
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31年４月７日㈰　午前７時～午後８時
【投票所】
　市内25カ所

【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13年４月８日以前に生まれた人）
　◦�告示日（３月29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12月28日以前から引き続き野洲市に住所を有する人）
　※�平成30年12月29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12月29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している場所です。
　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。
※野洲市選挙区において、候補者が定数（２人）を超えない場合は、無投票となりますので、入場券は送付しません。

投票の方法
　今回の選挙は、滋賀県議会議員一般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。

４月７日（日）は、
滋賀県議会議員一般選挙の投票日です
投票時間は午前７時～午後８時

滋賀県議会議員一般選挙

白色の
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
　　　　　　　・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：３月30日（土）～４月６日（土）
　　　　投票時間：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、事前に申請をし「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、４月３日㈬ごろに各世帯に新聞折り込みまたは郵送でお
届けします。
※�野洲市選挙区において、候補者が定数（２人）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
いたしません。

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分から野洲文化小劇場で行ないます。

暮らしの情報

3　　広報やす　2019.3



あやめコース
　◦�これまで菖蒲－野洲駅（野洲駅－菖蒲）に行くま

で、多くのバス停を経由するため所要時間がか
かっていましたが、安治コースと２路線に分ける
ことにより、時間短縮と運行本数を増便し効率化
を図ります。

　◦�菖蒲－体育館を経由するコースに路線変更しま
す。

　◦新たに野洲駅北口を経由します。
安治コース【新規】

　◦�これまであやめコースとして運行していた安治、
野田方面をこのコースに変更し、野洲駅まで運行
する路線とします。

祇王・中里コース
　◦�イオンタウン野洲－さざなみホール－中主小学校

－野洲図書館を経由し、野洲駅を往復するコース
に変更するとともに増便します。
篠原コース

　◦�大篠原西池バス停を廃止し、小堤集落内道路－新
上屋を経由するコースに変更します。

　◦�妙光寺公民館の経由を止め、時間短縮と運行本数
を増便し効率化を図ります。
三上コース

　◦�これまで野洲市健康福祉センターを起点に、三上
地区－希望が丘を両周りで循環するコースでした
が、希望が丘コースと２路線に分け、時間短縮と
運行本数を増便し効率化を図ります。

　◦野洲駅－三上地区－北桜を循環するコースです。
希望が丘コース【新規】
　◦�これまで三上コースで運行していた希望が丘方面

をこのコースに変更し、野洲駅と希望が丘－近江
富士団地を循環する路線とします。

中央循環コース
　◦�野洲駅とイオンタウン野洲を両周りで運行しま

す。
　◦�増便するとともに新たに野洲駅北口を経由しま

す。

◆運行日…�月曜～土曜日（日曜日、祝日、年末年始（12
月29日～１月３日）は運休）

　　　　　※�４月28日㈰～５月６日(振休)の９日間は運
休となります。

◆運　賃…
　◦大人（中学生以上）�………………………… 200円
　◦小人（小学生）�……………………………… 100円
　◦幼児（１歳以上就学前まで）�……………… 無�料
　◦乳児（１歳未満）�…………………………… 無�料
　◦70歳以上……………………………………… 100円
　　　（桃色の「げんきカード」の提示が必要です。）
　◦身体・知的・精神障がい者およびその介護者
　　　（身体障害者手帳等の提示が必要です。）
　　　中学生以上………………………………… 100円
　　　小学生……………………………………… �50円

◆乗継制度…次の４カ所で乗継ができます。
野洲駅

市民サービスセンター
野洲市健康福祉センター

野洲市役所

　◦�バス下車時に運転手に申し出てください。乗車券
と引き換えに乗継券を渡します。

　◦最初に降りたバス停のみ乗継できます。
　◦有効期限は当日限りです。
　◦乗継ができるのは１回限りです。
　◦紛失等の場合、再発行はしません。
　◦最初に乗車したバス停は利用できません。

４月１日からコミュニティバス「おのりやす」の

路線を拡充・便利になります

問い合わせ…コミュニティバス運行管理室（市役所内）☎587－5700　協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

　少しでも皆さんに利用していただきやすいバスをめざして、アンケート調査や地域要望等を基に平成31年４月
から運行ルートおよび便数の増加と時間短縮を行います。
　コミュニティバスは、自家用車よりも集約的な交通手段であり、環境に優しいエコな乗り物です。買い物や通
院など、お気軽にご利用ください。
※�運行ルート等の詳細は、３月上旬に各戸配布しますリーフレットをご覧ください。

