平成30年４月１日採用

市職員募集！

採用予定…①精神保健福祉士（経験者）
１人程度
②保健師
１人程度
③保育士・幼稚園教諭職
５人程度
④保育士・幼稚園教諭職（経験者）５人程度

１次試験（択一式）…①社会人基礎試験
②専門試験
③教養試験（高校卒程度）
④社会人基礎試験

受験資格…①昭和52年４月２日以降に生まれた人で精
神保健福祉士免許を有し、かつ精神保健
福祉士としての社会人経験が平成29年４
月１日で２年以上ある人
②昭和62年４月２日以降に生まれた人で保健
師免許を有する人または平成30年３月31日
までに当該免許を取得する見込みの人
③昭和62年４月２日～平成10年４月１日に
生まれた人で保育士資格および幼稚園教
諭免許の双方を有する人または平成30年
３月31日までに当該資格および免許を取
得見込みの人
④昭和52年４月２日以降に生まれた人で保
育士資格および幼稚園教諭免許の双方を
有し、かつ平成19年４月１日以降の保育
士または幼稚園教諭としての職務経験が
平成29年４月１日で５年以上ある人

試験場所…野洲市総合防災センター
（野洲市辻町488番地）

日

時…９月17日㈰

申し込み・問い合わせ…８月１日㈫～22日㈫までに所
定の申込用紙に必要事項を記入の上、持
参または郵送のいずれかで人事課（〒520
－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－
6088、FAX587－4033
※申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか郵便で請求
する場合は、封筒の表に「精神保健福祉士（経験者）
試験申込用紙請求」、
「保健師試験申込用紙請求」、
「保
育士・幼稚園教諭職試験申込用紙請求」または「保
育士・幼稚園教諭職（経験者）試験申込用紙請求」
と朱書きし、返信用封筒（Ａ
４判に120円切手貼付・宛先
記入）を同封すること。

午前10時～

市長メッセージ

～ まちの動き

毎月、まちの動きを私からお伝えします。
◆人口増加、５万１千人を超えました
６月に５万１千人を超えました。人口の伸びが
緩やかな原因は、まちに魅力がないからではなく、
住みたくても住める土地（市街化区域等）が限界
に来ているためです。都市計画の見直しを進めて
います。
◆学童保育を土曜日も
来年度から土曜日の開所と午前７時30分～午後
７時までの時間延長を行う予定です。
◆国道８号バイパス工事が始まります
国道１号と栗東インターに直結するバイパス工
事が始まります。開通は遅くとも平成36年度。湖
南幹線は35年度目標です。
◆中主小学校と野洲北中学校の改修
老朽化対策と併せて増築の検討を進めています。
◆コミュニティバス（おのりやす）を
２路線増やす予定です
便数増と時間短縮を目標に検討を進めます。
◆市民病院の基本設計が完了しました
機能、安全、環境、景観に配慮した６階建です。
病棟増と免震構造等で事業費は増えますが、国の
交付金が見込め、採算性は改善します。

市民の皆さんへ ～

病院予算は６月議会でも、可否
同数、対案は示されず、議長裁決
で否決されました。病院は市民の
中核医療を守る事業です。
野洲病院の施設等は限界に来ています。滋賀医
科大学からの医師派遣を含め、野洲病院での医療
は、新病院への展望と使命感によって辛うじて保
たれています。
野洲市病院事業の設置等に関する条例執行のた
め８月議会に予算案を再提案します。
公開と公表を基本に審議を進めてきましたが、
条例可決後も議長採決で３度否決という異例な状
態です。「広報やす」では私の責任で自ら筆を執り、
率直に状況をお伝えしています。
◆住民投票の実施はできません
「市長は信任を問い直す覚悟で」との付帯決議が
可決され、残念ですが、住民投票は実施できなく
なりました。市民、議会、市長が共通に活用でき
る手続きに条件を付けることは、制度に反します。
また、
「覚悟」を迫ることは、憲法が保障する「内
心の自由」を縛ることにもなり、人権にもかかわ
ります。

野洲市長

山仲 善彰
2017.8 広報やす
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市営住宅入居者募集
■募集戸数…８戸（入居予定日／10月中旬）
■申込資格（主なもの）…次の①～⑥を全て満たす人
①市内に３カ月以上住所があるか、市内に６カ月以上勤務している人
②税金等を滞納していない人
③現に同居している、または同居しようとする親族がある人
④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下の人
⑤住宅に困窮している人
⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間…８月21日㈪～31日㈭ 午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は受付できません。）※郵送不可
■募集箇所一覧
団地名

