
  新型コロナウイルス感染症対策　支援強化月間（５～６月）の取組 令和２年（2020年）５月22日現在

１　今こそ、お互いを尊重し、助け合い

支援の内容 支援の詳細 実施時期 HPアドレス 所属名
問い合わせ先
（電話番号）

新型コロナウイルス感染症に関する支
援制度等の周知

県民・県内事業者に対して支援月間の取組について周知するた
め、案内チラシの新聞折込をはじめ様々な広報媒体を活用して情
報提供する。

随時 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/311727.html 広報課 077-528-3041

新型コロナウイルス感染症に関連する
人権啓発の実施

滋賀県ホームページに掲載の人権に関する特集記事「じんけん通
信」や、県広報誌「滋賀プラスワン」、「テレビ滋賀プラスワ
ン」等により、新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵害の
防止の啓発を行う。

実施中 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/ 人権施策推進課
Tel：077-528-3533
Fax：077-528-4852
Mail：cf00@pref.shiga.lg.jp

２　徹底した感染拡大防止策

支援の内容 支援の詳細 実施時期 HPアドレス 所属名
問い合わせ先
（電話番号）

新型コロナウイルス感染症禍における
災害時の避難所としてのホテル・旅館
等の活用に向けた準備

災害時における避難所の過密状態を回避するため、県内の旅館、
ホテル等について、災害時の避難所としての活用の検討を依頼す
るとともに、活用可能施設のリスト化などの事前準備に着手

５月～ 防災危機管理局 077-528-3438

新型コロナウイルス感染症関連情報の
多言語による情報発信

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報発信について、外国
人県民等にわかりやすく最新の情報を届けるため、新たに多言語
（6 言語）に翻訳し、（公財）滋賀県国際協会のホームページや
Facebookで発信

実施中 http://www.s-i-a.or.jp   国際課

（公財）滋賀県国際協会
077-526-0931
国際課
077-528-3061

エネルギーに関する補助金採択申請書
の郵送対応

事業者・団体向けのエネルギーに関する補助金の応募について、
持参としていた採択申請書の提出を、郵送でも可能とする。

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/304953.html
エネルギー政策課

077-528-3091

県立大学の学生に対する支援
新型コロナウイルス感染症対策として、公立大学法人滋賀県立大
学が行う遠隔授業に係る環境整備に対して支援を行う。

― ― 私学・県立大学振興課 077-528-3274

プロスポーツチーム等との連携による
運動・スポーツ等実施に向けた支援

プロスポーツチームやスポーツクラブ等を活用し、県民のスポー
ツ実施率向上につながる『新しい生活様式に対応したスポーツプ
ログラム』を提供することで、自宅で過ごす県民の健康づくりを
支えるとともに、スポーツチーム等の支援につなげる。

６月 ― スポーツ課 077-528-3366

「コロナに負けないぞ!!子ども応援プ
ロジェクト」サイトの充実

活動が制限されている中でもできる「びわ活」として、自然の素
材を使った作品等の募集企画「自然の中の宝ものさがし」に関す
る情報発信を行う予定。その他、児童生徒の家庭学習の参考にな
る動画や資料を随時更新する。

５月中旬 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/310585.html 環境政策課 077-528-3453

介護保険サービス事業所への衛生材料
の配布

県内の介護保険サービス事業所に対して、不足する衛生資材（マ
スク、防護服、手袋）を配布

５月18日～ ― 医療福祉推進課 077-528-3523

遠隔手話サービスを利用した聴覚障害
者の意思疎通支援体制強化

手話通訳者の派遣が困難な状況において、遠隔手話サービスを実
施するための環境整備を行う。

― ― 障害福祉課 077-528-3542

新型コロナウイルス感染症生活衛生緊
急対策事業費補助

理容・美容、喫茶飲食、旅館・ホテル等の生活衛生営業者におい
て、新型コロナ感染拡大防止の徹底を図るため、巡回指導を行
う。

― ― 生活衛生課 077-528-3641

新型コロナウイルス感染拡大防止臨時
支援金の迅速な支給

滋賀県新型コロナウイルス感染症対策本部の経済・雇用対策班内
に、臨時支援金支給チームを５月７日に設置。支援金は５月15日
から順次振込を実施。

５月７日～６月
26日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/311612.html 商工政策課

