
　市のまちづくりの最上位計画である「第１次野洲市総合計画－改訂版－」が平成32
（2020）年度で終期を迎えます。次期計画の策定にあたり、市民の皆さんが持つ現在の市
への思いや、今後希望されるまちの姿について広くお聞きし、反映させるため市民意向
調査を実施します。
　市民の皆さんが望む「元気と安心のまちづくり」のため、ご意見をお聞かせください。

調査対象…20歳以上の市内在住者、4,000人（無作為抽出）
調査方法…対象者のご自宅に調査票を送付しますので、同封の返信用封筒にて回答をお
　　　　　願いします。
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　　

野洲市長　山仲 善彰

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

第２次野洲市総合計画の策定に係る
市民意向調査への回答にご協力を！

◇◆ 観光も得意分野に ◆◇

　「よいまち」の条件は、「住んでよいまち」であ
ることに加え、「訪れてよいまち」であることも重
要です。「訪れてよい」は、まさに観光の魅力です。
　人の場合と同じく、まちにも得手不得手があり
ます。野洲のまちは、残念ですが、観光はまだ得
意分野とはいえません。
　市では、観光を強化するため、平成29年４月に
「野洲市観光振興指針」を策定し、観光振興を進め
ています。
　観光は総合的な楽しみです。構成要素としては、
自然景観、文化財、名所、町並み、お祭り・伝統
行事、スポーツ・アウトドア活動、音楽祭やイベ
ント、食べ物、ショッピングなど多種多様です。
　要素ごとにみれば、市内にはレベルの高い観光
資源が多くあります。三上山、野洲川、琵琶湖な
どの自然、御上神社、大笹原神社、兵主大社をは
じめ、社寺仏閣、仏像、古墳、銅鐸、ずいき祭な
どの文化財、旧中山道、朝鮮人街道の街並み、そ
の他マイアミ浜のキャンプ場など。また、花火大
会やオクトーバーフェストも観光資源として育ち
つつあります。史跡として現在、整備中の永原御
殿跡も有望です。
　観光資源は、まずは、市民の皆さんがそれを楽
しみつつ、磨き育てていくことが重要です。初の
試みとして、来月13日に「早春の野洲 魅力発見ツ
アー」を開催します。

◇◆ 市民病院整備
　　　訴訟で厳しい局面も ◆◇

　2021年野洲駅南口での開院に向
け、現在、実施設計業務を進め
ています。それに先立って、今年６月に閉院予定
の野洲病院の事業を野洲市が承継する形で市立病
院を７月に開院する計画です。昨年後半から、看
護師はじめ医療専門職と事務職の採用試験を行い、
内定を進めてきています。事業承継には野洲病院
におけるそれまでの間の業務改善と債務返済の実
績が前提になります。
　市民病院整備事業は、多くの市民と医師会など
関係団体の大きな期待と支援に支えられており、
十分な必要性と正当性が存在する事業です。手続
面においても十分な透明性と適正さが確保されて
います。
　しかし、昨年末、市民病院整備に関して訴訟が
提起されました。事業の必要性と正当性があるに
もかかわらず、訴訟を抱えることにより、事業の
続行は困難な状況に直面することも予想され、最
悪の事態も想定し、これまでにも増して細心の対
応をもって進めていきます。その理由は、裁判中
は、事業を進めるための意思決定が、これまでの
市民の代表である市議会に加えて、司法の判断が
関与することにならざるを得ないこと、また、道路、
ダム等の工事が主体となる公共事業と異なり、職
員の採用や病院経営を伴い、かつ実質的に民間病
院からの移行という個別特殊要件を持っているこ
となどです。
　これらのリスクを市民、議会、関係者の皆さん
と共有し、事業を力強く進めてまいります。
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野洲市図書館協議会委員を公募します

　野洲市選挙管理委員会では、明るくきれいな選挙の推進と政治や選挙への関心を高
めることを目的として、野洲市明るい選挙推進協議会委員を募集します。

任　　期…平成31年４月１日～平成32（2020）年３月31日　※再任可
募集人数…９人
応募資格…選挙権を有する市内在住者
業務内容…○ 年間数回開催される協議会の会議に出席し、明るい選挙運動の有効で適

切な企画等について協議
　　　　　○任期中に選挙があった場合には、期日前投票立会人など、選挙事務に協力
応募・問い 合わせ…３月11日㈪までに住所、氏名、電話番号を記入の上、郵送、ファクス、Ｅメールまた

