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2024 滋賀国スポ・障スポ
愛称・スローガン決定！

うぉーたんと一緒に
健康ストレッチ！

　下記の二次元バーコードをスマートフォ
ンで読み取っていただくと、うぉーたんが
先生と一緒にストレッチに挑
戦する動画が見られます。
　うぉーたんと一緒に楽しくス
トレッチを続けましょう！

②滋賀県下水道審議会委員の募集
　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
査審議していただく滋賀県下水道審議会の委員を募集しま
す。▲

任期：令和元年10月1日（火）から2年間▲

募集人数：1名　　

▲

応募締切：6月7日(金)(必着)▲

応募資格：県内に居住、通学または通勤する満18歳以
上(令和元年10月1日現在)の方。▲

応募方法：郵送、Eメール、持参（所定の応募用紙および
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・下水道汚泥等の有効利用、今後下水道
に求められる役割や課題・1,000文字程度）にて応募ください）

問 県庁下水道課　 TEL 077-528-4213  
FAX 077-528-4908　 e dd00@pref.shiga.lg.jp

　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の委員を募集します。▲

任期：令和元年7月30日（火）から2年間▲

募集人数：2名以内▲

応募資格：県内に居住、通学または通勤されている方▲

応募方法：郵送、FAX、Eメール（HP掲載の応募書および
意見書（1,000文字程度）にて応募ください）▲

応募締切：5月20日(月)(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

明日のしが 県政に
ご参加ください

自動車税の新しい納税方法/納期限

オオキンケイギクにご注意を！

　自動車税の新しい納税方法が増えまし
た!!  スマートフォンなどを使って、「いつ
でも・どこでも」納税でき、大変便利です。

１．クレジットカードを利用した納税
２．LINEの決済サービス「LINE Pay」

を利用した納税
３．スマホ決済アプリ「PayB」を利用した納税
※ご利用いただく前には必ず県のホームペー

ジをご覧ください。
　また、自動車税は納期限の5月31日（金）までに

　オオキンケイギクは「特
定外来生物」のため栽培は
禁止されています。5 〜 9
月頃まで黄色い花を咲か
せますので、庭などで見つ

※①、②いずれも、国または地方公共団体の議員や常勤の公務員の方、滋賀県の他の審議会等の附属機関の委員を委嘱されている方は応募
できません。

①滋賀県人権施策推進審議会委員の募集

おしらせ 必ず納めましょう!!  転居された場合は、所定の住
所変更手続きが必要ですので、ご注意ください。
問 県庁税政課　　 TEL 077-528-3226
HP https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/

kurashi/zeikin/303535.html

けたら、根を残さないように抜き取って、燃
えるごみとして出してください。
問 県庁自然環境保全課
TEL 077-528-3483  FAX 077-528-4846

令和元年度の県の組織 　今年度は、「変わる滋賀 続く幸せ」を基本理念に据えた新しい基本構想のもと、「人」「経済」「社
会」「環境」の4つの視点で描く2030年の姿の実現に向けて第一歩を踏み出す重要な年度です。対
話と共感、協働のもと、先駆的・重点的な施策を推進するため、以下のとおり組織を整備しました。

■「人」 自分らしい未来を描ける生き方　　
●待機児童解消や幼児教育・保育無償化等に対応するため、
子ども・青少年局に「子育て支援室」を設置
●増加する児童の一時保護事案に対応するため、大津・高島
子ども家庭相談センターに「一時保護所」を設置
●文化財の活用の推進等を図るため、文化芸術振興課に「文
化財活用係」を設置
●安土城など本県の城郭の価値や魅力を一層発信するため、
文化財保護課城郭調査係を「安土城・城郭調査係」に改称

■「環境」 未来につなげる 豊かな自然の恵み
●本県で令和 3年に開催予定の第 72 回全国植樹祭の準備を
進めるため、琵琶湖環境部に「全国植樹祭推進室」を設置

■「経済」 未来を拓く 新たな価値を生み出す産業
■「社会」 未来を支える 多様な社会基盤
●多文化共生等の取り組みを推進するため、総合企画部に「国
際課」を設置
●森林・林業・山村を一体的に捉えた「やまの健康」を推進
するため、森林政策課に「やまの健康推進係」を設置
●近江鉄道線のあり方検討をはじめ、持続可能な地域公共交通
網の形成に向け、土木交通部に「県東部地域公共交通支援室」
を設置

■その他（部の再編）
総合政策部および県民生活部を廃止し、「知事公室」、「総合企
画部」および「文化スポーツ部」を設置

問 県庁人事課　 TEL 077-528-3154　 FAX 077-528-4815　 HP http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/

みんなで
つくろう
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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)。

