
　本年10月1日現在で、平成29年就業
構造基本調査を実施します。この調査
は、わが国の就業・不就業の実態を明
らかにすることを目的として、統計法に
基づき実施する、国の重要な統計調査
です。9月以降、調査員が調査世帯に
伺いますので、御協力をお願いします。
◦対象：全国から無作為に選ばれた

約52万世帯の15歳以上の世帯員約
108万人

問 県庁統計課
TEL 077-528-3399　FAX 077-528-4835

　滋賀県では、「地域が学校、住民が
先生」という考えのもと、自然・人・文
化等に直接触れる「しがこども体験学校」
の体験プログラム情報を県ホームページ
より発信しています。
　秋にチャレンジできるプログラムなど、
多数掲載していますので、ぜひ活用く
ださい。「しがこども体
験学校」で検索、または
QRコードからアクセスし
てください。
問 県庁子ども・青少年局
TEL 077-528-3561　FAX 077-528-4854

平成29年就業構造基本調査

しがこども体験学校の
情報を発信しています

募　集

試　験

おしらせ

　本県農業を担う優れた人材を育成す
るため､ 高校を卒業した若者を中心とし
た２年課程の「養成科」と、Ｉターン・
Ｕターン者などが就農を目指して１年間
学ぶ「就農科」を設置しています。
・奨学金制度や、就農時には各種制度

の支援もあります。
・希望者は、トラクタ運転免許や各種資

格の取得が可能です。
◦教育方針：豊富な実践学習を通じて、

近代的な農業を行うために必要な、専
門知識と技術､ 経営能力を養成します｡

◦応募資格：養成科（推薦）県内に在住
し､ 高等学校長が推薦する者で一定
の要件を満たす者／（一般）高等学校
を卒業した者および平成30年３月卒

業見込みの者
就農科 次の要件をすべて満たす者 　
　ア、20歳以上65歳未満の者
　イ、研修終了後、県内において農業

経営を行うことが確実な者
　ウ、出願時に就農する農地が確保でき

ているか､ 確保できる見通しがある者
◦定員：養成科30名､ 就農科10名
◦募集期間：養成科:推薦 10月2日（月）

～ 17日（火）(当日消印有効)､ 一般 
11月22日（水）～ 12月5日（火）(当
日消印有効)､ 就農科:12月20日（水）
～平成30年1月24日（水）(必着)

◦応募方法：郵送／持参
※詳細は滋賀県立農業大学校ホームページ

をご覧ください｡
問 県立農業大学校
TEL 0748-46-2551　FAX 0748-46-2552
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/g/

nogyo-nodai/
平成30年度　滋賀県立
農業大学校学生募集について

県政にご参加ください
みんなでつくろう 明 日 の し が
滋賀県高齢化対策審議会委員の募集

　県の高齢化対策に関する総合的施策の策定およびその推進に関する重要な事項
について調査審議などを行う滋賀県高齢化対策審議会の委員の一部を募集します。
◦任期：２年（平成29年12月１日～平成31年11月30日まで）
◦募集人数：2名以内
◦応募資格：県内に居住または勤務している満18歳以上（平成29年9月30日現

在）で、高齢者に関する保健福祉や介護に関心のある方。
　※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は応募できません。

◦応募方法：所定の応募書と、800字程度の意見書（テーマ「高齢者の活躍促進と
地域全体で支援が必要な人を支えるしくみづくりに向けて」）を郵送、FAX、Ｅメー
ルのいずれかにて送付ください。

◦しめきり：9月19日（火）必着
問 県庁医療福祉推進課　 TEL 077-528-3521　FAX 077-528-4851　
e ed00@pref.shiga.lg.jp

　県内窯業関連業界、主に信楽焼業界
の後継者を育成する事業です。やきもの
のロクロ成形技術や素地釉薬、またデザ
インなどの研修を１年間実施しています。
◦日時：11月6日（月）9時～
◦会場：工業技術総合センター信楽窯