滋賀県緊急事態措置コールセンター
077-528-1344
開設時間
9:00～17:00（平日のみ）

建設業更新許可申請書（更新）の郵送
化

建設業許可申請書（更新許可のみ）について、提出方法を窓口提
出から原則郵送提出へ変更

４月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kensetsu/311291.html 監理課 077-528-4114



新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止等に係る土木交通部建設工事等に
おける総合評価方式の運用

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等への対応として、一
時中止等を行ったことによる工期延長への実績評価など柔軟な運
用を実施

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18845.html 技術管理課 077-528-4340

道路占用期間の延長申請の簡素化
道路占用の許可期間または工事期間の延長手続きを電話による連
絡で可能とする。

外出自粛要請そ
の他やむを得な
い理由のやんだ
日から2か月以内

― 道路保全課 077-528-4138

道路占用料の納付期限の延長
外出自粛要請等やむを得ない理由により、占用料の納入期限まで
に納入が困難な占用者に対しては、納付期間の延長を行う。

外出自粛要請そ
の他やむを得な
い理由のやんだ
日から2か月以内

― 道路保全課 077-528-4138

採石法に基づく岩石採取計画認可通知
の郵送対応

感染症拡大防止のための移動・接触機会の減少に配慮し、申請者
の求めに応じて、認可に係る文書を郵送の方法で交付する

４月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302869/104052.html 砂防課 077-528-4191

砂利採取法に基づく砂利採取計画認可
通知の郵送対応

感染症拡大防止のための移動・接触機会の減少に配慮し、申請者
の求めに応じて、認可に係る文書を郵送の方法で交付する

４月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302869/104051.html 砂防課 077-528-4191

宅地建物取引業および宅地建物取引士
に係る申請等の郵送手続きの拡大

これまで窓口での申請・交付としていた手続きについて、感染拡
大防止の観点から郵送を可能とする。
（宅地建物取引業免許交付、宅地建物取引士登録申請）

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/311784.html 住宅課 077-528-4231

臨時休業期間中の特別支援学校の児童
生徒の居場所確保のための一時的対応

・家庭等での対応が困難な児童生徒等の居場所確保のため、特別
支援学校において一時的対応
・学校までの交通手段確保のため、臨時休業期間中もスクールバ
スを運行

休業期間中
(４月13日～）

― 特別支援教育課 077-528-4643

県立学校における新型コロナウイルス
感染防止対策支援

・アルコール消毒液、体温計の県立学校への配布
・生徒の手作りマスク用部材として高島ちぢみを県立学校へ配布
し、学校再開に向けた準備を促進

４月～ ― 保健体育課 077-528-4611

学校給食関連業者等に対する支援 食材キャンセルによる経費の補助等 ５月～ ― 保健体育課 077-528-4611、4614

段階的に登校日を設け、学習活動を実
施

学校臨時休業期間中、地域や学校の状況をみながら、週あたりの
回数や１日あたりの時間数を徐々に増やして、学習活動を支援す
る登校日を設定
（例えば、登校日には、生徒各自で課題に取り組む「演習」の
後、教員がその課題を「解説」）

５月11日以降 ―
高校教育課
特別支援教育課

077-528-4575
077-528-4643

学校臨時休業期間中の生徒の学習機会
の保障

＜県立中学校・高等学校生徒＞
インターネットを通じた授業動画の配信や、学習プリントの配布
など

休業期間中 ― 高校教育課 077-528-4575

学校臨時休業期間中の児童生徒の学習
機会の保障

＜小中学校児童生徒＞
インターネットを通じた授業動画の配信や、テレビによる授業の
放映、学習プリントを配布など

休業期間中 http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1584515675229/index.html 幼小中教育課 077-528-4665

学校臨時休業期間中の児童生徒の学習
機会の保障

＜特別支援学校児童生徒＞
・生活記録表や健康観察表、児童生徒の障害の状況に応じて学習
プリント等の課題を配付
・学校の実情等に応じて、ＮＨＫ番組やインターネットの学習サ
イトの紹介、授業をＤＶＤやタブレット端末に録画して配布、オ
ンライン授業の取り組み