問 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



情
しが

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/）

催し・講座

おしらせ

カイゴとフクシ就職フェア
inしが

　4日間で100法人が参加する県内最大級
の福祉就職フェアです。きっと自分に合う
魅力ある職場に出会えます！

▲

日時・会場：6月1日（土）　ビバシティ
彦根（彦根市竹ヶ鼻町43-1）／ 6月16日（日）、
7月６日（土）、7日（日）コラボしが21（大津

市打出浜2-1）　各日12時30分〜 16時

▲

内容：県内の介護・福祉事業者がブースご
とに分かれ、業務内容や採用予定を説明す
るほか、ご質問にお答えします。資格取得
や職場体験などの相談コーナーもあります。

問 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
　（介護・福祉人材センター）
TEL 077-567-3925  FAX 077-567-3928
e jinzai@shigashakyo.jp

発掘された近江の歴史
最前線2019

　5月からスタートの連続講座です（全9
回）。文化財や考古学のスペシャリストた
ちが最新の情報を分かりやすくお伝えしま
す。近江が舞台となる話題のドラマがより
楽しめる「特別講座」もあります（9月・1月）。

▲

会場・時間：県立図書館（大津市瀬田
南大萱町1740-1） ほか・各回13時30
分〜 15時15分

▲
日時・内容／ 5月24日（金）　法隆寺式軒
瓦が語るもの／蜂屋遺跡のヒミツ、6月21日

（金）　穢れを流す／上御殿遺跡の古代祭祀
※7月以降の講座はホームページを参照、も

しくは下記までお問い合わせください。

▲

定員：100名（申込先着順）

▲

申込方法：電話

▲

申込締切：5月22日（水）17時15分まで  

▲

受講料：全9回分6,000円（初回一括

払い・博物館企画展観覧料込み）

問（公財）滋賀県文化財保護協会
TEL 077-548-9780
　（平日8時30分〜 17時15分）

生涯学習

うちエコ診断の受診者を
募集しています

　家庭での省エネの取り組みを進める
「うちエコ診断」を今年度も実施します。

募　集

試　験

滋賀県平和祈念館
ボランティア登録講座

生涯学習

　県民の戦争体験を語り継ぐボランティ
アをしてみませんか。平和祈念館でボラ
ンティアとして活動していただける方へ、
ボランティア登録講座を開催します。

▲

日時：5月19日（日）10時30分〜 12時

▲

会場：滋賀県平和祈念館（東近江市下中野
町431）

▲

参加要件：平和祈念館の考え方に賛
同し、協働で活動に取り組む意思を
お持ちの方。※18歳未満の方は保護者

の同意が必要です。

▲

申込方法：電話／ FAX ／Ｅメール

▲

申込締切：5月18日（土）

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

　8月15日政府主催による全国戦没者追
悼式に参列されるご遺族を募集します。

▲

日時：8月14日（水）〜 8月15日（木）

▲

会場：日本武道館（東京都千代田区）▲

対象：戦没者（一般戦災死没者等を含む）

の原則として配偶者、子、兄弟姉妹、孫、
戦没者の子および兄弟姉妹の配偶者、
甥姪で県内在住の方／ 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
望される方、障害がおありで介助者の
同行を必要とする方は下記までお問い

全国戦没者追悼式への参列募集

▲

試験日：

　第一次選考／筆記試験　7月7日（日）、
面接試験　7月13日（土）・14日（日）
第二次選考／8月17日（土）〜8月30日

（金）の間で指定する1日または2日間

▲

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)ほか

▲

出願受付期間：5月7日（火）〜 5月
24日（金）　※詳細は滋賀県教育委員会
ホームページでご確認ください。

▲

申込方法：しがネット受付サービス／
その他

▲

定員なし　　　　

▲

受験料不要
問 滋賀県教育委員会事務局教職員課 
TEL 077-528-4534  FAX 077-528-4951

第６１回「水道週間」の実施について

　6月1日から7日までは「第61回水道
週間」で、「いつものむ　いつもの水に　
日々感謝」をスローガンに、水道の現状
や課題についてご理解を深めていただく
ため、さまざまな啓発活動を行います。

▲

日時：6月1日(土) 〜 7日(金)

▲

内容：浄水場の一般公開など

問 県庁生活衛生課
TEL 077-528-3645  FAX 077-528-4860

仕 事

環 境

無料 貸出

2020年度滋賀県公立
学校教員採用選考試験

仕 事

無料

環境省認定の公的資格を持つ「うちエコ
診断士」が、ご家庭のライフスタイルに
合わせ無理なくできる省エネ対策を、無
料で診断・アドバイスします。ご家庭へ
の訪問診断はもちろん、事業所や自治
会等へも出向いて診断します。

