
あなたの一票は、明日の県政を決める貴重な一票です。
みなさん棄権することなく、必ず投票しましょう。

【投票日時】

　平成30年６月24日㈰　午前７時～午後８時
【投票所】
　市内25箇所

【投票ができる人】
　◦投票日において、年齢満18歳以上の人（平成12年６月25日以前に生まれた人）
　◦�告示日（６月７日）において、住民票が作成されまたは転入届出をした日から、引き続き３カ月以上野洲市

の住民基本台帳に記録されていること。
　　（平成30年３月６日以前から引き続き野洲市に住所を有する人）
　※�平成30年３月７日以降に滋賀県内の他の市町から野洲市に転入し、投票日においても引き続き野洲市に在住
している人は、転入前の市町の選挙人名簿に登録されている人のみ転入前の市町で投票していただくことに
なります。詳しくは転入前の市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。

　　なお、平成30年３月７日以降に滋賀県外から転入した人は、今回の選挙では投票することができません。

あなたの投票所は？
　投票所は、選挙管理委員会から郵送される投票所入場券に記載されている場所です。
　投票には、あなたの投票所入場券をご持参ください。入場券が届いていないときや紛失したときは、投票所の
係員に申し出てください。
　野洲市の選挙人名簿に登録されており、選挙権を有する人は投票することができます。
※行政区ごとの投票所については、市ホームページでも確認できます。

投票の方法
　今回の選挙は、滋賀県知事選挙の投票をします。候補者名を記載する際、間違えないようご注意ください。
※立候補者が定数を超えなかった選挙は無投票となります。投票の有無については、市ホームページに掲載します。

平成３０年６月２４日（日）は、
滋賀県知事選挙の投票日です！
投票時間は午前７時～午後８時

滋賀県知事選挙

あさぎ色の
投票用紙

扌
候補者名を記載してください。
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期日前投票
　投票日当日、仕事など一定の事由がある場合は、期日前投票をすることができます。
　投票する際、宣誓書を記入し、当日の投票所での手続きと同じように投票用紙を受け取り直接投票箱に投票し
ます。

◇◆◇ 期日前投票の投票所 ◇◆◇
　　■市役所本館１階第１会議室
　　　　　投票期間：６月８日㈮～23日㈯
　　■野洲市中主防災コミュニティセンター２階防災研修室
　　　　　投票期間：６月16日㈯～23日㈯
　　■投票時間は、いずれも午前８時30分～午後８時

代理投票・点字投票・郵便投票
　点字投票やさまざまな理由により自ら投票できない場合に係員による補助を受けて投票する代理投票もありま
す。投票日に投票所で係員に申し出てください。
　また、投票所に行けない場合、郵便で投票する方法もあります。郵便による投票は、身体障害者手帳・戦傷病
者手帳を持っている人でその内容が一定の基準を満たしている人や、介護保険の要介護状態区分が「要介護５」
である人で、事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に限ります。

選挙公報
　候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、６月19日㈫までに、各世帯に郵送でお届けします。
※候補者が定数を超えない場合は、無投票となりますので、選挙公報はお届けしません。

問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

～選挙管理委員会からのお願い～
　◦ポスター掲示場の前や近くには、車などを置かないでください。
　◦ポスターを破ったり、落書きしたりしないでください。
　◦掲示場やポスターの破損に気づいたときは市選挙管理委員会へ連絡してください。

開票は、午後９時15分から　　　　　　　　　　　　　
野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で行ないます。

暮らしの情報
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　市では、平成25年４月に「やすワーク」を設置し、
生活困窮者等を対象にハローワークの就労支援ナ
ビゲーターによる就労相談を実施しています。
　これまでの就労相談は、「一般求人」※１を活用し
就労支援を行ってきましたが、新たに「障害者求
人」※２に関する支援を始めました。
　なお、専門機関による支援（職場体験・実習・
定着支援等）が必要となる人についての支援は草
津公共職業安定所（草津ハローワーク）の「障害
者求人」担当での対応となります。