は持参のいずれかで野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）（〒520－2395野洲市小篠原2100
番地１）☎587－6038、FAX587－4033、Ｅメールsoumu@city.yasu.lg.jp

※応募多数の場合は抽選します。

野洲市明るい選挙推進協議会委員を公募します

野洲市ごみ問題市民会議委員を公募します

　市では、さまざまなごみ問題に対して、市民・事業者・行政等がそれぞれの果たすべき役割を認識し、良好な
生活環境づくりにつながるような解決策を見いだすため、「野洲市ごみ問題市民会議」を設置しています。
　今回、野洲市廃棄物減量等推進審議会の附属機関として協議、検討を行っていただく委員を募集します。

任　　期…平成31年４月１日～平成33（2021）年３月31日
募集人数…２人
応募資格…次の①または②に該当する人
　　　　　①市内在住・在勤者で現在地域や団体・事業所において環境問題に取り組んでいる人
　　　　　②今後、地域などで廃棄物抑制や環境美化に取り組もうとする人
応募・問い 合わせ…２月22日㈮までに住所（在勤者は勤務先）、氏名、年齢、連絡先、ごみ問題にかかる活動経験

等がある場合はその実績を記入の上、「ごみを適正に出してもらう方法」（400字程度／様式自由）を添
えて郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のいずれかで環境課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）
☎587－6003、FAX587－3834、Ｅメールkankyou@city.yasu.lg.jp

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。

　市民の皆さんのご意見を反映した図書館の運営を図るために設置している「図書館協議会」の委員を募集します。

任　　期…平成31（2019）年５月１日～平成33（2021）年４月30日
募集人数…２人以内
応募資格…18歳以上の市内在住者
応募・問い 合わせ…２月21日㈭までに「野洲市図書館協議会委員応募書」に必要事項を記入の上、「地域社会に

おける公共図書館に望むこと」（400字程度／様式自由）を添えて郵送、ファクス、Ｅメールまたは持
参のいずれかで野洲図書館（〒520－2315野洲市辻町410番地）☎586－0218、FAX587－5976、Ｅメール
tosyo＠city.yasu.lg.jp

※応募書は、野洲図書館に設置しています。市ホームページからダウンロード可
※Ｅメールで提出する場合は、テキスト形式、ワード形式またはPDF形式としてください。
※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。

暮らしの情報
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エクセルの操作ができる人　賃8,000円/日　勤時８：30
～17：15　週５日勤務

■高齢福祉課☎587－6074　締２/20・選２/26
▽【要介護者のケアプラン点検等業務】嘱１人　資保健師、
看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれかの免許
（資格）を有する人　普自　報200,000円/月　勤時８：30
～17：15　月16日勤務

▽【一般事務（介護認定事務補助）】臨１人　資ワード・
エクセルの操作ができる人　賃880円/時　勤時９：00～
17：00　週５日勤務

■地域包括支援センター☎588－2337　締２/18・選２/21
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人　普自
▽【主任介護支援専門員（介護予防ケアマネジメント業務

等）】嘱１人　資主任介護支援専門員資格　報250,000円/
月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【一般事務（給付管理業務）】臨１人　賃6,820円/日　勤
時８：30～17：15　週５日勤務

▽【理学療法士または作業療法士（介護予防業務等）】臨
１人　資理学療法士または作業療法士資格　賃11,240円/
日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【介護予防ケアマネジメント業務】臨２人　資保健師、
看護師（地域経験要）、介護支援専門員、社会福祉士の
いずれかの免許（資格）　賃11,240円/日　勤時８：30～
17：15　週５日勤務

▽【社会福祉士（相談業務等）】臨１人　資社会福祉士資
格　賃11,240円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【保健師、看護師（介護予防業務）】臨若干名　資保健師、
看護師のいずれかの免許　賃1,400円/時　勤時１出動３
時間　月４～10日程度勤務

▽【歯科衛生士（介護予防業務）】臨若干名　資歯科衛生
士免許　賃1,400円/時　勤時１出動３時間　月４～10日
程度勤務

▽【管理栄養士（介護予防業務）】臨若干名　資管理栄養
士免許　賃1,450円/時　勤時１出動３時間　月４～10日
程度勤務

▽【保健師、看護師（在宅医療･介護連携推進業務）】臨１
人　資保健師、看護師のいずれかの免許　賃1,400円/時
勤時９：00～16：00　週５日勤務

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788　締２/19・選２/20
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人　普自
▽【保健師（保健予防業務）】嘱１人　資保健師免許　報
200,000円/月　勤時８：30～17：15　月16日勤務

▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務）】嘱１人　
資精神保健福祉士免許　報200,000円/月　勤時８：30～
17：15　月16日勤務

▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨２人　資助
産師免許　賃11,240円/日　勤時８：30～17：15　月16日
程度勤務

▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨若干名　資
助産師免許　賃健診、相談業務1,450円/時、新生児訪問
１件当たり3,800円

▽【看護師（保健予防業務）】臨若干名　資看護師免許　
賃1,400円/時　勤時１出勤４時間単位　月２日程度勤務

▽【管理栄養士（栄養指導業務）】臨若干名　資管理栄養
士免許　賃1,450円/時　勤時１出勤３～４時間単位　月
２日程度勤務

▽【歯科衛生士（歯科保健指導業務）】臨若干名　資歯科
衛生士免許　賃1,400円/時　勤時１出勤３時間単位　月
２日程度勤務

▽【保健師（保健予防業務）】臨若干名　資保健師免許　
賃1,450円/時　勤時１出勤４時間単位　月５日程度勤務

▽【精神保健福祉士等（地域精神保健福祉業務（自殺対策
事業））面接等による相談支援・電話相談】臨１人　資
精神保健福祉士、保健師、看護師のいずれかの免許　賃
11,240円/日　勤時８：30～17：15　月10日程度勤務

▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務（自立支援調
査訪問））】臨１人　資精神保健福祉士免許　賃1,450円/

日　勤時８：30～12：30　月８日程度勤務
▽【一般事務（成人保健業務）】臨１人　賃880円/時　勤

時９：00～17：00　月13日程度勤務
▽【保健師（育休代替）】臨１人　資保健師、看護師、助
産師のいずれかの免許　賃11,240円/日　勤時８：30～
17：15　週５日勤務

■野洲クリーンセンター☎588－0568　締２/14・選２/19
▽【現場作業員（重機運転等）】嘱１人　資小型車両系建設
機械特別教育修了者　報173,600円/月　勤時８：30～17：
15　㈪～㈮および第１㈯、県下一斉清掃日（一部変則勤務
有）週５日勤務　勤場蓮池の里第二処分場

▽【一般事務（軽作業・受付）】臨２人　資ワード・エクセル
の操作ができる人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　
㈬～㈪のうち、㈯・㈰を含む週４日勤務　勤場蓮池の里第
二処分場

■農林水産課☎587－6004　締・選（下記のとおり）
▽【一般事務】臨１人　締２/15・選２/18　資ワード・エ

クセルの操作ができる人　賃6,820円/日　勤時８：30～
17：15　週５日勤務

▽【一般事務】臨２人　締２/15・選２/19　資ワード・エ
クセルの操作ができる人　賃880円/時　勤時10：00～
15：00　㈬～㈪のうち、㈯・㈰を含む週３日勤務　勤場
田園空間センター

■農業委員会事務局☎587－6007　締２/15・選２/18
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセル操作ができる
人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■教育総務課☎587－6014　締２/20・選２/22
▽【小・中学校用務員】嘱１人　普自　報136,400円/月　

勤時７：15～17：05のうち、8.45時間/日（１時間休憩含
む）※配属校により時間帯が異なります。　週５日勤務
勤場市内小・中学校

▽【中学校用務員補助】臨３人　賃880円/時　勤時①７：
00～９：00と17：00～19：00　②６：30～８：30と17：00
～19：00　週５日勤務　勤場①中主中学校、野洲北中学
校　②野洲中学校

▽【小・中学校給食配膳員】臨12人　賃880円/時　勤時①
10：30～15：00　②９：30～14：00（（共通）30分休憩
含む※給食期間中の約100日程度）勤場①市内小・中学
校　②三上小学校

■学校教育課☎587－6017　締・選（下記のとおり）
▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/18・

選２/19　資中国語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤
時週30時間、年間40週　勤場北野小学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/18・
選２/19　資中国語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤
時週10時間、年間40週　勤場野洲中学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/18・
選２/19　資ポルトガル語の通訳ができる人　賃1,250円/
時　勤時週20時間、年間40週　勤場祇王小学校

▽【特別支援教育コーディネーターマネジメント加配】臨
４人　締２/18・選２/19　資小学校教諭免許　賃1,500円
/時　勤時週30時間、年間38週　勤場市内小学校

