生および一般の方）／１人５作品まで

問

無料

※統計調査員の部、公務員の部については、
各市町統計主管課へお問合せください。

貸出

◦申込方法：郵送／

滋賀県平和祈念館
開館6周年事業

生涯学習

滋賀県平和祈念館は、「語りつぐ 平
和へのねがい」
を使命として、平成24年
（2012年）3月17日に開館してから、ま
もなく6年を迎えようとしています。この
たび、開館6周年を迎えるにあたり、様々
なプログラムを実施します。平和へのね
がいを深めていただくきっかけづくりとし
て、ぜひ滋賀県平和祈念館にご来館く
ださい。
◦日時：3月11日
（日）10時～

16時40分

◦会場：滋賀県平和祈念館

（東近江市下中野町431）

◦参加費無料
生涯学習

◦日時：3月18日(日)

問
TEL

◦申込不要

滋賀県平和祈念館
0749-46-0300 FAX 0749-46-0350

13時30分～ 16時30分
◦会場：県立琵琶湖博物館

(草津市下物町1091)

◦内容：博物館の利用者参加制度
「はし

かけ」への加入希望者を対象とした登
録講座です。はしかけ制度の概要と
活動中のグループの紹介を行います。
◦定員なし
◦対象：年齢制限はありませんが、18歳
未満の方が登録する場合には保護者の
同意が必要です。

無料

FAX ／Ｅメール

◦しめきり：3月31日
（土）

◦定員：いずれも80名
（当日先着順）

湖南

琵琶湖博物館
はしかけ登録講座

◦参加費：無料
（登録時にボランティア保

映会／活動発表会／戦争体験を聞く会
「命を守った鉄かぶと-大阪空襲・住
友金属での体験談-」早瀬允人（はや
せ のぶひと）
さん など

手話通訳

駐車場

◦申込方法：当日受付13時～（セミナー室）

◦ 内容：新作DVD「戦争証言2017」
上

077-561-6116

FAX

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

湖東

車いす対応
トイレ

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

◦応募先：総務省政策統括官付

統計企画管理官室普及指導担当
（〒162-8668 東京都新宿区若松町19－1）
e toukeinohi@soumu.go.jp

03-5273-1189
県庁統計課
077-528-3393 FAX 077-528-4835

FAX
問
TEL

滋賀県警察官（Ａ区分：大学既卒、
大学卒業見込み）の募集について

仕事

◦試験日時：5月13日
（日）
◦会場：立命館大学びわこ・くさつキャン

パス（草津市野路東一丁目1-1）
◦ 採用予定人数：男性A：約30名、 女

性A:約10名
◦ 対象：4年制大学を卒業または平成

31年３月31日までに卒業する見込み
の者
◦申込方法：郵送／しがネット受付サー

ビス／持参
※詳しい申込方法は、受験案内または滋賀
県警察のホームページをご覧ください。
◦ 受験案内・受験申込書の交付：滋賀

貸出

募

集

平成30年度
「統計の日」
標語募集
総務省では、統計の重要性に対する
関心と理解を深め、統計調査に対して、
より一層の協力が頂けるようにと定めた
「統計の日」（10月18日）の周知を図る

県警察本部、県内の警察署、交番、
駐在所等で交付
◦受付期間：3月1日（木）～４月20日

（金）
滋賀県警察本部

問

警務課採用係

（〒520-8501 大津市打出浜1-10）
TEL
HP

フリーダイヤル 0120-204-314
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