※１�「一般求人」とは、通常の求人です。
※２�「障害者求人」とは、障がいのある人を雇用するた
めの求人です。

☆★☆ 新たに実施する就労支援 ☆★☆

▽�「障害者求人」の検索および情報提供等の就労
支援
　　⇒�「障害者求人」へ応募する際に、本人の障

がいの程度等、事業所へ配慮してもらいた
いことを伝え、紹介します。

▽「一般求人」における障がい者への就労支援
　　⇒�「一般求人」を紹介する際、障害者手帳保

持者である旨等を事業所へ伝え、応募可能
かどうか確認し、可能な場合については就

労支援を行います。
※�ご本人の障がいの状況等により、やすワークの
みでは充分な支援ができないと判断させていた
だく場合があります。

☆★☆ やすワークでの就労支援 ☆★☆

相談時間…月曜～金曜日　午前10時～午後４時
　　　　　（土曜・日曜日、祝日、年末年始は除く）
　　　　　※予約制、各45分
相談内容… ハローワークカードの登録、求人情報

の提供、紹介状の発行、面接の日程調
整、履歴書・職務経歴書指導、面接指導、
就活メイク指導、就活スーツ貸し出し
等

問い合わせ…市民生活相談課
　　　　　　☎587－6063、FAX586－3677

やすワークで障がい者の就労支援を始めます

採用予定…①上級行政職　　　　　　13人程度
　　　　　②保育士・幼稚園教諭職　10人程度
　　　　　③心理判定員　　　　　　１人程度
受験資格…①�昭和58年４月２日～平成９年４月１日に

生まれた人
　　　　　②�昭和63年４月２日～平成11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31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

　　　　　③�昭和53年４月２日以降に生まれた人で、
次のいずれかに該当する人

　　　　　　（1）臨床心理士の資格を有する人または
　　　　　　　　平成31年３月31日までに当該資格を
　　　　　　　　取得見込みの人（資格の更新が必要
　　　　　　　　な人は平成31年３月31日までに更新
　　　　　　　　完了見込みであること。）
　　　　　　（2）公認心理師の資格を平成31年３月31
　　　　　　　　日までに取得見込みの人
日　　時…７月22日㈰　午前10時～
１次試験（択一式）…①②③教養試験

試験場所…①さざなみホール
　　　　　　　　　　（野洲市比留田3313番地３）
　　　　　②③野洲市役所本館
　　　　　　　　　　（野洲市小篠原2100番地１）
申し込み・ 問い合わせ…６月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「上級行政職試験申込用紙
請求」、「保育士・幼稚園教諭職試験申込用紙請求」
または「心理判定員試験申込用紙請求」と朱書きし、
返信用封筒（Ａ４判に120円切手貼付・宛先記入）
を同封してください。

平成31年４月１日採用 市職員募集！
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野洲市長　山仲 善彰

◇◆ 農業集落排水の公共下水道への接続 ◆◇

　市内の下水道普及率は、99.2％で実質的には全戸
に整備されています。この中には、普段の利用で
は下水道と同じように見えますが、下水道ではな
い汚水処理をしているものがあります。
　市内の安治・須原・堤・吉川地域などでは、旧
町時代に農林水産省事業の農業集落排水施設が整
備され、これにより家庭の汚水処理を行っていま
す。使用料は下水道と統一しているため、不公平
とはなっていません。
　野田地域も同様でしたが、昨年度、公共下水道
への接続事業を完了しました。今後、他の地区に
おいても順次接続事業を行い、維持管理の合理化
と環境対策を進めていきます。

