
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(日曜日は交付のみ可)。
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

　身体障害者手帳の認定に係る肝臓機
能障害の基準が変更されます。  
　新基準は、平成28年4月1日以降に
身体障害者手帳にかかる指定医師が身
体障害者診断書・意見書（肝臓機能障
害）を作成したものから適用されます。
　身体障害者手帳（肝臓機能障害）の取
得をご検討の方、すでに所持されている
方で等級の変更をお考えの方は、まず
は指定医師にご相談ください。
問 県庁障害福祉課
TEL 077-528-3543　FAX 077-528-4853

　平成28年6月1日現在で、全国の全て
の事業所・企業を対象として「経済セン
サス-活動調査」を実施します。  
　この調査は、全産業分野の売上（収入）
金額や費用などの経理項目を同一時点
で網羅的に把握し、全国の事業所・企
業の経済活動を全国的および地域別に
明らかにすることを目的としています。  
　調査の結果は、政策決定や経営計画
の参考資料とし、皆様の暮らしをよりよ
くするために活用されますのでご協力を
お願いします。ぜひ、安心・便利なイン
ターネットでご回答ください。
問 県庁統計課
TEL 077-528-3398
FAX 077-528-4835

　平成23年に家畜伝染病予防法が改正
され、鶏などの対象家きん（＊）を飼養さ
れている方は、毎年2月1日の飼養状況
を「定期報告書」にて6月15日までに都
道府県知事に報告することが義務づけら
れました。1頭、1羽のペットについても
定期報告書の提出が必要です。  
　詳しくは滋賀県家畜保健衛生所ホー
ムページをご覧ください。  

（＊）鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ 
　　ほろほろ鳥・七面鳥

問 県庁畜産課
TEL 077-528-3853　FAX 077-528-4883
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kachiku/

　滋賀県では地域活動の活性化や行政
サービスの充実等に努めるため、県民、
NPO、地域団体、企業等の皆さんから
県との協働に関する提案や相談を受け

　県内での開業を支援するため「開業資
金」をリニューアルし、融資限度額の拡
大、融資利率の引き下げ、融資期間の
延長等を行いました。

＜改正後の制度内容＞
◦融資対象者：開業前～開業後5年まで
※自己資金の要件があります。

◦資金使途：県内で新たに開業するた
め、または開業後事業基盤の確立を
図るための設備資金、運転資金

◦融資限度額：2,500万円
◦融資利率：年1.25％
◦融資期間：7年（据置1年）以内
◦信用保証料：1.0％（一般保証利用

の場合は、0.37 ～ 1.82％）
※創業サポート枠（新設）、女性創業枠の要

件を満たす方は0.3 ～ 0.5%信用保証料の
引き下げがあります。

◦申込先：商工会議所、商工会、産業
支援プラザ

※詳しい内容はお問い合わせください。

問 県庁中小企業支援課
TEL 077-528-3732　FAX 077-528-4871

　5月26日・27日に、伊勢志摩地域で
第42回主要国首脳会議が開催されます。
　サミット期間中には、会場周辺や三重
県方面へ向かわれる道路において、検
問や交通規制等が行われ、混雑が予想
されます。ご迷惑をおかけしますが、サ
ミット警備に対するご理解とご協力をお
願いいたします。
問 滋賀県警察本部　 TEL 077-522-1231

　自動車税は必ず納期限の5月31日
（火）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6日（金）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
◦県庁税政課
TEL 077-528-3213　FAX 077-528-4819

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

◦参加資格：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、父
母、兄弟姉妹、孫で県内在住の方。8
月14日～ 15日の1泊2日の団体行動
ができる方。  
※詳細な参加資格は、下記までお問い合 
　わせください。

◦定員：50名程度  ※応募多数の場合は抽選。

◦申込方法：ハガキにて応募  
※詳細はお問い合わせください。

◦しめきり：5月31日（火）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、宿泊費など） 
　は全額自己負担となります。

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

全国戦没者追悼式への参列者募集

肝臓機能障害認定基準について

滋賀県自転車条例が施行

経済センサス-活動調査を実施します

鶏などの飼養者は報告を！

協働に関する提案や
相談を受け付けています

「開業資金」が
利用しやすくなりました

伊勢志摩サミット警備に
ご協力をお願いします

自動車税の納期限は5月31日です

▶ おしらせ

付けています。  
　県との協働に関する提案や相談があり
ましたら、是非、お寄せください。
問 県庁県民活動生活課
TEL 077-528-3419　FAX 077-528-4840

　滋賀県自転車の安全で適正な利
用の促進に関する条例が平成28年
2月26日に施行されました。  
　条例の主な内容は、「自転車の
安全で適正な利用の推進」「自転
車損害賠償保険等への加入義務」