▽【心のオアシス相談員・不登校生徒支援担当】臨６人　
締２/18・選２/19　資教育相談機関、小学校または中学
校実務経験者　賃1,000円/時　勤時週12時間、年間35週
勤場市内小・中学校

▽【学校教育指導員・教科教育担当】臨１人　締２/19・
選２/20　資教諭免許（幼・小・中）または教員経験者
（幼・小・中）いずれかで可　賃1,250円/時　勤時週30時
間、年間38週　勤場野洲小学校 

▽【学校教育指導員・特別支援教育担当】臨25人　締２
/19・選２/20　資教諭免許（幼・小・中）または教員経
験者（幼・小・中）いずれかで可　賃1,250円/時　勤時
週30時間、年間38週　勤場市内小・中学校

▽【医療的ケア支援員】臨１人　締２/20・選２/21　資看
護師　賃1,400円/時　勤時週20時間、年間40週※勤務時

（10ページに続く）
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臨…臨時職員、嘱…嘱託職員、締…申込締切日、選…選考日、
選法…選考方法、資…資格等、普自…普通自動車免許保有者、
賃…賃金、報…報酬、勤時…勤務日時、勤場…勤務場所

■企画調整課☎587－6039　締２/18・選２/22
▽【統計調査事務員】嘱１人　資統計調査業務に従事し

た経験があり、ワード・エクセルの操作できる人　報
150,000円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

■総務課☎587－6038　締２/25・選２/26
▽【登記員】嘱１人　資不動産登記に関する知識を有し、

登記嘱託書の作成経験があり、実務経験が２年以上ある
人、パソコンが操作できる人　普自　報180,500円/月　
勤時８：30～17：15　月16日勤務

■人事課☎587－6088　締・選（下記のとおり）
▽【障がい者雇用図書館事務補助員】嘱１人　締２/15・

選２/26　選法面接、作文および実技試験　報105,600円/
月　勤時９：30～16：30　㈫～㈰のうち、週５日勤務

▽【障がい者雇用（一般事務補助）】臨１人　締２/27・選
２/28　資ワード・エクセルの操作ができる人　賃880円
/時　勤時９：00～16：00　週５日勤務　勤場発達支援
センター

▽【一般事務】臨５人程度　締２/27・選２/28　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　賃6,820円/日　勤時
８：30～17：15　週５日勤務　勤場配属課未定

■市民交流センター☎589－5000　締２/15・選２/19
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができる
人　普自　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【子育て人権指導員】臨１人　資保育士資格、幼稚園教
諭免許のいずれかを有し、かつ勤務経験のある人、来館
者（乳幼児および保護者等）への支援および人権教育や
隣保事業に意欲のある人、ワード・エクセルの操作がで
きる人普自　賃950円/時　勤時９：00～14：00　週５日
勤務

▽【人権文化指導員】臨１人　資小学校・中学校教諭のい
ずれかの免許を保有し、かつ勤務経験のある人、来館
者（小学生以下の児童および保護者等）への支援および
人権教育や隣保事業に意欲のある人、ワード・エクセル
の操作ができる人　普自　賃1,250円/時　勤時13：15～
17：15　（春・夏・冬休み期間中は８：30～17：15）　週
５日勤務

■市民課☎587－6086　締２/22・選２/27
▽【住民基本台帳事務員】嘱１人　資窓口受付や住民基本
台帳事務等の事務経験が１年以上ある人、戸籍に関する
知識を有する人　報150,000円/月　勤時８：30～17：15

　週４日勤務
▽【一般事務（個人番号カード交付補助・窓口業務）】臨

１人　資ワード・エクセルの操作ができる人　賃6,820円

/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務、月に１～２日
休日勤務あり

■市民生活相談課☎587－6063　締２/22・選２/25
▽【相談支援包括化推進員】臨１人　資生活困窮支援もし

くは生活保護相談窓口での勤務経験が１年以上ある人、
ワード・エクセルの操作ができる人　普自　賃7,363円/
日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■社会福祉課☎587－6024　締・選（下記のとおり）
▽【面接相談員】嘱１人　締２/20・選２/26　資生活保護
関係業務相当の経験を有し､ワード・エクセルの操作が
できる人　普自　報147,500円/月　勤時８：30～17：15