◇◆ 国民健康保険の運営が変更 ◆◇

　国民健康保険は、日本国民の保険制度の基本と
なるものですが、会社員や公務員などを除く、農
業者や自営業者、退職者を対象とするものである
ため、現在では人口の約２割程度が加入している
状況です。昨年度までは市町村が単独で責任をもっ
て運営する制度でしたが、今年度より都道府県が
財政責任を持つ立場で運営に加わることになりま
した。ただし、市の運営努力の余地は残されており、
加入者の健康増進と運営の健全化に取り組んでい
きます。利用手続きなどは従来どおりです。

　◇◆ 小学校で英語学習 ◆◇

　平成23年度から小学５・６年生
を対象に外国語活動（英語教育）
が始まりました。2020年度に、小学３年生からの
必修化と小学５年生からの教科化を目標に、今年
度から２年間を移行期間として、５・６年生の授
業時間を従来の年間35時間から50時間に増やすと
ともに、３・４年生にも初めて15時間の授業が始
まることになります。
　国の制度が変化する中、授業時間や指導者の確
保など多くの課題がありますが、子どもたちの多
様な能力開発の一環として着実に進めていきます。

　◇◆ 産後ケアが重要 ◆◇　　

　家族状況の変化や出産の高年齢化などにより、
子どもを出産された母親を支援する「産後ケア」
の重要性が高まっています。従来の出産支援は、
新生児の健康を主な目的に、妊婦さんや赤ちゃん
の健康状態を定期的に診る妊婦健診が行われてい
ます。それに加えて、出産後の母親支援が求めら
れています。いわゆる「産後うつ」や乳児虐待の
予防策としても必要性が指摘されており、国は施
策の充実に力を入れ、自治体の取り組みも広がっ
ています。さらには、その延長として育児支援も
行っています。
　市では、市内外６つの産婦人科医院の協力を得
て、宿泊および通所サービスを提供しています。

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

夏季保育補助員　臨時職員 募集 ! 

年齢・性別…不問（学生可）　※学生は幼稚園教諭または保育士資格の課程を履修中の者に限る
通勤手当…日額150円（２km～10km）、日額250円（10km以上）
選考方法…面接（選考日時は後日連絡します。）
持 ち 物…写真付き履歴書、有資格／資格・免許の写し、学生／学生証の写しまたは在学証明書
　　　　　※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書の写し
　　　　　※資格・免許の氏名を変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。
申し込み・問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176　※受付／午前８時30分～午後５時（電話受付可）
勤務場所・職種 募集人数 資格・免許 勤務期間・時間 賃　金

保育園・こども園
�保育補助 ５人程度 不問・学生可

�７月１日～９月30日㈪～㈮
　８：30～18：00〔内４～７時間〕
※勤務期間・時間は応相談
※更新の可能性あり

�無資格
�　時給　925円
�有資格
�　時給�1,000円～1,150円

幼稚園
�預かり保育担当�
�補助員

５人程度 不問・学生可

�７月18日～９月５日㈪～㈮
　８：30～18：00〔内４～７時間〕
※勤務可能日・時間は応相談
※更新の可能性あり

�無資格
�　時給　925円
�有資格
�　時給�1,000円～1,150円

※資格・免許は、いずれも保育士資格・幼稚園教諭免許のいずれかがあることが望ましい。

暮らしの情報
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日　時…７月21日㈯　午後４時～８時30分　※雨天決行、予備日なし
場　所…蓮池の里多目的公園（野洲市須原598番地）
　　　　※�当日急な荒天により、実施が困難となった場合は中止となり、延期はあ

りません。
　　　　　�最新の開催情報は、野洲市観光物産協会ホームページ、facebookでお知

らせします。

協賛金のご協力をお願いします！

　野洲市夏まつり実行委員会では、皆さんが安全に安
心して楽しんでいただけるよう努めていますが、その
実現のためには花火や警備にかかる費用など、多額の
資金が必要です。現在、企業・事業所・商店の皆さん
に広く協賛金のご協力をお願いしていますが、必要な
金額の確保に大変苦慮しています。
　イベント実施にご賛同いただける個人・サークル・
有志など、皆さんからの温かいご支援・ご協力をよろ
しくお願いします。