号棟

階

目的

１

吉地団地

2

2

２

吉地団地

3

2

一般

３

新上屋団地

3

1

４

新上屋団地

3

5・6

木部団地

７
８

構造

使用料（平成29年度）

学区

備考

19,900円～

中主

EV無／駐車場有

２DK

21,600円～

中主

EV有／駐車場有

老人・身体障がい者

２DK

21,700円～

祇王

EV有／駐車場有
／事故住宅

3

一般

３DK

24,700円～

祇王

EV有／駐車場有

－

3

一般

２DK

21,600円～

中主

EV有／駐車場有

小篠原団地

1

3

一般

３DK

16,900円～

野洲

EV無／駐車場有

小篠原団地

2

2

一般

３DK

16,100円～

野洲

EV無／駐車場有

一般（条件付単身可） ２DK

○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
○使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等
の改正により、毎年変更される可能性があります。
○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。
○別に共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

「とことん野洲」受講者募集！
長く、野洲の地に住んでいてもご近所以外の事は案外知らないものです。「野洲ってどんなまち？」、「野洲の
面白いことをもっと知りたい」、「何か地域に関わる活動をできないものか」という問いや要望にお応えし、野洲
のまちを知ることから地元で活動を始めるきっかけや仲間作りの場を紹介、提供するための講座を開催し、市民
活動の活性化を目的に意欲的な人材の育成をめざします。シニア、子育てを卒業した人、地域で何かを始めたい
という若者、どなたでも参加できます。
募集人員…30人
対
象…市内在住者
内
容…①市長講演 ②野洲の自然や歴史の学習 ③史跡・名所の探索 ④地域の食や産業の学習 ⑤市民活動団体
活動への参加体験など（５～６回程度を予定）
参 加 費…無料（講座内容により実費負担あり）
申し込み…８月25日㈮午後５時までに申し込みください。
※受講者の要望にそった講座内容にするため、受講者自ら企画運営に参画する運営委員会を設置します。

◇◆◇「とことん野洲」山仲市長の公開講演会とオリエンテーション（第１回講座）◇◆◇
日

時…８月27日㈰

午後１時30分～４時30分

場

所…市民活動支援センターホール（野洲図書館併設）

問い合わせ…市民活動支援センター☎518－0556、FAX 518－0557
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野洲駅北口駅前広場整備に伴うお願い
野洲駅北口駅前広場整備事業は、歩行者の安全性と円滑な交通の確保のため、今年３月に完成した歩道橋整備
工事に引き続き、現在、シェルター整備工事を進めています。工事期間中は、ご不便ご迷惑をおかけしますが皆
さんのご協力をお願いします。
H29.６.27～
11月中旬～H30.２月末
◇◆◇工事の概要◇◆◇
工事内容…右図（点線部）におけるシェルター（屋根） ステップ１
➡
等の整備
ステップ２
工事期間…６月～平成30年２月末（予定）
規制内容…◦工事区域は仮囲いにて規制しています。
◦駅 舎側の歩道や階段、喫煙所等の使用
を停止しています。
◦バ スやタクシーの乗り場等を変更して
います。
そ の 他…◦工 事に伴って迂回等が生じます。誘導
員や案内看板の誘導に沿って通行願い
ます。
◦工 事期間中は混雑が予想されます。一
般車両は、できるだけ南口駅前広場の
Ｈ30 年度工事予定箇所
ご利用をお願いします。
◦現 在使用停止にしている階段等は、工
事（ステップ１）完了後に復旧します。
◦シェルター工事に追随して歩道整備工事を実施します。
◦全体の完成は、平成30年度を予定しています。
（平成30年度に、中央島の整備工事および車道部の舗装工事を実施予定）
問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX 586－2176

➡
ステップ 1 区域
ステップ 2 区域

工事箇所
（Ｈ29 年度）

野洲市総合教育会議を開催します
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、本市教育
の課題およびめざす姿等を共有し、同じ方向性のもと、連携してより一層民意を反映した教育行政を推進するため、
「総合教育会議」を設置しています。
これに伴い平成29年度第１回目の会議を次のとおり開催します。会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴
できます。
日 時…８月９日㈬ 午後１時30分～
  場 所…市役所本館３階第１委員会室
構成員…市長、教育委員会（教育長および教育委員）
議題（予定）…特別支援教育・生徒指導の充実について
※開催時刻を過ぎると会場に入れません。多数により会場に入りきれない場合は、先着順とします。
問い合わせ…教育総務課☎587－6014、FAX 587－3835

