
安全・安心情報は「しらしがテレビ」を
ご覧ください！

　毎朝、お天気、各種注意報、電車や高速
道路の状況、河川や琵琶湖の水位、ニュー
スやお知らせなどをお伝えしています。

●びわ湖放送　
　毎朝　6時50分～55分

「しらしがメール」登録のご案内
　滋賀県では、防災・防犯等の情報を、ご希望の方
へ電子メールで配信しています。災害への備えのた
め、「しらしがメール」にご登録いただき情報収集に
お役立てください。
問  県庁情報政策課  TEL 077-528-3381 
FAX 077-528-4839
HP http://www.pref.shiga-info.jp
　 （こちらからも登録できます。） 登録はこちらから▲

くらしの安全・安心情報をお届けしています

▶ おしらせ 自動車の登録・検査申請は
お早めに！

確定申告をお忘れなく！

狂犬病予防注射月間

道路交通法が一部改正！～高齢者講習が変わります～
　（平成29年３月12日～）

小谷城スマートICの開通

　平成28年分の所得税等の確定申告・
納付期限は３月15日（水）、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３月31日（金）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 最寄りの各税務署
　 大　　津　　 TEL 077-524-1111
　 草　　津　　 TEL 077-562-1315
　 水　　口　　 TEL 0748-62-0314
　 近江八幡　　 TEL 0748-33-3141
　 彦　　根　　 TEL 0749-22-7640
　 長　　浜　　 TEL 0749-62-6144
　 今　　津　　 TEL 0740-22-2561

問 滋賀県警察本部　交通部運転免許課　 TEL 077-585-1255

　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
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
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　現在、ご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。

　このため、申請者の方々には、処理
が終わるまで長時間お待ちいただくなど、
ご迷惑をおかけすることとなりますので、
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

　北陸自動車道木之本～長浜IC（イン
ターチェンジ）間で整備中の「小谷城(おだ
にじょう)スマートIC」について、平成29
年3月25日（土）15時に供用を開始しま
す。供用開始に先立ち、同日10時から
は開通式を開催します。小谷城スマート
ICの開通により、「小谷城跡」をはじめと
する湖北地域の観光地へのアクセスが大
きく向上するなど、湖北地域の活性化が
期待されます。なお、小谷城スマートIC
はETC（自動料金徴収システム）搭載車
専用です。
問 県庁道路課
TEL 077-528-4141　FAX 077-528-4903

パスポートセンター ｢米原出張窓口｣
3月･4月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、3月21日(火)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

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/

75歳以上の運転者の方へ

◦75歳未満の人　高齢者講習の時間が３時間から２時間に短縮されます。
◦75歳以上の人　免許の更新手続き時の「認知機能検査」で、記憶力・判断力が「低

くなっている」と判定された場合は、医師の診断が必要になります※。
　また、更新手続き時以外であっても信号無視などの違反を行った場合には、「臨
時認知機能検査」を受けることになります。その検査結果が、更新時の認知機能
検査の結果より悪化した場合などには、「臨時高齢者講習」を受講しなければなり
ません。
　なお、認知機能検査の案内は、公安委員会から事前に通知されます。
　検査の結果、医師の診断が必要な場合は、結果が出るまでにかなりの時間を
要することがありますので、早めに手続きしましょう。
※診断の結果、認知症と診断された場合は、免許の取消しまたは停止等の処分を受けるこ
とになります。

更新手続き時 一定の違反を行った時 信号無視等

認知機能検査（記憶力・判断力の簡易検査）

免許更新
臨時高齢者講習

臨時認知機能検査（更新時と同じ検査）新設新設

新設新設

低くなっている 少し低くなっている 心配ない 低くなっている 少し低くなっている 心配ない

医師の診断医師の診断

免許取消し
免許停止等
免許取消し
免許停止等

免許取消し
免許停止等
免許取消し
免許停止等

医師の診断医師の診断 免許継続免許継続

認知症
と診断

認知症
ではない

高齢者講習
（3時間）

高齢者講習
（2時間）

認知症
と診断

認知症
ではない

※タイムリーに医師の診断や安全運転支援等を行う
　ための改正です。

前回より結果が
悪化した場合など
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宝くじのお求めは滋賀県内で！
滋賀県内で販売された宝くじの収益金は、インフラの維持補修
や防災対策、文化施設の運営など、県民の皆さんの身近な暮ら
しに、様々なかたちで役立てられています。
県庁財政課  TEL 077-528-3182  e  be00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県基本構想審議会委員の公募について
　県政経営の総合的な指針となる基本構想の策定等について調査審議していた
だく「滋賀県基本構想審議会」の委員を募集します。
◦任期：平成29年7月(予定)から3年間　◦募集人数：4人以内
◦応募資格：県内に居住もしくは通勤・通学、または県内に活動の拠点を置く非

営利組織に所属する満18歳以上（平成29年7月1日現在）で、任期中委員として
会議に出席していただける方
※国・地方公共団体の議員、常勤の公務員、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、自ら応募されて滋賀県基本構想審議会委員であった方は応募できません。