受付期間…７月31日㈫まで
受付窓口…野洲市夏まつり実行委員会事務局
　　　　　（商工観光課内）
※�募金箱を商工観光課、野洲市商工会等の窓口に設置
しています。

おいでやす横丁（模擬店）の出店団体を募集します！

　出店資格などの詳細は、「おいでやす横丁（模擬店）
出店者募集要項」をご確認ください。

応募期間…６月４日㈪～12日㈫　午後５時まで
　　　　　※持参に限る
募集要項・申込書の設置場所…
　　　　　�野洲市夏まつり実行委員会事務局（商工観

光課内）、野洲市商工会、野洲駅構内の観
光パンフレットスタンド

問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会事務局
　　　　　　（商工観光課内）
　　　　　　☎587－6008、FAX587－3835
※�受付／午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）

～ 協賛金のお願い・出店団体募集 ～

　毎年11月に市政功労者の表彰を行っています。
　これは、本市の自治、社会、経済、教育、文化その
他全般にわたり市政の振興発展に寄与いただいた人の
功績を表彰しようとするものです。
　本表彰では、各種委員や自治会長、消防団員として
永年尽力いただいた人など、市の基準に定める表彰の
ほか、さまざまなボランティア活動を永年続けていた
だいている人なども表彰することとしており、これら
に該当する人の推薦を募ります。
※�被表彰者は、推薦いただいた人の中から、表彰選考
委員会で審査し決定します。

推薦対象… 地域や団体等においておおむね10年以上ボ
ランティア活動等をされている人

推薦方法…自薦・他薦
�　　　　��※�推薦書の提出が必要です。詳しくはお問

い合わせください。
　　　　　※�推薦書は市ホームページにも掲載してい

ます。
推薦締切…７月19日㈭
問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

　夏休みに図書館の仕事を体験してみませんか？
　本が好きな人、図書館が好きな人、夏休みの思い出
に、ぜひご参加ください。

日　時…７月25日㈬・26日㈭
　　　　午前９時30分～午後３時15分
場　所…野洲図書館本館
対　象… 市内在住または在学の小学４年生～６年生、

中学生、高校生
定　員…12人／日　※応募多数の場合は抽選します。
内　容… カウンター（貸出し・返却）、本の整備（カ

バーかけ）、図書館探検など
申し込み… ６月８日㈮～７月１日㈰午前10時～午後６

時までに申し込み用紙に必要事項を記入の
上、野洲図書館カウンターへ持参してくだ
さい。

※申し込み用紙は、野洲図書館に設置しています。
※�小学生・中学生の申し込みには、保護者の同意が必
要となりますので、申し込み用紙の所定欄に、必ず
署名と押印をお願いします。
※抽選結果は、ハガキでお知らせします。
問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

市政功労被表彰者の推薦を募っています野洲図書館「一日図書館員」募集 ！

野洲市夏まつり花火大会の開催！！
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　国民健康保険税は加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき（出産育
児一時金）、家族が亡くなられたとき（葬祭費）の給付にあてられる重要な財源です。納め忘れのないようにしま
しょう。

○国民健康保険の制度改正により税率（額）を見直し
�　　市では、これまで本市の医療給付費等を基に推計し、保険税率（額）を決定してきましたが、今後は県への
　国民健康保険事業費納付金を基に、保険税率（額）を定め賦課・徴収することとなりました。
　　当該制度の改正を踏まえ、国民健康保険税の税率（額）を改正します。
○課税限度額を見直し
　　高齢化の進展などに伴い医療費等が増加する中、所得に応じて国民健康保険税をより適正に負担していただ
　くため、国民健康保険税のうち医療保険分の賦課限度額を54万円から58万円に引き上げます。
○低所得者に対する軽減を拡充
　　均等割額および平等割額を軽減する所得基準について、５割軽減と２割軽減の基準を緩和します。
※詳細は、６月中頃送付予定の納税通知書に同封しているリーフレットをご覧ください。