休業期間中 特別支援教育課 077-528-4643

家庭における体力向上の取組推進

＜小中学校児童生徒＞
家庭で行える体つくり運動の解説動画の配信
＜小学校児童＞
家庭での運動習慣化につながる動画配信・プリントの配布（チャ
レンジランキング・体育の宿題）

５月～ 保健体育課 077-528-4627



３　医療提供体制の充実・強化

支援の内容 支援の詳細 実施時期 HPアドレス 所属名
問い合わせ先
（電話番号）

首都圏における「滋賀県がんばる医療
応援寄附」の呼びかけ

ふるさと滋賀の医療を支えるため、県人会や県立学校同窓会等を
通して、首都圏における左記寄附への呼びかけを行う。

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/index.html   東京本部
Tel:077-528-3313
Fax:077-528-4830

医療用衛生用品の調達・配布

医療用の防護服、ゴーグル、手指消毒剤やこれらに代わる機能を
有するものについて調達。事業者・県民にも提供を呼び掛け。こ
れらの衛生用品について、必要としている県内の医療機関、福祉
施設、生活衛生関係団体、水道事業者等に配布。

随時 ―
感染症対策班
物資チーム

077－528-3580

新型コロナウイルス感染症にかかる在
宅生活困難高齢者支援

同居家族が感染し、在宅生活が困難となった要介護高齢者に対し
て、必要な介護サービスを提供する。

― ― 医療福祉推進課 077-528-3523

新型コロナウイルス感染症にかかる在
宅困難障害者支援

家族の入院等により在宅での生活が困難になった場合や入院を要
するものの病院スタッフでは対応が困難な場合等に、支援者を調
整し緊急的に支援ができる体制を確保する。

― ― 障害福祉課 077-528-3544

こころのケアチームによる支援強化
医療従事者や県民の心のケアを行うため、医療機関への巡回指導
や感染者等に対する電話等相談体制を拡充する。

４月27日～ ―
感染症対策班
こころのケアチーム

障害福祉課
077-528-3548

新型コロナウイルス感染症対策にかか
る一時保護

感染者となった家族が安心して入院治療し、また残された子ども
が安全に生活できるよう、保護者と同じ医療機関への一時保護委
託や宿泊施設への一時保護を行う。

随時 ― 子ども・青少年局 077-528-3551

４　経済・雇用・生活支援対策

支援の内容 支援の詳細 実施時期 HPアドレス 所属名
問い合わせ先
（電話番号）

県内外の一人暮らしの学生に対する食
材支援

生活にお困りの、県内の大学等の一人暮らしの学生・留学生およ
び本県出身で県外在住の一人暮らしの学生を対象に、近江米や食
料品の無償提供を実施。
①県内の大学等の生活にお困りの一人暮らしの学生・留学生
　対象人数(見込)2,000人、各大学等を通じて配布
②本県出身で県外在住の生活のお困りの一人暮らしの学生
　対象人数（見込）2,000人、しがネット受付サービスで申込受
付

5月25日（月）～
6月14日（日）
※予定数に達し
た場合は終了す
ることがありま
す

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/311974.html
企画調整課
私学・県立大学振興課

企画調整課
077-528-3312

大学生向け支援制度の周知の強化
大学生向けの支援制度を取りまとめた情報を、県ホームページに
掲載・発信している。

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kyouiku/311114.html
企画調整課
私学・県立大学振興課

企画調整課
077-528-3312
私学・県立大学振興課
077-528-3275

新型コロナウイルス感染拡大に便乗し
た特殊詐欺等への注意喚起

新型コロナウイルス感染拡大に便乗した特殊詐欺・悪質商法につ
いて、県ＨＰ、しらしがメール、Twitterなど様々な広報媒体を
通じて注意喚起するとともに、特に高齢者に対しては、宅配サー
ビス事業者と連携して、特殊詐欺等への警戒を呼びかけるチラシ
などを直接配付する。