◦応募方法：所定の応募書および意見書（テーマ：「人口減少社会において幸せや豊

かさを実感できる滋賀県」を築いていくための方策について・800字程度）を郵送、Ｅ
メールまたは持参
◦しめきり：3月30日（木）必着
問 県庁企画調整課　 TEL 077-528-3312　FAX 077-528-4830
e ad0002@pref.shiga.lg.jp

み ん な で
つ く ろ う

県政に
ご参加
ください 明 日 の 滋 賀

　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
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。
◦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

※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。

◦申込方法：郵送／ FAX ／Ｅメール
◦しめきり：3月31日（金）
◦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
FAX 03-5273-1181

問 県庁統計課
TEL 077-528-3393　FAX 077-528-4835

　滋賀県では、循環型社会を構築する
ため、民間事業者を対象に補助事業を
募集します。平成29年度に対象となる
事業を実施する事業者は、是非、この
補助金をご活用ください。
◦対象事業・交付率：【研究開発】産業

廃棄物を減量化・資源化する研究開
発に要する経費の1/2以内（大学など
と連携で研究開発を行う場合も対象）

【施設整備】産業廃棄物を減量化・資
源化する施設整備に要する経費の1/3

（中小企業以外の場合は1/10）以内

　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。
　「公開講義」は、通常の授業を広く県民
の皆さまに開放し、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、皆さまの興味、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。
◦会場：滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）

◦前期の授業期間：4月～ 8月
◦募集期間：3月17日（金）まで
◦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。

◦対象：18歳以上の方を対象とします
が、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。

◦受講料：１科目につき6,000円 
※詳しくは「募集要項」をご覧ください。
「募集要項」は、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 滋賀県立大学地域連携推進グループ
TEL 0749-28-8210　FAX 0749-28-8473

　障害のある方のライフスタイルにスポーツ
や文化教養活動を取り入れていただくきっか
けづくりとして、各種教室を開催します。
◦会場：県立障害者福祉センター
　　　　（草津市笠山八丁目5-130）

◦内容：スポーツ教室：親子水泳
文化教室：書道・茶道・絵画教室ス
マイル・生け花

◦申込方法：郵送／ FAX ／持参
◦募集期間：4月1日（土）～ 23日（日）
◦参加費：無料（ただしスポーツ教室は安

全保険料、文化教室は教材費が必要です）
※開催日、参加条件、定員は、各教室により

異なります。
問 県立障害者福祉センター
TEL 077-564-7327　FAX 077-564-7641

【販路開拓】過去にこの補助金を受
けて開発されたリサイクル製品および

「滋賀県リサイクル認定製品」の販路
開拓に要する経費の1/2以内（予定）

◦申請方法：申請書類持参
◦募集開始：平成29年3月中旬頃
※詳しくは､ 県ホームページでご確認ください。
問 県庁循環社会推進課
TEL 077-528-3472　FAX 077-528-4845
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/d/

haikibutsu/kenkyu_hojyo/index.html

滋賀県産業廃棄物減量化
支援事業の募集

第１回警察官募集

報情 ひろばinformation

県立障害者福祉センター
スポーツ・文化教室募集

▶ 募　集

　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
◦日時：5月14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）

◦対象：4年制大学を卒業または平成30
年３月31日までに卒業する見込みの者

◦採用予定人員：男性A：約50名、女
性A：約9名

◦受験案内・受験申込書の交付：滋賀
県警察本部、県内の警察署、交番、
駐在所等で交付します。

◦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 付 期 間：3月1日（水）～ 4月21日
（金）
問 滋賀県警察本部警務課採用係
　　（〒520-8501　大津市打出浜1-10)
TEL フリーダイヤル 0120-204-314
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/police/
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平成29年度前期
公開講義受講生募集

無料 貸出

平成29年度「統計の日」標語募集

無料 貸出
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湖
東

湖
南

　彫刻を中心とする優秀な作品が濃密
に分布するにもかかわらず、意外と知ら
れていない湖南地域の文化遺産を徹底
的に取り上げ、この地域の文化的水準
の高さとその特質を紹介し、歴史的風土
と魅力を再発見します。 
◦日時：開催中～ 4月9日（日）まで
◦観覧料金：大人500（400）円、高大

生300（240）円、小中生、県内高齢者
（65歳以上）、障害のある方は無料

　※（ ）内は20人以上の団体料金です。

企画展関連博物館講座
◦日時／内容：3月5日（日）：「御上神社

の歴史と文化」講師：行俊勉氏（野洲市
歴史民俗博物館）／ 3月19日（日）：「神
仏習合の文化史」講師：大槻暢子（当
館学芸員）／ 3月26日（日）：「狛坂磨
崖仏をめぐって」講師：松村浩氏（栗東
歴史民俗博物館）／ 4月2日（日）：「神
道美術の最稠密地域・近江湖南にお
ける神像彫刻と狛犬を語る」講師：山
下立（当館学芸員）　各回とも13時30
分～ 15時（受付は13時から）