■平成30年度国民健康保険税の税率・額≪12カ月≫
　１年間の納税額は６月中頃に世帯主の人に郵便でお知らせします。

国民健康保険税の内訳 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割〔所得に対する負担〕 6.93％（7.35％） 2.32％（1.9％） 1.99％（2.21％）
均等割〔加入者１人につき負担〕 28,129円（29,500円） 9,768円（7,400円） 10,563円（9,900円）
平等割〔加入世帯につき負担〕 21,650円（26,500円） 7,518円（6,100円） 4,972円（5,500円）
課税限度額 580,000円（540,000円） 190,000円（変更なし） 160,000円（変更なし）

（　　　）は前年度の数字
■平成30年度納期限一覧（普通徴収）
　納付は６月～翌年３月までの計10回です。
　※年金からの天引き対象者（特別徴収）は、年金の各支給月となります。

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます！
　会社都合により離職（倒産や雇止め、解雇等の事業主都合による離職）を余儀なくされた人（非自発的失業者）
は、国民健康保険税が軽減される制度があります。対象となる人は、印鑑、マイナンバーカード（お持ちでない
人は通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の本人確認書類）もしくはハローワーク発行の雇用保険受給資
格者証を持参の上、税務課に設置しています申請書に必要事項を記入し提出してください。

◆対　　象… 会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」を持ち、
その離職理由欄に指定の数字（下表参照）が記載されている人

離職理由コード
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34

◆軽減割合…対象者の給与所得を本来の金額の30％とみなして計算します。
◆軽減期間…離職の翌日から翌年度末まで。（最長２年間）

国民健康保険税の税率（額）・納期のお知らせ

※�納税には、便利で確実な口座振替をご利
用ください。口座振替の申込用紙は、税
務課、市民サービスセンター、市内の金
融機関にご用意していますので、必要事
項を記入の上、各金融機関へ提出してく
ださい。

期別 納　期　限
第１期 ７月２日
第２期 ７月31日
第３期 ８月31日
第４期 10月１日
第５期 10月31日

期別 納　期　限
第６期 11月30日
第７期 12月25日
第８期 平成31年１月31日
第９期 ２月28日
第10期 ４月１日

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

暮らしの情報
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野洲市立地適正化計画を改訂しました ！ ！
　市では、平成28年度に策定した「野洲市立地適正化計画」を、６月１日に改訂・公表します。この計画は、今
後迎える人口減少と更なる少子高齢化社会においても、持続可能な都市づくりの実現を図るため、「コンパクト＋
ネットワーク」の考えに基づき、医療・福祉・商業等の都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、ゆるや
かに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」をめざすものです。
　平成28年度に策定した都市機能誘導区域に加え、今回新たに居住誘導区域を設定しましたので、その概要をお
知らせします。

【都市機能誘導区域・居住誘導区域】

●�この計画の公表により、居住誘導区域外での一定以上の開発行為・建築行為等に届出が義務付けられます。
　（都市機能誘導区域に関する届出は従来のとおりです）

●都市機能誘導区域とは…
　�　医療・福祉・商業等の都市機能を都市
の拠点で維持・確保することにより、各
種生活サービスの効率的な提供を図る区
域のことです。

●居住誘導区域とは…
　�　人口減少の中にあっても一定エリアに
おいて人口密度を維持することにより、
生活サービスやコミュニティが持続的に
確保されるよう、居住を誘導すべき区域
のことです。
　※�区域の設定は、全ての人を居住誘導区
域に誘導するものではなく、市民のラ
イフスタイルや居住地選択の条件はさ
まざまであり、居住誘導区域だけにし
か住んではならないものではありませ
ん。
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平成29年度 市税滞納者の差し押え実績