随時
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/shouhiseikatsu/309697.html

https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/index.html

県民活動生活課
消費生活センター

県民活動生活課
077-528-3412
消費生活センター
0749-27-2234

消費生活相談の実施
外出自粛の要請を踏まえ、相談者の希望に応じ、パソコンやス
マートフォンのZoomアプリを利用した「オンラインでの対面相
談」を緊急実施している。

５月１日から当
面の間

https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/index.html
消費生活センター

0749-27-2234

学校へのオンライン授業の支援
学校の休校措置に伴う家庭でのタブレット等を使ったオンライン
授業や児童生徒の家庭学習を支援するため、ICTを活用した家庭
科（消費生活）教材を学校向けに製作・提供

５月～
（予定）

― 消費生活センター 0749-27-2234



県税の納税の猶予

収入が大幅に減少（前年同期に比べて概ね20％以上減少）し、一
時に納税することが困難な方には、無担保かつ延滞金なしで、１
年間、納税を猶予できる制度があることをＨＰやリーフレットに
より周知し、受付を開始している。

令和２年４月30
日から令和３年
１月31日までの
期間

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/311553.html 税政課

西部県税事務所
　（納税課）077-522-9802
　（高島納税課）0740-25-8012
南部県税事務所077-567-5406
中部県税事務所
　（納税課）0748-22-7707
　（甲賀納税課）0748-63-6106
東北部県税事務所
　（納税課）0749-65-6606
　（湖東納税課）0749-27-2206
自動車税事務所077-585-7288

県税の申告期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響（納税者のり患等）により、期
限内に県税の申告等をすることが困難である場合には、納税者の
申請により期限の延長（影響がやんだ日から最大２か月間）がで
きることをＨＰで周知し、受付を開始している。

４月から影響が
やむ日まで

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/311553.html 税政課

【法人県民税・法人事業税】
西部県税事務所
077-522-9804

【軽油引取税】
南部県税事務所
077-567-5408

【ゴルフ場利用税】
中部県税事務所
0748-22-7709

特別定額給付金の迅速な給付に向けた
市町支援

市町への関連情報の速やかな提供や、質問・相談への対応、DV被
害者に関する広域的な調整等を通じて、市町における申請受付か
ら給付までの円滑な実施を支援

５月～６月 https://kyufukin.soumu.go.jp/ 市町振興課
各市町または特別定額給付金コール
センター
0120-260020

学校給食の食品ロス対策の実施
学校給食の休止に伴い不要となった未利用食品を引き取り、それ
らを必要とする福祉施設等に無償で配分する取組およびそれに付
随する事業を実施したものに対して補助金を支給

・補助対象期
間：４月１日～
５月31日
・受付期限：６
月30日

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/311642.html 循環社会推進課 077-528-3472

森林・林業に係る新型コロナ不況に伴
う就業支援相談窓口の設置

滋賀県林業労働力確保支援センターに就業支援相談窓口を設置
し、林業への就業希望者に対し、県内森林組合や林業事業体の求
人状況の紹介・斡旋を行うほか、現地での森林整備作業体験や簡
易な講習会を実施する。

―
滋賀県林業労働力確保支援ｾﾝﾀｰ
http://www.ex.biwa.ne.jp/~sizoukou/index.html

森林政策課

滋賀県林業労働力確保支援センター
077-522-0307

森林政策課団体指導係
077-528-3922

滋賀もりづくりアカデミー（新規就業
者コース）の開催
※4月募集開始、7月より開催

「滋賀もりづくりアカデミー」において、新規就業者向けの研修
（2.5ヶ月、受講料無料）を行うとともに、研修終了後には就業
斡旋を行う。

４月募集開始
7月より開催(県3
回開催)

5月末開設予定 森林政策課

滋賀もりづくりアカデミー
077-584-4711

森林政策課普及指導係
077-528-3928

緊急小口資金等の特例貸付支援
緊急小口資金等の特例貸付にかかる県社会福祉協議会への支援を
実施

― https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/chiiki/310803.html 健康福祉政策課

各市町社会福祉協議会
県社会福祉協議会

個人向け緊急小口資金･総合支援資
金相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0120-46-1999