業技術試験場（甲賀市信楽町長野498）

◦対象：県内在住者または県内におい
て窯業に従事している者もしくは従事
しようとする者。

◦定員：若干名  ◦申込方法：郵送／持参
◦申込期間：10月6日（金）～ 31日（火）

郵送の場合は11月1日（水）までに到
着したものを有効とする。

◦受験料無料
問 工業技術総合センター
　 信楽窯業技術試験場
TEL 0748-82-1155　FAX 0748-82-1156
HP http://www.shiga-irc.go.jp/scri/

◦日時：11月21日（火）
◦会場：滋賀県大津合同庁舎
　　　　（大津市松本一丁目2－1）

◦対象：・学校教育法（昭和22年法律
第26号）第57条に規定する者

・クリーニング業法の一部を改正する法
律（昭和30年法律第154号）附則第５
項の規定により学校教育法第57条に
規定する者とみなされる者

◦願書配布場所：県庁生活衛生課、県
内の各保健所、大津市保健所または
県ホームページより

◦申込方法：持参
※県内に在住または通勤している方は、その

地域の保健所で、それ以外の方は、県庁

生活衛生課で受け付けます。

◦願書受付期間：10月2日（月）～ 6日
（金）
◦受験料：7,800円（滋賀県収入証紙）

問 県庁生活衛生課
TEL 077-528-3641　FAX 077-528-4860

平成30年度滋賀県窯業技術者
養成研修選考試験

平成29年度
クリーニング師試験 仕 事
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パスポートセンター ｢米原出張窓口｣9月・10月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、9月19日(火)、10月10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

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
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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/）

湖
南

　妊婦、特に妊娠初期の女性が風しん
にかかると、生まれてくる赤ちゃんが、
難聴、心疾患、白内障、精神や身体の
発達に遅れ等の障害を伴う「先天性風し
ん症候群」にかかることがあります。
　そのため、対象となる方に抗体検査
を実施し、風しんに対する免疫が十分あ
るかを確認し、抗体価の低い方につい
ては、予防接種を勧めることで、妊婦の
感染を抑止しようとするものです。滋賀
県では、平成29年度も引き続き協力医
療機関で、風しん抗体検査を無料で実
施しています。
◦対象：妊娠を希望する女性やその家

族など
※対象者、検査の予約等については、直接

協力医療機関（県ホームページで確認でき
ます）にお問い合わせください。

◦期間：平成30年3月31日（土）まで
※結果につきましては、検査をお受けになら

れた医療機関にてお知らせします。

※風しん予防接種にかかる費用については、
助成を行っている市町もありますので、予
防接種については、お住まいの市町にご確
認ください。

問 県庁薬務感染症対策課
TEL 077-528-3632　FAX 077-528-4863
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/e/
　 imuyakumu/huusin/huusinkoutaikensa.

html

　小中学生を対象とした職業体験イベン
トを実施します！

①しごとチャレンジフェスタ2017
　様々な職業の紹介や仕事体験を通し
て職業観・勤労観を育むきっかけ作り
を行います。
◦内容：保育士、看護師、消防士、銀

行員、新聞記者等のしごと体験
◦対象：小学校１年生から中学校１年生

②滋賀ものづくりフェア2017
　職人さんと一緒に行うものづくりを通して、
ものづくりの楽しさや素晴らしさを体験しま

す。ものづくり分野を支える技術・技能の
大切さを知ることができるイベントです。
◦内容：畳づくり、和洋菓子づくり等の

ものづくり体験
◦対象：小学校１年生から中学校３年生

①・②両イベントとも
◦日時：10月28日（土）、29日（日）
　10時～ 16時30分
◦会場：竜王町総合運動公園（ドラゴン

ハットほか）（蒲生郡竜王町岡屋3333）

◦定員：各教室10 ～ 20名程度（※定員
は、各教室により異なります。応募者が定員
を超える場合は抽選）

◦申込方法：しがネット受付サービス
◦しめきり：9月29日（金） ◦参加費無料
※10月中旬頃追加募集を行う場合があります。
※対象年齢は、各教室により異なります。