「自転車によるビワイチの推進」な
どです。  
　自転車損害賠償保険等の加入義
務は平成28年10月1日からです。  
　万が一の事故に備えて、自転
車損害賠償保険等に必ず加入しま
しょう。
問 県庁交通戦略課
TEL 077-528-3682
FAX 077-528-4837
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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、みなさまからの応援（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。
県庁企画調整課  TEL 077-528-3310  FAX 077-528-4830  HP   http://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/

報情 ひろばinformation

◦日時：6月26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1丁目1-1） 

※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でご確認ください。

◦申込方法：郵送／持参／しがネット受付サービス
◦受付期間：5月16日（月）～ 6月6日（月）

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

◦日時／会場：筆記試験：7月9日（土）
／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）  

面接試験：7月16日（土）・17日（日）
／滋賀県立膳所高等学校（大津市膳所
二丁目11-1）

※詳細は、実施要項または県のホームページ
でご確認ください。

◦申込方法：郵送／持参
◦出願受付期間：5月6日(金) ～ 5月26

日(木)

問 県教育委員会事務局・教職員課
TEL 077-528-4534　FAX 077-528-4951

滋賀県職員採用上級試験

滋賀県消費生活審議会委員の募集

滋賀県公立学校
教員採用選考試験

　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2016」と
して選定します。
◦募集期間：募集中～ 6月30日（木）
◦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2016」募集

　消費者の代表として、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要
事項の調査審議や、消費者施策について協議していただきます。
◦募集人員：2名以内
◦任期：平成28年8月1日（月）から2年間
◦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

28年8月1日現在）。※国・地方公共団体の議員、常勤の公務員および県が設置し
ている他の審議会等の委員を委嘱されている方を除きます。また、過去に滋賀県消費
生活審議会委員になられた方も除きます。

◦応募方法：郵送／ Eメール／持参（HP掲載の応募書に必要事項を記入のう
え、意見書〈テーマ「私が大事だと思う消費者問題について」・1,000字程度〉を添え
てお送りください）
◦しめきり：5月31日（火）必着

問 県庁県民活動生活課　 TEL 077-528-3412　 e shohi@pref.shiga.lg.jp
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kensei/20160509.html

　ビワマス・アマゴに触れて、学んで、
美味しく味わうマスづくしの一日をすごし
てみませんか。
◦日時：5月22日（日） 10時～ 15時
◦内容：ビワマスの塩焼きなどの試食、

釣りや魚すくい体験、ビンゴゲーム、
木彫体験

◦入場料：大人 500円、高大生 300円、
中学生以下無料

問 醒井養鱒場（米原市上丹生）
TEL 0749-54-0301　FAX 0749-54-0302

　「自然とふれあいウォーク」・「体験の
ブース」・「お楽しみのブース」・「食の
ブース」など新緑の森の自然に触れなが
らいろいろな体験を満喫できます。
◦日時：5月29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（北コー
ス〈ふれあいゾーン〉、南コース〈出会い・

湖
北

湖
南

湖
東

醒井養鱒場
「新緑ます祭」

びわこ地球市民の森の
つどい2016

巨木･名木巡りツアー

▶ 催し・講座

▶ 試　験
▶ 募　集

無料 貸出

　歴史的緑の文化遺産というべき巨木･名
木を守り、育て、後世に伝えていくために、
｢巨木･名木巡りツアー｣を実施します。
◦日時：6月29日（水） 9時～ 16時
◦集合場所：JR彦根駅東口
◦内容：コース：彦根市・多賀町･甲良

町･東近江市にある県内の代表的な巨
木･名木の見学日帰りツアー（午前3箇

所、午後4箇所）／案内･解説：辻 宏朗
氏（滋賀の名木を訪ねる会会長）

◦定員：45名
◦申込方法：往復ハガキ（住所、氏名、年

齢、電話番号を記入のうえ、〒520-0807 
大津市松本一丁目2-1 公益財団法人滋賀
県緑化推進会までお申し込みください）

◦しめきり：5月31日（火）必着
◦参加費：1名につき1,000円 ※昼食は

各自でご用意してください。

問 公益財団法人滋賀県緑化推進会事務局
TEL 077-522-7828

里の森ゾーン〉）の2コースに分かれて楽
しみながら歩きましょう。／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（移動動物園、高所作業車体験、キャ
ラクターとのふれあい〈キャッフィー、もー

りー、おうみん〉等）／食のブース（焼きそ
ば、洋菓子、和菓子、から揚げ、ポテト、

たこせん、かき氷、ラーメン 等を販売）  

※『自然とふれあいウォーク』体験者には、 
　先着1,000名様まで素敵な森の生き物ク 
　ラフト作品をお渡しします。

◦申込不要　◦入場無料　◦定員なし
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

み ん な で
つ く ろ う

県政に
ご参加
ください 明 日 の 滋 賀

体 験

体 験

生涯学習
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報情 ひろばinformation

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

湖
南

湖
東

湖
西

湖
東

湖
南

湖
南

　当館のコレクションの中から現代美術
作品を中心に、20世紀以降の作家たち
がどのように「時」と「風景」のテーマを捉
えたのかを、ご覧いただきます。
◦日時：開催中～ 6月26日（日）
◦観覧料：一般800円、高大生500円、