自宅療養者や濃厚接触者への生活支援
自宅療養者や濃厚接触者のうち親族等から生活支援を受けられな
い方を対象に、買い物支援等を市町と連携して実施することを検
討

検討中
感染症対策班
自宅療養支援チーム

090-5905-3487

住居確保給付金の支給対象者の拡大
離職、自営業の廃止、または休業等により収入が減少し離職等と
同程度の状況にある方で、経済的に困窮し住居を失うおそれが生
じている方に対して、一定期間、給付金を支給する。

随時 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/chiiki/311432.html 健康福祉政策課

市にお住まいの方
　各市の自立相談支援機関
町にお住まいの方
　県の自立相談支援機関

ひとり親家庭への支援

県子ども・青少年局、県健康福祉事務所（東近江・湖東）、市町
のひとり親支援窓口において母子父子寡婦福祉資金の償還金の支
払い猶予等困りごとの相談を受け付けるほか、ひとり親家庭サ
ポート定期便を対象家庭に届ける（6月）ことにより、必要な情
報を提供する。

随時 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/304592.html 子ども・青少年局 077-528-3554



子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯に対して支給される臨時特別給付金（対
象児童一人につき１万円上乗せ）の迅速な支給に向けて、相談に
応じるなど県内市町への支援を行う。

６月 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html 子ども・青少年局 各市町児童手当担当課

新型コロナウイルス感染症対策経営力
強化補助金の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込
まれる県内中小企業等の今後の事業活動に資する人材育成、働き
方改革、新たな販路の開拓等の取組に対して支援。５月募集分は
６月下旬の交付決定を目指す。（４月募集分は交付決定通知済）

４月30日～５月
22日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/302793.html 商工政策課 077-528-3723

小規模事業者新事業スタートアップ支
援補助金の拡充

県内に本店が所在する小規模事業者が、新商品・サービスについ
て試作や販路開拓を行おうとするとき必要な経費の一部を補助す
る小規模事業者新事業スタートアップ支援補助金の補助率および
補助限度額の引き上げ

５月12日～
６月18日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/304494.html 中小企業支援課 077-528-3733

県制度融資「セーフティネット資金」
における信用保証料ゼロ

４月１日から県制度融資「セーフティネット資金」において、中
小企業者等が負担する保証料（0.80％または0.85％）をゼロ（保
証料相当を県から県信用保証協会に補助）とする。

４月１日から８
月31日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/309618.html 中小企業支援課 県内商工会・商工会議所

県制度融資を活用した民間金融機関に
おける実質無利子・無担保による融資

国の緊急経済対策を受け、５月１日から県制度融資に新たに「新
型コロナウイルス感染症対応資金」を創設。一定の要件を満たす
中小企業者等は、実質無利子（当初３年間）、信用保証料ゼロ。

５月１日から12
月31日

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/309618.html 中小企業支援課 県内商工会・商工会議所

宿泊施設への事業継続支援
キャッシュレス化や多言語表示の充実、バリアフリー化等、国の
緊急対応策第２弾により実施する旅行者受入環境整備等の促進に
対する支援を行う。

５月 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kanko/312038.html 観光振興局 077-528-3743

物産事業者への事業継続支援
物産販売・販路拡大の支援を図るため、大手通販サイトを活用し
て、加工食品・工芸品など県産品を販売するウェブ物産展を開催
する。

６月（出店者募
集）、７月開催

観光振興局 077-528-3743

物産事業者への事業継続支援
県庁生協横飲食スペースにおいて、県内事業者を応援するため、
県産品の販売会を実施する。

５月28日 観光振興局 077-528-3743

宿泊施設への事業継続支援
県内の宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症に配慮した
感染防止対策や、テレワーク受入環境の整備等の支援を行う。

６月 観光振興局 077-528-3787

宿泊施設への事業継続支援
宿泊施設への宿泊代金前払いの仕組を活用した事業へ補助するこ
とで、県内宿泊事業者の資金確保を支援する。

６月 観光振興局 077-528-3741

ビワイチの体験拡大
県民の屋外活動が解禁された機会をとらえ、レンタサイクル料金
に補助することにより「ビワイチ」「ビワイチプラス」の体験機
会の拡大を促すとともに、周遊を通じた消費の拡大を図る。