　月16日勤務
▽【就労支援員】嘱１人　締２/20・選２/26　資福祉に熱
意を持ち、就労支援への意欲があり､ワード・エクセル
の操作ができる人　普自　報147,500円/月　勤時８：30
～17：15　月16日勤務

▽【一般事務（生活保護業務補助ほか）】臨１人　締２
/15・選２/19　資ワード・エクセルの操作ができる人　
賃880円/時　勤時９：00～16：00　週４日勤務

■障がい者自立支援課☎587－6087　締２/６・選２/８
▽【手話通訳員】嘱１人　資手話通訳士または手話通訳者
（都道府県認定試験または手話通訳者全国統一試験）の資
格を有する人、ワード・エクセルの操作ができる人　普
自　報157,600円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

▽【手話通訳員】嘱１人　資手話通訳士または手話通訳者
（都道府県認定試験または手話通訳者全国統一試験）の資
格を有する人、ワード・エクセルの操作ができる人　普
自　報197,000円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【福祉相談員】嘱１人　資保健師、精神保健福祉士、社
会福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員、障害者相談
支援従事者初任者研修修了者のいずれかの資格（免許）
を有する人、障がい者相談の経験が１年以上ある人、ワー
ド・エクセルの操作ができる人　普自　報202,200円/月
勤時８：30～17：15　週５日勤務

■発達支援センター☎587－0033　締２/６・選２/７
▽【療育指導員】嘱１人　資幼稚園教諭、保育士、養護学
校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの免許（資格）
を有する人またはそれらに準ずる免許（資格）を有する
人で、療育または障がい児保育の経験のある人　普自　
報202,200円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【療育指導員Ⓐ・Ⓑ】（共通）臨１人　資幼稚園教諭、
保育士、養護学校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいず
れかの免許（資格）を有する人またはそれらに準ずる免
許（資格）を有する人　普自　賃1,000円/時　勤時Ⓐ８：
30～12：30　Ⓑ13：15～17：15　週５日勤務

▽【社会参加促進事業指導員】臨２人　資教員免許、社会
福祉士、社会福祉主事、保育士またはそれらに準ずる免
許（資格）を有する人　普自　賃1,000円/時　勤時13：
00～16：00　月12日勤務※原則週３日

▽【おやこ教室補助員】臨３人　資幼稚園教諭、保育士の
いずれかの免許（資格）を有する人　普自　賃1,000円/
時　勤時８：30～15：30　月１～２日勤務

▽【巡回発達相談補助員】臨１人　資保育士の免許（資格）
を有する人　普自　賃1,000円/時　勤時９：00～16：00
月６日勤務

■子育て家庭支援課☎587－6884　締２/18・選２/20
▽【母子・父子自立支援プログラム策定員】嘱１人　資母
子、父子家庭等の福祉に関して、理解と熱意がある人、
ひとり親家庭等の自立支援のために積極的な活動を行な
うことができる人、ワード・エクセルの操作ができる人
普自　報147,500円/月　勤時８：30～17：15　月16日勤
務

■子育て支援センター☎518－0830　締２/12・選２/13
▽【児童福祉相談員】嘱１人　資保育士資格を有し、かつ
経験のある人、ワード・エクセルの操作ができる人　報
202,200円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【保育士】臨１人　資保育士資格を有する人、ワード・

平成31年度
嘱託・臨時職員募集！

★ 雇用期間… 嘱託／ ４月１日～平成32（2020）年３月31日
　　　　　　　　　（更新の可能性あり　最長５年）
　　　　　　臨時／ ４月１日～９月30日
　　　　　　　　　 （更新の可能性あり
　　　　　　　　　最長平成32（2020）年３月31日まで）
★年齢は嘱託・臨時とも不問。
★各資格・免許は平成31年３月末取得見込者含む。
★ 通勤手当…  嘱託／正規採用職員に準じる。  

臨時／日額150円（２km～10km）  
　　　日額250円（10km以上）

★ 採用人数は予定です。
★選考日は、写真付き履歴書、資格（免許）の写しを提出。
★選考方法は原則、嘱託は面接と作文、臨時は面接。
★詳しくは、各課申し込み先へお問い合わせください。

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

　また、重複申し込みする場合は、各課へ申し出ください。
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間は応相談　勤場中主小学校
▽【スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザー】臨

１人　締２/20・選２/21　資社会福祉士、精神保健福祉
士もしくは臨床心理士または教育および福祉の分野にお
いて専門的知識、技術および経験を有すると認める人で、
スクールソーシャルワーカーや教職員等に対し指導助言
が行なえると認める人　賃5,000円/時　勤時週３時間、
年間38週　勤場学校教育課、市内小・中学校

