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新型コロナウイルス感染症の影響により、内容変更の可能性があります。ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

滋賀県
こどもと親の悩み相談

LINE相談
　滋賀県と滋賀県教育委員会は、様々な悩みを抱えるこどもや保護者から相談を受け、解決

の一助となるよう、LINE を活用した「こどもと親の悩み相談」を期間限定で実施します。学

校のこと、いじめのこと、友だちのこと、家族のこと、子育てのことなど、何でもご相談ください。

自分のこと
家族のこと

友だちのこと
学校のこと

いじめのこと
なんでも困ったら

相談してね

相談受付日時
令和2年7月１日（水）から令和２年７月16日（木）
毎日　午前９時から午後９時

対象者：滋賀県在住のこどもと保護者

問 県庁子ども・青少年局　 TEL 077-528-3551　 FAX 077-528-4854
問 滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課　 TEL 077-528-4668　 FAX 077-528-4953

相談は無料です。相談内容など相談者の秘密を守ります。 上の
二次元コードから
友だち登録
待ってます！

ひとりで
悩まないで

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、8月11日（火）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
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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！！
■ Twitter（https://twitter.com/watan_shiga）
■  Facebook（https://www.facebook.com/pref.shiga）
■  Instagram（https://www.instagram.com/shigaphotoclub/）
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新型コロナウイルス感染症の影響により、内容変更の可能性があります。ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

滋賀県
こどもと親の悩み相談

LINE相談
　滋賀県と滋賀県教育委員会は、様々な悩みを抱えるこどもやその保護者に対する相談を受

け、解決の一助となるよう、LINEを活用した「こどもと親の悩み相談」を試行的に実施します。

学校のこと、いじめのこと、友達のこと、家族のこと、子育てのことなど、何でもご相談ください。

自分のこと
家族のこと
友達のこと

学校のこと
いじめのこと

なんでも困ったら
相談してね

相談受付日時：
令和2年7月１日（水）から令和２年７月16日（木）
毎日　午前９時から午後９時

対象者：滋賀県在住のこどもとその保護者

問 県庁子ども・青少年局　 TEL 077-528-3551　 FAX 077-528-4854
問 滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課　 TEL 077-528-3551　 FAX 077-528-4854

相談は無料です。相談内容や相談者の秘密を守ります。
上の

QRコードから
友達登録
待ってます！

ひとりで
悩まないで

差替予定

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、8月11日（火）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

滋賀プラスワン Vol.186　12

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！！
■ Twitter（https://twitter.com/watan_shiga）
■  Facebook（https://www.facebook.com/pref.shiga）
■  Instagram（https://www.instagram.com/shigaphotoclub/）
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県庁情報政策課お問合せ 077-528-3382TEL 077-528-4839FAX ce00@pref.shiga.lg.jpe

Payment

【マイナポイント】 アプリを
ダウンロードして、
キャッシュレス決済サービスを登録

登録したキャッシュレスで
お買い物・チャージをすれば、
後日ポイントゲット！

5,000

※ お買い物やチャージの際に
　 マイナンバーカードは使いません。

IC

0120-95-0178☎
平日 9:30～20:00 / 土日祝 9:30～17:30

マイナンバー
カード
マイナンバー
カード

※ お住まいの市町で設定の支援を行っています。
※ キャッシュレス決済サービスは1人につき1つだけ選択できます。

実施期間：2020年9月～2021年3月 （政府予算額に達した場合は事前終了する場合があります）

マイナンバーカードの
申請はお早めに！
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IC

申請してからカードが届くまで1～2ヶ月かかります 申請方法がわからない方はこちらから

https://www.kojinbango-card.go.jp

【ホームページの場所】
滋賀県ホームページ
> 県民の方
> くらし
> マイナンバー

利用できるキャッシュレス決
済サービスの情報など、最新
のお知らせは、滋賀県ホーム
ページをご覧ください。

キャッシュレス
決済サービス
キャッシュレス
決済サービス

一人につき
支払 or チャージ額
20,000円を上限に
25%のポイント付与

99
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令和２年度しが生物多様性取組
認証制度の応募募集

　生物多様性の保全や自然資源の持
続的な利活用と社会経済活動との両立
を図る取組を評価・認証する認証制度
を設けています。企業の強み（付加価
値）として活用いただくため、積極的な
ご応募をお待ちしています。▲