就学援助制度のお知らせ
市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が
困難と認められる場合、学用品費や給食費などの一部が援助される制度があります。この制度の申請は、
いつでも受け付けています。
申請方法…申請書に必要事項を記入の上、各学校に提出してください。
（世帯状況を把握するため、添付書類が必要な場合があります。）
※申請書は、各学校、学校教育課に設置しています。
その他…認定された場合は、申請月の翌月からの援助となります。
問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835
2017.8 広報やす
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国民健康保険高齢受給者証は届きましたか？
８月は国民健康保険「高齢受給者証」の更新の月です。国民健康保険に加入している人で、次に該当
する人には新しい高齢受給者証を７月後半に郵送しました。８月１日から使用できます。
①すでに、高齢受給者証をお持ちであった人
（昭和17年８月２日～昭和22年７月１日生まれの人）
※後期高齢者医療制度の適用を受けている人を除きます。
②新しく高齢受給者証の交付を受ける人
（昭和22年７月２日～昭和22年８月１日生まれの人）
※８月２日以降に70歳の誕生日を迎えた人は誕生日月の下旬に郵送します。
高齢受給者証は医療機関にかかったときの自己負担割合を表示しているカードです。必ず保険証とセッ
トで使用してください。自己負担割合は、平成28年中の所得等と生年月日により決定しています。
今回お送りした受給者証の有効期限は、通常平成30年７月31日までですが、途中で満75歳になる人は
それよりも短い期限になっています。
高齢受給者証は１人１枚のカード型になっていますので、台紙からはがしてご使用ください。希望者
にはケースの配布やラミネート加工（パウチ）を保険年金課または市民サービスセンター（北部合同庁
舎内）で行っています。
問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

ら

８月１日か

高額療養費の自己負担限度額が変わります

国民健康保険に加入中の70歳以上の人および
後期高齢者医療制度に加入の人が変更になります
■「高額療養費」制度とは？
同じ月内に支払った医療費の負担額が高額となり、下表の額（自己負担限度額）を超えたとき、申請して認め
られると、その超えた分の額が支給される制度です。
【平成29年７月まで】
所得区分

外来（個人）

外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者

44,400円

80,100円＋１％※１ （44,400円）

一般

12,000円

44,400円

区分Ⅱ

住民税
非課税

区分Ⅰ

24,600円

8,000円

【平成29年８月から平成30年７月まで※２】

➡

15,000円

所得区分

外来（個人）

外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者

57,600円

80,100円＋１％※1 （44,400円）

14,000円（年間144,000円

一般
住民税
非課税

区分Ⅱ
区分Ⅰ

8,000円

上限）※3

57,600円（44,400円）
24,600円
15,000円

（ ）内は過去１年以内に４回以上高額療養費の支給があった場合、４回目以降の負担額です。
※１ 総医療費が267,000円を超えた場合に、(総医療費－267,000円)×１％を加算します。
※２ 平成30年８月からも限度額が変更されます。詳細は今後お知らせする予定です。
※３ 年間は、毎年８月から翌年７月までの間で計算します。
問い合わせ…▽国民健康保険に関すること
市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
▽後期高齢者医療制度に関すること
市保険年金課または滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013
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子育て短期支援事業
～「ショートステイ・トワイライトステイ」
のお知らせ ～
保護者の疾病や育児疲れ、育児不安、保護者の仕事等の理由により、家庭で児童を養育することが一時的に困
難となった場合に、市と契約を締結している児童養護施設で養育を行います。
■短期入所生活援助（ショートステイ）事業
対
象…１人以上の保護者が次の①～⑥のいずれかの理由により、家庭で児童を養育することが一時的に困難
となる家庭
①疾病にかかり、または負傷しているとき
②育児を原因として身体または精神を疲労しているとき
③妊娠中または出産後間もないとき
④同居の親族を看護し、または介護しているとき
⑤冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事に参加するとき
⑥災害等の復旧に当たっているとき
利用期間…連続７日以内。ただし、市が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することがで
きます。
※施設利用中は、保育園、幼稚園、小・中学校への通園・通学はできません。
■夜間養護等（トワイライトステイ）事業
対
象…保護者の仕事等の理由により平日の夜間または休日に保護者が不在となるため、家庭で児童を養育す
ることが一時的に困難となる家庭
利用時間…▽平日／午後５時～10時（引き続き宿泊を伴う場合に限り、翌日の午前９時まで利用可）
▽休日／午前９時～午後５時
※いずれも延長は不可
【対象児童】 １歳半以上18歳未満
【実施施設】 社会福祉法人ひかり会 児童養護施設 守山学園（守山市笠原町1257－１）☎582－2887
【主な注意事項】
◦市および施設では児童の送迎は行っていません。送迎は、保護者の責任および負担において行ってください。
◦施設での生活は他の児童との集団生活となります。
◦施設の定員に空きがない場合や児童の健康状態等によっては、利用できない場合があります。
◦食事代・おやつ代は利用料金に含まれています。
◦施設利用中に不慮の事故等でけが等をされた場合は、施設が加入する保険を適用します。
◦利用料金は、利用期間終了までに直接施設へお支払いください。
【利用料金】
※児童１人１日当たり
負担区分
○生活保護世帯
事業名
区 分
○市民税非課税世帯 ○その他の世帯
○ひとり親世帯で
○ひとり親世帯
（左記以外の世帯）
市民税非課税世帯
２歳未満児
無料
1,100円
5,350円
ショート
ステイ
２歳以上児
無料
1,100円
2,750円
平日預かり分
無料
300円
750円
（午後５時～10時）
トワイライト
平日預かり分（宿泊分）
無料
300円
750円
ステイ
（午後10時～翌日午前９時）
休日預かり分
無料
350円
1,350円
（午前９時～午後５時）
【申し込み・問い合わせ】
利用を開始しようとする原則3日前までに所定の申込用紙に必要事項を記入・押印の上、家庭児童相談室☎
587－6140、FAX 586－2176
※申込用紙は、家庭児童相談室に設置しています。
※当該年度の課税基準日（１月１日）に野洲市に住民登録がない場合は、課税基準日の住所地の市区町が発行す
る課税（非課税）証明書の添付が必要です。
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ひとり親家庭の皆さんへのお知らせ
◇児童扶養手当の支払い◇
８月期（４月～７月分）の支払いは、８月10日㈭で
す。なお、４月から手当月額が次のとおり改正されて
います。
区