　市の歳入の根幹である市税収入の確保、収納率の向上、滞納金額の縮小および納税の公平性と公正性の確保の
ため、市税滞納者に対して滞納処分（差し押え）を執行しました。
○差し押え件数

種類 件数（件）
不動産 21
預貯金 130
給　与 5
保　険 0
国税還付金 4
年　金 0
計 160

○差し押えにより徴収した金額
種類 金額（円）
不動産 0
預貯金 5,858,856
給　与 1,527,584
保　険 0
国税還付金 231,796
年　金 0
計 7,618,236

※�左記の実績には、本税のほか、督促手数
料・延滞金を含みます。
※�差し押えを執行した年度と徴収した年度
が異なる場合があります。

問い合わせ…納税推進課
　　　　　　☎587－6013、FAX587－2439

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

◇◆◇ 都市機能誘導区域外における届出に関する事項 ◇◆◇ 
　都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建
築物の建築行為または開発行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への届出が義務づけ
られます。
　建築行為または開発行為が行われる土地の全部、または一部が都市機能誘導区域外にある場合には届出の対象
となります。
■届出時期…開発行為等に着手する30日前までに届出を行うこととなります。

◇◆◇ 居住誘導区域外における届出に関する事項 ◇◆◇ 
　居住誘導区域外で一定以上の開発行為、建築行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、原則として市
長への届出が義務づけられ、居住誘導区域内への居住の誘導に対して何らかの支障が生じる場合は、市長が勧告
する場合があります。
■届出時期…開発行為等に着手する30日前までに届出を行うこととなります。

暮らしの情報
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　市では、平成27年度より野洲市子ども・子育て支援
事業計画に基づき、子育て支援に関する取り組みを進
めています。この取り組みに対する評価など、広く子
育てに関するご意見をお聞きするため、「野洲市子育
て支援会議」を開催します。会議は一般公開し、全て
の人が直接見たり聞いたりできるように傍聴席を設け
ていますので、お気軽に傍聴にお越しください。

日　時…６月29日㈮　午前10時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
議　題… 野洲市子ども・子育て支援事業計画の本年度

の計画について等
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

野洲市子育て支援会議を
開催します

◇◆◇�児童手当『６月期支払』 ◇◆◇
６月期の定期支払いは、６月８日㈮を予定しています。　※２～５月分の手当が対象です。

☆★☆ 継続して受給するために現況届の提出を ☆★☆
　児童手当・特例給付を受給されている人が継続して児童手当を受ける要件にあるかどうかを確認するため、毎
年６月に「現況届」による審査を実施しています。現況届に関する書類は、市から６月上旬に各受給者へ送付し
ますので、６月１日における状況を記入の上、必ず６月末までに提出してください。この届の提出がないと、６
月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※�現況届により、児童を養育している人の前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、中学校
修了前の児童一人につき月額5,000円が給付されます。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童手当・特例給付のお知らせ

※�扶養親族が４人を超える場合は１人につ
き38万円を所得制限限度額に加算します。
※�審査は、平成29年中（１月～12月）の所
得に所要の控除を差し引いて行います。

　市では、障がいのある人の暮らしや生活の困り
ごとなど、身近に相談ができるよう「身体障害者
相談員」と「知的障害者相談員」を設置していま
す。
　相談員には、相談者の人格を尊重し、その身上
および家族に関する秘密を守ることが義務付けら
れていますので、安心して悩みや不安、心配ごと
など気軽にご相談ください。

問い合わせ…障がい者自立支援課
　　　　　　☎587－6087、FAX586－2177

相談員の種別 氏名 連絡先

身体障害者相談員
織
おりた

田　繁
しげお

雄 587－0030

藤
ふじした

下多
た か し

加志 589－2761

道
みち だ

田　弘
ひろこ

子 587－2297

知的障害者相談員 重
しげた

田　靖
やすえ

江 586－1580

西
にしむら

村　由
ゆ み

美 587－1082

（敬称略）

身体障害者相談員
知的障害者相談員

を紹介します
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