対象者： 滋賀県内に本社または事業
所をおく事業者・団体等（法人、個人事業
者、教育機関（高等学校・大学等）など）

▲

認定基準：生物多様性に関する項目
が記載されたチェックシートの項目数
に応じ、1つ星、2つ星、3つ星の3
段階で認証します。

▲

募集期間：6月1日（月）～ 11月30 日
（月）まで随時募集

▲
申込方法：郵送又は持参

※応募様式は、
　県ホームページから
　ダウンロードできます。→

問 県庁自然環境保全課
　 生物多様性戦略推進室
TEL 077-528-3483 FAX 077-528-4846
e dg00@pref.shiga.lg.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、内容変更の可能性があります。ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

試 験

仕 事

仕 事

障害者対象
職員採用試験

職員採用試験
（初級・小中）

▲

日時： 第1次試験：11月1日（日）
　　　 　第2次試験：11月下旬

▲
会場：滋賀県大津合同庁舎

　　　　（大津市松本1-2-1）
▲

内容／採用予定人数：

　(1)滋賀県職員/一般事務3人程度
　(2)滋賀県市町立小・中学校事務職

員/2人程度

▲

受験資格：詳しくは受験案内を参照く
ださい。

▲

受験案内配布場所：県庁、各合同庁
舎、東京本部等

▲

申込方法：しがネット受付サービス／
郵送／持参

▲

申込期間：7月16日（木）～ 8月24日
（月）（消印有効） （ただし、点字による
受験希望の場合は8月17日まで）

問 滋賀県人事委員会事務局
TEL 077-528-4454   FAX 077-528-4970
e jinji-i@pref.shiga.lg.jp

▲

日時： 第1次試験：9月27日（日）
　　　 　第2次試験：10月中旬

▲

会場：滋賀県庁（大津市京町4-1-1）

▲

内容／採用予定人数：

　(1)滋賀県職員＜初級＞/一般事務3人程
度、警察事務3人程度、総合土木1人程度

　(2)滋賀県市町立小・中学校事務職
員/13人程度

▲

受験資格：平成11年4月2日～平成
15年4月1日に生まれた方

▲

受験案内配布場所：県庁、各合同庁
舎、東京本部等

▲

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3日（月）～ 9月3日（木）
（消印有効）

問 滋賀県人事委員会事務局
TEL 077-528-4454   FAX 077-528-4970
e jinji-i@pref.shiga.lg.jp

貸出

貸出
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お知らせ

【滋賀マザーズジョブステーション】
オンライン就労相談のご案内

旧優生保護法による優生手術
などを受けた方へ

第５３回滋賀県政世論調査に
ご協力ください

　滋賀マザーズジョブステーションは、“働
きたい女性”の希望を叶える応援窓口です。
　遠方にお住まいの方や、お仕事や介
護等でなかなか来所できない方向けに、
skype（スカイプ）やZoom（ズーム）を利
用した「オンライン相談」も実施しておりま
すので、ぜひお気軽にご利用ください。

詳細やご利用方法はこちら→
（滋賀県ホームページ）

LINE公式アカウントも開設しました！
　

セミナーやイベントのお知
らせを配信していきますの
で、ぜひご登録ください。

▲

休所日：月曜日、祝休日の翌日、GW、
お盆、年末年始、施設点検日

問 滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡
TEL 0748-36-1831

　昭和23年9月11日から平成8年9月
25日までの間に優生手術（子どもがで
きなくなる手術）などを受けた方へ、国
から一時金320万円が支給されます。

　支給にはご本人からの請求が必要で
す。詳しくは下記窓口へお尋ねください。
問 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
（健康寿命推進課内）

TEL 077-528-3653 FAX 077-528-4857
e eg0002@pref.shiga.lg.jp

　県内にお住まいの方を対象に、第
53回滋賀県政世論調査を実施します。
　この調査は、無作為に選定された満
18歳以上の3,000人の県民の方にご
協力いただき、県政についてのご意見
をお聴きするものです。
　今後の県政の方針を決める大切な資
料となりますので、お手元に県政世論
調査の調査票が届いた方は、ぜひとも
ご意見をお聞かせください。ご協力を
お願いします。

▲

回答期間：７月10日（金）まで

問 県庁広報課
TEL 077-528-3046 FAX 077-528-4804

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

令和２年度 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

▲

日時／会場：

　筆記試験：11月8日（日）（予定）／

　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）（予定）

　※車でのご来場はできません。　

　技能試験（設備士のみ）：11月29日
（日）（予定）／ポリテクセンター滋賀
（大津市光が丘町3-13）（予定）

▲

申込期間：電子受付：８月17日（月）
10時～ 9月2日（水）17時まで

　（HP http://www.khk.or.jp）

　書面受付：8月17日（月）～8月31日（月）
土日を除く9時～ 17時まで(下記まで郵送
か持参)

問 高圧ガス保安協会滋賀県試験事務所
（大津市京町4-5-23フォレスト京町ビル4階）

TEL 077-526-4718 FAX 077-526-4752