▽【スクール・ソーシャル・ワーカー】臨５人　締２
/20・選２/21　資社会福祉士、精神保健福祉士もしくは
臨床心理士または教育および福祉の分野において専門的
知識および技術を有する人のうち、活動実績を鑑み市教
育委員会が適任と認めた人　賃3,500円/時　勤時週８時
間、年間38週および週３時間、年間12週　勤場市内小・
中学校

■ふれあい教育相談センター☎587－6925　締２/13・選２/14
▽【適応指導教室指導員】嘱２人　資小学校・中学校教諭免
許のいずれかの免許（資格）を有する人　普自　報171,000
円/月　勤時９：15～17：15　週５日勤務

▽【適応指導教室指導補助員（メンタルフレンド）】臨４人
資教育学･心理学･福祉学関連の大学（院）生もしくはその
卒業生　賃880円/時　勤時10：30～14：30　週１日勤務

■生涯学習スポーツ課☎587－6053　締２/22・選２/26
▽【生涯スポーツ指導員】嘱１人　資保健体育科教員免許
を有し、スポーツ指導経験者、ワード・エクセル操作が
できる人　普自　報156,400円/月　勤時８：30～17：15
４日勤務

■文化ホール☎587－1950　締２/24・選２/26
▽【施設管理員】嘱３人　資ワード・エクセル操作ができ

る人　普自　報171,900円/月　勤時①８：30～17：15　
②12：45～21：30　①②のシフト制　週５日勤務（㈯・
㈰・㈷の勤務あり）　勤場野洲文化ホール、野洲文化小
劇場およびさざなみホール

■スポーツ施設管理室☎587－3477　締２/15・選２/18
▽【トレーニング指導補助・一般事務】臨３人以上　資ト
レーニングに関する指導資格を有する人または同等の経
験を有する人、ワード・エクセルの操作ができる人　
普自　賃920円/時、無資格者900円/時　勤時①９：00～
13：00　②17：15～21：15　③13：00～17：00　①②③
のシフト制㈯・㈰・㈷の勤務あり　勤場総合体育館

▽【施設管理補助・一般事務】臨２人　資ワード・エクセ
ルの操作ができる人　普自　賃880円/時　勤時①８：30
～12：30　②13：00～17：00　①②のシフト制㈯・㈰・

㈷の勤務あり　勤場中主Ｂ＆Ｇ海洋センター
■野洲市学校給食センター☎589－1011　締２/12・選２/14
▽【調理師】嘱２人程度　資調理師免許を有し、調理業務
の経験者　報173,600円/月　勤時８：15～16：15　週５
日勤務

▽【栄養士】嘱１人　資栄養士免許を有する人　報197,000
円/月　勤時８：00～16：45　週５日勤務

臨（共通）　学校給食が実施されない夏休み等は勤務なし。
ただし、研修等、特別な事情がある場合、出勤あり

▽【調理補助・洗濯・食器等洗浄作業員】臨２人　賃950
円/時　勤時８：15 ～15：45　週５日勤務

▽【調理補助・洗濯作業員】臨３人　賃950円/時　勤時
８：15～12：15　週５日勤務

▽【食器等洗浄・清掃・洗濯等作業員】臨３人　賃950円/
時　勤時13：30～17：30　週５日勤務

■野洲図書館☎586－0218　締・選（下記のとおり）
▽【図書館司書】嘱５人　締２/９・選２/12　選法面接、
専門試験（筆記）　資図書館司書資格　普自　報197,000
円/月　勤時９：30～18：15　㈫～㈰のうち、週５日勤
務

▽【図書整理員】臨９人　締２/９・選２/19　賃6,820円/
日　勤時９：30～18：15　㈯・㈰　月３日程度勤務

■歴史民俗博物館☎587－4410　締２/13・選２/14
▽【弥生の森体験学習指導員】臨３人　資陶芸指導ができ
る人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　㈯・㈰・㈷
および春休み・夏休み等体験学習実施日勤務

▽【博物館受付・一般事務】臨１人　資ワード・エクセル
の操作ができる人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15
㈫～㈰のうち、５日勤務

■文化財保護課☎589－6436　締２/13・選２/14
▽【文化財調査補助員Ⓐ・Ⓑ】Ⓐ臨１人　選法実技、面接

資調査補助員実務経験者が２年以上、パソコン操作ができ
る人　賃7,363円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