小中生300円
5月22日（日）／時と風景 −水辺にて
◦講師：岡田修二氏 （画家、成安造形大学学長）

6月5日（日）／宮島達男氏による作品解
説とその保存コンセプト
◦講師：宮島達男氏（現代美術作家）

◦聞き手：渡辺亜由美（当館学芸員）

問 県立近代美術館  
　 （大津市瀬田南大萱町1740-1）
TEL 077-543-2111　FAX 077-543-4220

雇用のトラブル
まず月例労働相談

県立安土城考古博物館
春季特別展「信長の家臣たち」

保育人材バンク
出張相談会

滋賀県平和祈念館
戦争体験を聞く会

近代美術館 企画展
「時と風景−未来をつなぐコレクション」

▶ 催し・講座

　信長政権を支えた多彩な家臣たちと
その働きを紹介します。
◦日時：開催中～ 6月5日（日）
◦観覧料：大人890（680）円、高大生

630（460）円、小中生410（310）円、
県内高齢者（65歳以上）450（340）円
※（ ）内は20名以上の団体料金です。

春季特別展 記念講演会  
「信長の部将たち」
◦日時：5月22日（日） 13時30分～ 15時
（受付は13時から）

◦会場：県立安土城考古博物館セミナー
ルーム
◦定員：140名
◦講師：谷口克広氏（歴史研究家）

◦参加費：500円　◦申込不要
問 県立安土城考古博物館  

（近江八幡市安土町下豊浦6678）
TEL 0748-46-2424　FAX 0748-46-6140

　県内の保育施設で就職を希望する方
に向けて、気軽に登録・就職相談して
いただけるよう出張相談会を実施します。
　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）

◦日時：6月9日（木）13時～ 16時
◦会場：堅田市民センター
◦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
◦予約不要（予約の方優先）

◦定員なし　◦完全無料
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

　戦後70年以上が経過し、戦時中のこ
とを知っている方が少なくなる中、戦争
を経験されたご本人から直接お話をお
伺いします。
◦日時／内容：5月22日（日） 13時30

分～ 15時／語り部：大橋敏太郎さん
／内容：海軍に入隊後、海南島で3年
半、作戦に参加されていたときのこと
について。  
6月19日（日） 13時30分～ 15時／語
り部：藤堂誠一さん／内容：学徒動
員で八日市飛行場の拡張工事や伊庭
内湖の干拓事業に従事されて
いた時のことについて。

◦定員：80名（当日先着順に受付）

◦申込不要　◦入場無料
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

　陶芸の森特別賞受賞者、中田ナオト
氏による陶芸館ギャラリー・アーティス
ト・イン・レジデンス企画展。
◦日時：開催中～ 6月12日（日）
※5月8日（日）13時～オープニング　15時～

レクチャー＆ワークショップを開催します。

◦会場：県立陶芸の森・陶芸館及び創
作研修館スタジオ

◦観覧料無料　◦申込不要
問 県立陶芸の森
TEL 0748-83-0909
FAX 0748-83-1193

県立陶芸の森
公募展「マイヤー×信楽大賞」
中田ナオト展

　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。雇用のトラブルでお悩みの方は、まず
はお気軽に事務局までお電話ください。
●労働者からの相談例
・最初に示された労働条件と実際とが違う
・何の説明もなく給料をカットされた
●事業主からの相談例
・手当見直しの組合交渉が行き詰まった
・やむを得ず社員に配転命令を出した

が、理由なく拒否された　など
◦日時：5 ～ 11月の第4金曜日、12月

20日（火）、1 ～ 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4-1-1）

◦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
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◦日時：開催中～ 5月29日(日) 9時30分 
～ 17時（入館は16時30分まで）

◦会場：県立琵琶湖博物館
◦申込不要
問 県立琵琶湖博物館 
TEL 077-568-4811　FAX 077-568-4850

湖
南

琵琶湖フォトコンテスト作品展
～伊藤園 お茶で琵琶湖を美しく～

無料 貸出

環 境

「こどもプラスワン」に参加してココクールの魅力を一緒に伝えよう！
「こどもプラスワン」に参加して、ココクール・マザーレイク・セレクションの魅力を発信してくれる県
内の小学生（5年生か6年生）を募集します。（応募多数の場合は抽選）　【応募方法】はがきに「こどもプラ
スワン参加希望」と明記の上、子どもの氏名、学年、性別、保護者の氏名、住所、電話番号を記入して県庁
広報課「こどもプラスワン募集係」まで送付。　【しめきり】5月27日（金）（消印有効）

ココクール・マザーレイク・セレクションとは？
滋賀ならではの資源や素材を活かし、心の豊かさや上質な暮らしぶりといった
滋賀らしい価値観を持つ商品やサービスのセレクションです。