６月 観光振興局 077-528-3746

小規模事業者等への各種施策の周知徹
底と相談対応強化

地域の小規模事業者等に国・県等の支援策を周知徹底し、相談対
応にあたる商工会・商工会議所の人員を緊急増員

５月～ 中小企業支援課 県内商工会・商工会議所

ＷＥＢ合同企業説明会の開催
企業の人材確保・新卒者等の求職活動支援のためのＷＥＢ合同企
業説明会「しがジョブＬＩＶＥ！」を開催。開催期間：3日間
参加企業数：30社

５月26日、27
日、28日

https://shiga-job.live/ 労働雇用政策課
労働雇用政策課
就業・人材確保支援係
077-528-3758

（ＷＥＢ合同企業説明会の追加開催）
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る雇用不安への緊急支援

企業の人材確保・新卒者等の求職活動支援のためのWEB合同企業
説明会（５月下旬）を追加開催。新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた一般求職者の活動支援に重点を置いた運営により「雇
用をつなぐ」を強化。

６月（参加者募
集）、７月開催

労働雇用政策課
労働雇用政策課
就業・人材確保支援係
077-528-3758

雇用調整助成金の活用促進支援
雇用調整助成金の申請をサポートするため、専門家（社会保険労
務士）による相談窓口を設置するとともに、企業訪問による支援
を実施。

６月～12月頃 労働雇用政策課
労働雇用政策課
労政福祉係
077-528-3751



子ども用観光パンフレットの再掲と更
新による観光機運の醸成

子ども用に作成した観光パンフレット「わくわくどきどきしが探
検」を再度WEBに掲載し、収束後の誘客促進につながる機運醸成
を図る。

５月 https://www.biwako-visitors.jp/guide/detail/348?categories=1 観光振興局 077-528-3743

ロケ地紹介動画による観光機運の醸成
本県で撮影された映画やドラマの名場面ロケ地を紹介する動画を
公開し、自宅等で過ごす人を支援し、収束後の訪問機運醸成を図
る。

６月 観光振興局 077-528-3745

「いまだから地産地消キャンペーン」
推進事業の実施

新型コロナウイルス感染症の影響で、流通・販売が停滞している
県産農畜水産物を中心に、消費者のニーズが高まっている宅配
サービスを定額で行う地産地消キャンペーンを実施し、生産者の
所得確保を図る。

５月～７月末

(消費者向け)https://shigaquo.jp/chisanchishou.html

(生産者等向け)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/311801.html

食のブランド推進課 077-528-3891

肉用牛肥育経営安定対策事業の実施
枝肉取引価格急落に対する緊急対策として、肥育経営安定交付金
に対して上乗せ支援を実施する。

５月～ ― 畜産課 077-528-3855

水産振興資金融資基金預託金の増額

既に資金の貸付を受けた者であって、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた、または受けると見込まれる者の償還を１年猶予
することに伴い、融資残高の増加が見込まれることから預託金を
増額する。

５月～ ― 水産課 077-528-3873

水産振興資金利子補給費等補助金の執
行

既に資金の貸付を受けた者であって、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた、または受けると見込まれる者の償還を１年猶予
することに伴い発生する、利息および保証料の補助を行う。

５月～ ― 水産課 077-528-3873

琵琶湖漁業流通緊急支援事業の実施

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により流通機能が低下する
なか、水産加工業・養殖漁業各団体が、漁業者への影響抑制を目
的として、加工品や養殖生産物を営業倉庫へ保管する取り組みに
対し、補助を実施する。

５月～ ― 水産課 077-528-3873

観光大使、通販会社と連携した生産者
応援プロジェクトの推進

西川滋賀ふるさと観光大使と連携し、新型コロナウイルスの感染
拡大の影響による販売店などの営業縮小に伴い、販路が減少して
いる農畜水産物をジャパネットたかたの企画「生産者応援プロ
ジェクト」を通じて販売を促進する。

5月20日～ https://www.japanet.co.jp/shopping/i/sp/special/cheering/index.html
観光振興局
農政水産部各課