※そのほか、模擬店や匠の技を間近で見ら
れる実演イベント、プロのしごとの話が聞
ける企画など、予約なしの当日参加でもお
楽しみいただけます。

問 しごとチャレンジフェスタ実行委員会事務局
　 滋賀県職業能力開発協会
TEL 077-537-1213　FAX 077-537-1351

風しん抗体検査の
(無料)実施

しごとチャレンジフェスタ
等の開催 生涯学習

催し・講座

おしらせ

有料問 滋賀県行政書士会（大津市末広町2-1）　 TEL 077-525-0360

女性行政書士による女性のための無料相談会
　女性行政書士が、遺言、相続の手続、離婚協議書、示談書などの契約書作成、
暮らしの諸問題や役所の諸手続について相談に応じます。

日　時 会　場
10/1（日）10時～ 16時 滋賀県行政書士会館（ＪＲ大津駅前）

問 滋賀行政評価事務所行政相談課　 TEL 077-523-1100　FAX 077-525-1149

行政なんでも相談所 ー「行政相談週間」（10月16日〜 22日）ー
　国、県、市等の関係行政機関、関係団体等と協力して、県内で「行政なんでも
相談所」（一日合同行政相談所）を開設し、相続・登記・年金・税金・道路など
に関する相談に応じます。（予約不要・秘密厳守・無料）

日　時 会　場
10/11（水）13時～ 16時 AQUA21（JR近江八幡駅南口より徒歩約3分）

10/12（木）13時30分～ 16時 アル・プラザ彦根（JR彦根駅西口より徒歩約3分）

10/17（火）10時30分～ 16時 大津びわ湖合同庁舎（JR大津駅北口より徒歩約5分）

10/20（金）13時30分～ 16時 今津東コミュニティセンター（JR近江今津駅東口より徒歩約3分）

10/23（月）13時～ 16時 長浜市役所（JR長浜駅東口より徒歩約17分）

10/25（水）13時30分～ 16時 ショッピングプラザ アピア（近江鉄道八日市駅より徒歩約3分）

10/30（月）13時30分～ 16時 ここぴあ（イオンタウン湖南バス停すぐ）

◦予約不要　◦秘密厳守　◦相談料無料　　

無料

医療・健康

情報BOX

inform
ation
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　保育士資格者の県内保育所・認定こども
園への就職を促進するため、「保育所・認
定こども園2017就職フェア」を開催します。
◦日時／会場：大津会場：9月3日（日）

／コラボしが21（大津市打出浜2-1）、

　彦根会場：9月10日（日）／ビバシティ彦根
（彦根市竹ヶ鼻町43-1）　各日13時～ 16時
◦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。会場により出展園が異なりま
す。（時間内の入退出は自由です。）

◦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　◦参加費無料　◦申込不要
※託児を希望の方はご相談ください。
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

　災害時に関係者が連携して迅速、的
確に対応できる体制の確立を図るため、
総合防災訓練を開催します。
◦日時：9月10日(日)　7時～ 11時30分 
◦会場：矢橋帰帆島公園（草津市矢橋町）ほか

◦内容：消防による救助・消火訓練などを
行うほか、防災に関する展示には、働く
車もやってきます！ ぜひご来場ください。

◦申込不要　　◦定員なし
問 県庁防災危機管理局 
TEL 077-528-3435　FAX 077-528-6037

　日本酒の日である10月１日の午後７
時30分に、滋賀県内の約200の飲食店
において、10,000人で同時に乾杯をし
ましょう！という昨年も大変ご好評いただ
いたイベントです。ぜひ、滋賀の美酒に
酔いしれましょう！
◦日時：10月１日(日)18時～ 21時
◦メイン会場：琵琶湖ホテル
　　　　　　　（大津市浜町2-40）