　Ⓑ臨４人　選法面接　資パソコン操作ができる人　賃
6,975円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

野洲市生涯学習振興計画 第２期（案）に対する意見募集

　市教育委員会では、生涯学習施策を計画的に振興していくための指針として、野洲市生涯学習振興計画第２期
（案）を策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見を募集します。

閲覧期間…２月21日㈭～３月７日㈭　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所… 生涯学習スポーツ課、市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、野洲図書館、各学区コミュ

ニティセンター、人権センター、市民交流センター、総合体育館、歴史民俗博物館
　　　　　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、電話番号、意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファクス、Ｅメー

ルまたは持参のいずれかで生涯学習スポーツ課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6053、
FAX587－3835、Ｅメールsyougai@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていただきますが、個別回答は行いませんのでご了承ください。
後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。
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市営住宅入居者募集

　市では、市が所有する施設に企業名や商品名などを
冠した愛称を付与する権利（ネーミングライツ）を取
得した企業等（以下「ネーミングライツパートナー」
という。）からネーミングライツ料としてその対価を
得て、施設の持続可能な運営を行うとともに、ネーミ
ングライツパートナーとの協働により施設の魅力向上
や地域の活性化を図ることを目的としてネーミングラ
イツ制度を導入しました。
　なお、愛称は、一般的な呼称として用いられる名称
であり、市の条例で定められている正式な施設名を変
更するものではありません。

★導入の効果
（１）ネーミングライツパートナー
　　　①自社の広告・宣伝
　　　②地域・社会貢献的評価の向上
（２）市・市民
　　　①財源確保による持続可能な施設運営
　　　②サービスの質の向上

★募集内容
募集期間…随時（受付／土曜・日曜日、祝日は除く）
応募資格… ネーミングライツパートナーとしてふさ

わしい資力および信用を備えた法人また
は団体

対象施設等… 市が所有する施設、イベント、その他
公有財産

※ 庁舎・学校等のほか、施設等の性格上、愛称を付す
ことが適当でないと判断するものは除きます。

※詳細は市ホームページをご覧ください。
※ 事前に必ず企画調整課までご相談の上、ご提案くだ

さい。

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

■募集戸数…９戸（入居予定日／４月上旬）
■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…２月１日㈮～14日㈭　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は受け付けできません。）※郵送不可
■募集箇所一覧…

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料（平成30年度） 学校区 備考
１ 小篠原団地 － 3 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
２ 小篠原団地 － 3 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
３ 小篠原団地 － 3 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
４ 小篠原団地 － 2 一般 ３DK 16,900円～ 野洲 EV無／駐車場有
５ 小篠原団地 － 1 老人 ３DK 16,100円～ 野洲 EV無／駐車場有
６ 小篠原団地 － 2 一般 ３DK 16,100円～ 野洲 EV無／駐車場有
７ 新上屋団地 1 1 老人・身体障がい者 ２DK 20,800円～ 祇王 EV無／駐車場有
８ 新上屋団地 2 3 一般 ３DK 24,400円～ 祇王 EV有／駐車場有
９ 新上屋団地 3 1 老人・身体障がい者 ２DK 21,700円～ 祇王 EV有／駐車場有

○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。
○別途共益費が必要です。
■申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

ネーミングライツパートナーを募集しています

暮らしの情報
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　無料職業紹介所「野洲市三方よし人材バンク」では、来年度４月から保育所や幼稚園でお仕事を予定
されている人や、保育士資格や幼稚園教諭免許を有し、その資格等を生かした仕事をしてみたいと考え
ている人等を対象に、再就職支援研修会を実施します。研修会への参加希望や詳しい内容を知りたい人
はお気軽にお問い合わせください。

日　時…２月19日㈫　午前９時30分～午後２時30分
場　所…さくらばさまこども園
内　容…【講義】最新の保育事情、仕事に就く心構え、食物アレルギー等
　　 　　【実習】保育実習、手作り玩具の製作等
参加費…無料
※昼食は各自でご持参ください。また、会場までの交通費は参加者負担となります。
※市で保険（傷害・賠償）に加入します。
申し込み・問い合わせ…２月15日㈮までに野洲市三方よし人材バンク（こども課内）
　　　　　　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