観光振興局
077-528-3745

県営住宅での一時的な受入れ制度の再
周知（周知の徹底と提出様式の配布先
拡大）

県ホームページ、各土木事務所で行っている提出様式の提供を県
内各ハローワークにも拡大。また、各市町生活保護担当課および
居住支援法人に、チラシを配布することにより、住居を必要とす
る方に情報が届くよう周知の徹底を行う。

５月～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/311712.html 住宅課 077-528-4234

５　相談体制の強化・充実

支援の内容 支援の詳細 実施時期 HPアドレス 所属名 電話番号

新型コロナウイルス感染症に関連する
人権相談窓口の案内

滋賀県ホームページから法務省の「みんなの人権１１０番」にリ
ンクし、人権相談窓口の周知を実施

実施中

(法務省)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

(県人権施策推進課)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/

人権施策推進課

（法務省）
みんなの人権110番
0570－003－110（全国共通）
※最寄りの法務局または支局につな
がります。
（県人権施策推進課）
Tel:077-528-3533
Fax:077-528-4852
Mail:cf00@pref.shiga.lg.jp

妊婦への相談支援
不安を抱える妊婦の方々が気軽に相談できる相談窓口を「子育
て・女性健康支援センター」に設置

５月11日～ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html 健康寿命推進課 077-553-3931

障害者への相談支援

学校休校や通所サービス事業所の休業、企業活動の縮小等により
生じる問題について、支援に繋がっていない方や声をあげられな
い方等にきめ細かに　対応するため、障害のある方々に対する専
用の相談窓口を設置

５月11日～ https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/311768.html 障害福祉課 077-521-1175



外国語での相談（しが外国人相談セン
ター）

外国人県民等の新型コロナウイルス感染症に関することを含む
様々な生活の困りごとに対し、電話・ファクス・メール相談を受
け付ける。(平日10:00～17:00)

実施中 http://www.s-i-a.or.jp/counsel   国際課

Tel:077-523-5646
Fax:077-510-0601
Mail:mimitaro@s-i-a.or.jp

子ども食堂への支援

子ども食堂等の運営者に対し、不足する衛生資材(マスク、エタ
ノール)を県において一括購入し、県社会福祉協議会を通じて配
布する。
また、必要な情報を提供するとともに、県社会福祉協議会におい
て活動に関する相談を受ける。

衛生資材配布５
月12日～
相談は随時

― 子ども・青少年局
滋賀県社会福祉協議会
077-567-3924

DV相談体制の充実
「DV相談ナビ」（0570-0-55210（ここにでんわ））に加え、電
話・メールで24時間受付可能な、DV相談＋（プラス）（0120-
279-889(つなぐはやく））について周知し、相談体制をとる。

随時 https://soudanplus.jp/ 子ども・青少年局

DV相談ナビ
0570-0-55210
DV相談＋
0120-279-889

男女共同参画相談室による相談
（配偶者暴力相談支援センター）

生活不安やストレスからＤＶ等の増加や深刻化が懸念されること
から男女差別、夫婦・家庭、離婚、ＤＶなどの多様な悩みについ
て相談の窓口を周知。

実施中 https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/consultation/300860.html 男女共同参画センター 0748-37-8739

消費生活相談の実施
新型コロナウイルス感染拡大に便乗した悪質商法や契約トラブル
について、消費者からの相談を受け付けている。
（平日・土日9:15～16:00）

実施中 https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/index.html 消費生活センター 0749-23-0999

「しがジョブパーク」、「シニアジョ
ブステーション滋賀」、「滋賀マザー
ズジョブステーション」による就労相
談

若者、シニア、子育て期の女性など、それぞれの立場に応じた就
労相談の窓口を周知。
（電話、オンラインによる相談など）

実施中

【しがｼﾞｮﾌﾞﾊﾟｰｸ】
 http://www.shiga-yjob.com/
【ｼﾆｱｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ滋賀】
 https://www.sjs-shiga.com/
【ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ】
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/danjyosankaku/300555.html

労働雇用政策課
女性活躍推進課

【しがジョブパーク】
　077-563-0301
【シニアジョブステーション滋賀】
　077-521-5421
【マザーズジョブステーション】
（近江八幡）0748-36-1831
（草津駅前）077-598-1480