◦対象：20歳以上である方
※メイン会場での参加は、琵琶湖ホテルにて

チケット購入が必要です。
　メイン会場以外の参加店舗については、下

記のホームページをご覧ください。
問 滋賀県酒造組合
TEL 077-522-3070　FAX 077-522-3185
HP http://shiga-jizake.net/festa/

◦日時／会場：9月20日（水）／ひこね燦パ
レス（彦根市小泉町648-3）、9月27日（水）
／県立男女共同参画センター（近江八幡

市鷹飼町80-4）、10月4日（水）／琵琶湖グ
ランドホテル（大津市雄琴６丁目5-1）

◦対象：滋賀県ふぐ調理師免許を有する者
◦申込方法：郵送／ FAX ／Ｅメール／持参
◦しめきり：9月8日（金）（必着）
◦定員なし　　◦参加費不要
問 県庁生活衛生課　食の安全推進室
TEL 077-528-3643   FAX 077-528-4861
e shokunoanzen@pref.shiga.lg.jp

　「滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条
例」に基づくふぐ調理師講習会を開催します。

滋賀の保育所・認定こども園
２０１７就職フェア

平成29年度
滋賀県総合防災訓練

滋賀の地酒10,000人
乾杯プロジェクト

ふぐ調理師講習会

催し・講座

仕 事

湖
南

湖
南

ネルトーク／無料相談会（10時〜 16時）
（事前予約制：電話／ FAX ／Ｅメール）
◦定員なし　　◦参加費不要
問 公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会
TEL 077-526-1172　FAX 077-521-4406
e siga-area@luck.ocn.ne.jp

◦日時：10月9日（月・祝）10時～16時30分
◦会場：草津市立まちづくりセンター３階
　（草津市西大路町9-6）

◦内容：講演会（13時〜 14時）：「相続に
おける諸問題」／パネルトーク（14時〜
15時30分）：「知っておきたい暮らしの中
の不動産Q&A」※不動産鑑定士、土地
家屋調査士等の6つの専門士業によるパ

◦日時：10月22日（日）13時～16時
◦会場：栗東芸術文化会館さきら
　（栗東市綣２丁目1-28）

◦内容：県内高校生のさまざまな文化芸術
活動をご覧いただけます。当日は、ステー
ジ発表と作品展示、実演も行います。

◦定員：500名　◦申込不要
問 滋賀県高等学校文化連盟
TEL 0749-28-2231　FAX 0749-28-2936

土地月間
県民フォーラム開催

県高等学校総合文化祭
総合開会式

湖
東

　「家庭で　地域で　職場で　一人ひと
りの輝く生き方」について県民の皆さん
に幅広く考えていただくため、詩人・社
会学者の水無田気流（みなしたきりう）さ
んを講師に迎え講演会を開催します。
◦日時：10月22日（日）14時～ 16時30分
◦会場：県立男女共同参画センター
　　　　（近江八幡市鷹飼町80-4）

◦内容：講演「新しい時代の幸福論～
「居場所」のない男、「時間」がない女
が幸せになるために～」 

◦定員：300名（要申込、先着順）
◦申込方法：郵送／電話／ FAX ／Ｅメー

ル／しがネット受付サービス／持参
◦しめきり：当日申込み可（先着順） 
※託児（無料、対象：6か月〜就学前、定員有）

および手話通訳は事前の申込みが必要
（10月12日（木）締切）
問 県立男女共同参画センター
TEL 0748-37-3751　FAX 0748-37-5770
e g-net@pref.shiga.lg.jp

水無田気流さん講演会

湖
南

湖
東

防  災

仕 事

交 流

知識・法律

無料無料 貸出

交 流

情報BOX

inform
ation

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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