◦会場：セミナールーム
◦定員：各回140名 （当日先着順）

◦参加費：各回200円
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

　聞こえに不安のある方を対象としたイベ
ントを開催します｡ 難聴者以外の方でも、
難聴者の特性を理解していただける機会と
なりますので､ どなたでもご参加ください｡
◦日時：3月5日(日)13時30分～ 16時30分
◦会場：フェリエ南草津5階大会議室
　　　　（草津市野路一丁目15-5）

◦内容：講演:難聴者への新しい支援
ツールの開発について／ワイヤレス
トーク体験／アトラクション｢笑いヨガ｣
◦定員なし　◦参加費無料　◦申込不要
問 滋賀県中途失聴難聴者協会事務所
（草津市大路二丁目11-33　
  県立聴覚障害者センター内）

FAX 077-561-6116 
e post@shiga-nancyo.jp

◦内容： 体験発表：「自らの経験から」発
表者： 江菅 守 氏 ／県立盲学校教諭を
交えての情報交換／県立視覚障害者セン
ターについて／誘導の仕方・され方
◦定員：10組20名程度
◦対象：中途視覚障害者やその家族等
◦申込方法：電話 
◦しめきり：3月9日（木）　◦参加費無料
問 県立視覚障害者センター
（彦根市松原一丁目12－17）

TEL 0749-24-7238　FAX 0749-22-7890

安土城考古博物館
「大湖南展
 ―栗太・野洲郡の風土と遺宝―」

｢耳の日記念｣
~難聴者のためになる集い~

▶ 催し・講座

生涯学習

湖
南

　中途視覚障害者やその家族の方が集ま
り、情報交換や講演を通して社会参加の
促進を図る「家族教室」を開催いたします。
　視覚に障害を生じたことでお悩みの方
は是非ご参加ください。
◦日時：3月15日（水）10時20分～ 16時
◦会場：草津市立市民交流プラザ　中会議室
　（草津市野路一丁目15-5 フェリエ南草津）

中途視覚障害者や
その家族のための家族教室

無料 有料

貸出無料

湖
南

ILEC設立30周年記念
「湖と生きる
 ー琵琶湖から世界へ　未来へ！ー」

　世界の湖がさらされている危機と湖を
守るためには何が必要か、ILECによる
取組（世界湖沼会議や人材育成事業な
ど）を中心に紹介します。
◦日時：3月4日(土) ～ 4月9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
　　　　（草津市下物町1091）

※観覧無料(常設展示をご覧になるには観覧
券が必要です)

問 公益財団法人国際湖沼環境委員会（ILEC）
TEL 077-568-4567　FAX 077-568-4568

生涯学習

貸出無料

交 流

湖
東

①開館5周年事業
◦日時：3月12日（日）
◦内容：10時～新作DVD「戦争証言」上映

会／ 11時～平和祈念館事業活動報告／
12時～戦時食提供／ 13時～戦争体験を
聞く会（語り部 杉原正雄さん）／ 14時30分
～平和学習成果発表会／ 15時～寸劇上演

◦定員：80名（いずれも当日先着順に受付）

②開館5周年記念企画展示
　「シベリア抑留」
　—ユネスコ世界記憶遺産舞鶴引揚記念館収蔵品より—
◦日時：4月29日（土）～ 9月3日（日）
　9時30分～ 17時（開館時間）
◦入場無料

※4月29日（土）は9時50分開館、10時～
オープニングセレモニー、11時～引揚
記念館館長による講演会を開催します。

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

滋賀県平和祈念館
「開館から5年をむかえます」生涯学習

貸出無料

交 流

湖
東
湖
北
京
都

　「滋賀の企業と学生がつくる合同企業
説明会」を開催します! 滋賀県内の企業
が3日間で200社参加します!!
◦日時／会場：3月29日（水）／クサツエ

ストピアホテル（草津市西大路町4-32）・
30日（木）／文化産業交流会館（米原市下

多良2-137）・31日（金）／メルパルク京
都（京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小

路町676番13）　各日とも11時～ 17時
◦内容：ワークライフバランス重視企業

が多数参加する合同企業説明会。
・UIJターンや就活に関する特別講演も

実施。
※詳しくはおうみ若者未来サポートセンター HP

（HP http://www.shiga-yjob.com/）まで

◦対象：平成30年3月大学等卒業予定
者および卒業後3年以内の者・おお
むね40代前半までの若年求職者

◦申込不要　◦参加費無料
問 県庁労働雇用政策課
TEL 077-528-3758　FAX 077-528-4873

（滋賀県）合同企業
説明会の開催

湖
南糖尿病教室講演会の開催

　県立成人病センターでは県民の皆さまを
対象に「糖尿病教室講演会」を開催してい
ます。糖尿病とその合併症について専門の
スタッフがわかりやすく説明します。今回
は当センター眼科科長・山名隆幸が「糖尿
病による目の病気」についてお話しします。
◦日時：3月15日(水) 14時30分～16時
◦会場：成人病センター研究所講堂
　　　　（守山市守山五丁目4-30）

◦定員：150名(当日先着順） 
◦申込不要　　◦参加費無料
問 県立成人病センター 
TEL 077-582-5031　FAX 077-582-5931

医療・健康

仕 事

無料 貸出

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
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