　６月２日㈰開催予定の「やすまる広場」に参加する団体・個人を募集しています。
　「やすまる広場」とは、市民の知恵と力を集めて開催する手作りのお祭りです。市民団体、サークル、企業等に
よる活動発表や交流、体験など「親子で楽しめるイベント」が盛りだくさん！
　日ごろの活動などを紹介してみませんか？

※パネル紹介する団体も募集しています。参加していただける場合は、運営協力もお願いしています。
※出店場所等は、実行委員会で調整します。
※「やすまる広場」のイベント概要は「広報やす」５月号に掲載します。

申し込み・問い合わせ…４月12日㈮までにやすまる広場実行委員会（市民サービスセンター内）
　　　　　　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438、Eメールmadoguti@city.yasu.lg.jp

再就職支援研修会受講生募集 ！再就職支援研修会受講生募集 ！新たに園で

働く人もOK！

～ おもいやりの心で みんなでつながろう やすまるの輪 ～～ おもいやりの心で みんなでつながろう やすまるの輪 ～

第11回 やすまる広場2019 参加団体（個人）を募集しています第11回 やすまる広場2019 参加団体（個人）を募集しています

体験コーナー
　「火おこし」

屋台も出店

「早春の野洲」魅力発見ツアーを開催します！！「早春の野洲」魅力発見ツアーを開催します！！

　　　市内の魅力を発見してみませんか？当日の行き先・昼食はお楽しみに！

　　日　　時…３月13日（水）　午前10時～午後４時　　　　集合場所…市役所本館駐車場
　　対　　象…市内在住および市周辺在住者、先着33人　　　参　加　費…1,000円程度（昼食・保険代）
　　申し込み・問い合わせ…２月20日（水）までに商工観光課☎587-6008、FAX587-3835
　　※参加者には別途詳細をお知らせします。

市長が案内する市長が案内する

体験コーナー
「ロボットプログラミング」
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　経済的な理由によって、小・中学校への
就学が困難な市内の家庭に、学用品費や給
食費などの一部を援助する制度を実施して
います。
　なお、平成30年度認定世帯で、引き続き
給付を希望する人も再度申請が必要です。

申請方法… ３月15日㈮までに各小・中学
校、学校教育課に備え付けの申
請書に必要事項を記入の上、必
要書類を添えて在学もしくは在
学予定の学校へ提出

　　　　　（小学校新１年生については、
　　　　　４月15日㈪まで）

※ 年度途中での申請の場合、申請月の翌月
から認定となります。

問い合わせ…学校教育課
　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

平成31年度
児童生徒就学援助費申請

を受け付けます！☆対　象
　「国民年金第１号被保険者」（自営業者、学生、無職の人
など）で、出産日が平成31年２月１日以降の人
※厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者は対象
　外です。

☆免除期間
◦平成31年４月以降の国民年金保険料が対象です。
◦ 免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月か
ら４カ月間です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日
または出産日が属する月の３カ月前から６カ月間です。

※ 出産とは、妊娠85日（４カ月）以上の出産のことです。（死
産、流産、早産を含む）

☆産前産後期間の取り扱い
　産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付し
たものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

☆届出時期
　　４月１日から受け付けします。
　　出産予定日の６カ月前から届出可能です。

★届出方法や届出書類等の詳細はお問い合わせください。
　届出書類等は、４月１日以降、年金事務所または市保険
年金課窓口に設置します。日本年金機構ホームページにも
掲載されます。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、FAX586－2177

４月から産前産後期間の
国民年金保険料免除制度が始まります

就学指定校変更および区域外就学のお知らせ

　市教育委員会では、市立小・中学校への児童・生徒の就学について通学区域を定め、就学校を指定しています。
　しかし、特別な事情により指定された就学校への就学が困難な場合、就学する指定校を変更できる制度を設け
ています。変更が望ましいと判断した場合、一定の期間就学する指定校を変更することが可能です。
※必ずしも申請を行えば認められるわけではありません。

◆指定校変更とは？
　　市に住民登録している児童・生徒が、指定校以外の市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。

◆区域外就学とは？
　 　市に住民登録している児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学する、または市外に住民登録されている児童・
生徒が、市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。

　変更の主な許可事由、手続き、留意事項等、詳細はお問い合わせください。
市ホームページにも掲載しています。
　なお、新入学時（４月）から就学指定校の変更を希望される場合は、でき
る限り早くご連絡ください。

※ 申請には印鑑が必要です。また、事由により添付書類が必要となります。

申請・問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

暮らしの情報
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