分

手当月額（4月～）

42,290円
全部支給 （ 児 童2人 目 は9,990円、3人 目 以 降 は
5,990円加算）
42,280円～9,980円（10円単位）
一部支給 （児童2人目は9,980円～5,000円、3人目
以降は5,980円～3,000円加算）
※現在受給している人が婚姻（事実婚を含む）等をさ
れた場合や、受給者本人や扶養義務者が、年度の途
中で所得の修正申告をされた場合は届出が必要で
す。
◇児童扶養手当現況届の手続き◇
提出期間…８月１日㈫～31日㈭
午前８時30分～午後５時15分
（土曜・日曜日、祝日は除く）
※以下の期間は、休日・夜間受付を行います。
休日受付 ： ８月27日㈰
午前８時30分～午後５時15分
夜間受付 ： ８月25日㈮・28日㈪～31日㈭
午後７時30分まで
児童扶養手当を受けているひとり親家庭等の人は、
手当の支給・停止を問わず、毎年８月中に「児童扶養
手当現況届」の手続きが必要です。この届は、毎年８
月１日における受給者の状況を調査し、児童扶養手当
を引き続き受ける要件にあるかどうかを確認するため

のものです。
対象者には通知をしますので、８月末までに必要な
書類等を持参の上、必ず本人がご来庁ください。
重要 この届の提出がないと８月以降の手当が受けら
れません。また２年間提出がないと手当を受ける資格
がなくなります。
★★ご注意ください！★★
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」
（緑色の用紙）の提出が必要な対象者には通知しま
すので、現況届の手続きとともに８月中に提出して
ください。原則８月中に提出がないと、手当額が２
分の１になります。提出期限までに必要書類が提出
されず、手当額が２分の１となった場合は、提出期
限後に提出されても、提出された月からの適用とな
り、それ以前の手当額は、元の手当額には戻りませ
んので、ご注意ください。
◇「ひとり親家庭サポート定期便」をお届けします！◇
ひとり親家庭の皆さんを対象に、年に３回、県や市
の各種情報をお届けする「ひとり親家庭サポート定期
便」事業を行っています。滋賀県ひとり親家庭福祉推
進員がご自宅までお届けします。
滋賀県ひとり親家庭福祉推進員は、地域社会でひと
り親家庭の生活、子どもに関することなどさまざまな
悩みの相談に応じるとともに、ひとり親家庭に関する
情報提供を行っています。
サポート定期便をご希望の人は、子育て家庭支援課
までお申し込みください。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX 586－2176

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・
福祉手当の所得状況届のお知らせ
この所得状況届は、毎年８月１日における受給者の所得状況の調査を行い、８月分から翌年７月分
までの手当を引き続き受給できる要件にあるかどうかを確認するためのものです。対象者には８月上
旬に通知しますので、通知書に記載のものを持参の上、届の提出を行ってください。
※提出がない場合は、８月分以降の手当は支給できません。
※２年間提出がない場合は手当を受ける資格がなくなります。
提出期間…８月10日㈭～９月11日㈪

午前８時30分～午後５時15分

（土曜・日曜日、祝日は除く）
問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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