▲

定員：100名（先着順）　

▲

申込方法：電話／ FAX ／Ｅメール／
持参／その他

▲

申込締切：11月末

問 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
（草津市矢橋町字帰帆2108）

TEL 077-569-5301  FAX 077-569-5304
e ondanka@ohmi.or.jp

合わせください（2回目の方は参加費用を
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）
　　　　※結果は６月下旬に通知します。　

▲

申込方法：はがき（参加希望者の郵便番
号、住所、氏名、ふりがな、生年月日、年齢、
性別、戦没者との続柄、電話番号、戦没者
の氏名、ふりがな、戦没時の本籍都道府県
名、陸軍・海軍の区分を記入して送付）▲

申込期間：5月1日(水）〜 5月31日（金）

▲

参加費：5,000円程度　※介助者の参
加費用（交通費、宿泊費など）は全額自己
負担になります。

問 県庁健康福祉政策課
　 （〒520-8577 大津市京町4-1-1)
TEL 077-528-3514  FAX 077-528-4850
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このコーナーでは、滋賀にまつわるドラマ関連のトピックスをお伝えしていきます。
今回は、今年９月末に放送開始予定の連続テレビ小説「スカーレット」についてお届けします。～ドラマ編～

トピックス

Topics
滋賀県

催し・講座

びわこ地球市民の森の
つどい2019の開催

生涯学習

▲

日時：5月26日(日)9時30分〜 14時　

▲

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〈里の森ゾーン〉、北コース〈里の森・
ふれあいゾーン〉の２コース／体験の
ブース（ツイストパン体験、しおりづくり、

ネイチャーゲーム、クラフト等）／お楽し
みのブース（高所作業車体験、キャラク

ターとのふれあい等）／食のブース（焼き
そば、綿菓子、かき氷、唐揚げ、ポテト、
たこせん、カレー等を販売）

※先着500名様には素敵な森の生きものクラ
フト作品をお渡しします。また、森の体験
ブースではクラフトが作れます。

問 県営都市公園びわこ地球市民の森
　森づくりセンター   TEL 077-585-6333

醒井養鱒場「新緑ます祭」 ２０１9滋賀の保育所・
認定こども園等就職フェア

交 流

　鮮度抜群のマス料理をほお張り、お
子さまでも手軽に楽しめる釣り体験で清
流の魚とふれあう。新緑まばゆい春の醒
井養鱒場で、そんな一日を過ごしてみま
せんか。

▲

日時：5月26日(日)10時〜 15時

▲

会場：滋賀県醒井養鱒場（米原市上丹生）

▲

内容：マスのみそ汁のふるまい、マ
スの塩焼きや揚げ物などの即売（お
祭り特価！）。釣り、エサやり体験（別
途料金）。スタンプラリーや楽しい景
品があたるビンゴ大会、ノルディック
ウォーク体験、キッズコーナーなど。

▲

入場料金：大人500円／高大生300
円／中学生以下無料

問 醒井養鱒場指定管理者
　（滋賀県漁業協同組合連合会）
TEL 0749-54-0301

　県内保育所・認定こども園等への就職を
促進するため、就職フェアを開催します。

▲

日時・会場：彦根会場／ 6月2日（日）　
ビバシティ彦根（彦根市竹ヶ鼻町43-1）

　大津会場／ 6月16日（日）　ピアザ淡海
大会議室（大津市におの浜一丁目1-20）

　※大津会場は大津駅より無料バス有

▲

内容：各園の保育内容、特色、採用
情報や働く保育士の声を直接聞くこと
ができます。

▲

対象：保育の職場に就労を希望する
学生および一般求職者▲

定員なし　

▲

申し込み不要
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

　やきものの里・甲賀市信楽で陶芸家として奮闘する女性の
波乱万丈な人生をオリジナルストーリーで描く「スカーレット」。
4月2日から滋賀県内各地での撮影が始まっています。4月3
日には、ヒロインを演じる戸田恵梨香さんとドラマの制作統
括・内田ゆきさんが県庁を訪問されました。
　戸田さんは琵琶湖を間近に見た印象を「これは確かに、う
みだ！ 想像をはるかに超える大きさに圧倒されました」と話さ
れました。また、「陶芸はむずかしい。だからこそ、その奥
深さに夢中になってワクワクしています。陶芸が趣味になるか
も」と笑顔を見せる戸田さんに、三日月知事は「女性陶芸家な

らではの感性と葛藤を描くドラマを通して、信楽の町とやきも
の、滋賀の美しい風景に皆さんが共感してくださることを期
待しています」とエールを送りました。

主演の戸田恵梨香さんが県庁を訪問 !

無料 無料

仕 事

無料

彦根

有料

大津

お申込み・お問合せ
■ 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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