◆運行路線…�７路線（あやめコース、安治コース、祇王・中里コース、篠原コース、三上コース、
　　　　　　　　　希望が丘コース、中央循環コース）

★☆ 運行ルートの変更と増便 ☆★
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市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◇◆�まちづくりビジョンと都市計画税�◆◇

　開会中の市議会に都市計画税を提案しています。
提案に先立ち、市民の皆さんと意見交換を行いま
した。
　ご意見のなかに、「まちのビジョンが分からな
い。」とのご意見がありました。会場でも説明しま
したとおり、市のビジョンは、総合計画、都市計
画マスタープラン、まちづくりビジョンなどで示
しています。いずれも市民参加・公開で策定して
います。これらの計画などは、市広報にも掲載し
パブリックコメントを行い、ご意見をいただきま
した。駅前の周辺整備構想も同様の手続きで進め
てきました。いずれも市ホームページでご覧いた
だけます。

　◇◆�市民病院整備事業
　　　　　　新しい課題を解決しつつ進展�◆◇　

　１月の市議会特別委員会と２月の評価委員会で
報告した概要です。
　事業は４つの柱で構成されています。①駅前の
新病院整備�②今年７月の市立病院開院�③訴訟対応
④医師、看護師などの採用です。
　まず、新病院は今年前半に実施設計が完了し、
建設に移ります。消費税増税と建設費高騰により
現時点での概算で計画より約６億円増となります。
この増額による初期費用が増えること、また試算
の参考となる民間経営の現野洲病院の最新決算悪
化により、収入見込みを低くしたため、病院事業
の黒字化は当初の開院２年目から12年目に延びる
試算となりました。
　また、現野洲病院の決算悪化により承継資産が
大幅に減となり、当初の運転資金として一般会計
から病院事業への貸付金の返済も重なる開院26年
目でキャッシュフローがショートする試算となり
ました。

　これらを回避するため、機器等
の更新投資額の見直しや貸付金を
他の公立病院同様、出資金扱いに
変更し、解決を図った結果、病院
事業の黒字化は開院４年目が見込め、キャッシュ
フローがショートすることなく収支は成立する見
通しです。②については④と関係します。看護師
はじめ医療専門職は、ほぼ採用内定済みです。医
師は、現野洲病院での最近の状況が順調でないこ
とが明らかになったため、滋賀医科大学と協議し
確保を進め、状況は好転しています。③は先に却
下および棄却された住民監査請求と同趣旨で市民
病院整備事業差し止めの訴えに対する対応です。

　◇◆�さくら墓園合葬墓
　　　　　　　　三上山をモニュメントに�◆◇

　すでにお知らせしています、さくら墓園の合葬
墓の企画（案）がまとまりました。三上山をモニュ
メントにし、自然を生かした厳かで親しみやすい
デザインです。利用料も建設費等から割り出した
実費額とするため、低いものとなる見込みです。
　来年度より工事にかかり、年内には利用者を公
募する予定です。

◇◆�文化財の保存と活用�◆◇

　市には、国宝の建造物はじめ史跡、埋蔵物など
数多くの文化財があります。また、銅鐸博物館や
桜生史跡公園などの施設もあります。従来、文化
財「行政」は調査研究と保存が主でした。
　しかし、近年は活用の重要さも認められてきて
います。活用というと観光が思い浮かびますが、
市民と地域、特に若い世代が参加し生活と成長の
糧となるような取り組みが重要です。永原御殿の
史跡再生も地域に支えられ進んでいます。

　「広報やす」１月号でお知らせしました都市計画税の導入検討について、市民の皆さんのご意見をお聴きするた
め、各コミュニティセンター等において市民懇談会を開催しました。皆さんのご参加ありがとうございました。
いただいたご意見を議会とも共有させていただいた上で、２月27日開会の平成31年第２回野洲市議会定例会に税
率0.2％として都市計画税条例（案）を提案しました。
　今後、議会での熟議を経て決定されることになります。可決されれば、都市基盤整備の財源として都市計画税
を充当し、これまで以上に「元気で安全・安心なまちづくり」を進めていきます。
　なお、市民懇談会で寄せられた主なご意見は、市ホームページでご覧いただけます。

問い合わせ…▽導入検討に関すること　企画調整課☎587－6039、FAX586－2200
　　　　　　▽税の制度に関すること　税務課☎587－6040、FAX587－2439

都市計画税条例（案） 市議会で審議しています！

野洲市長　山仲 善彰

暮らしの情報
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■こども課☎587－6052　締３/４・選３/５
※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。

★ 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）

★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

■商工観光課☎587－6008　締３/14・選３/15
▽【一般事務】臨１人　資市の観光振興に意欲のある人、
ワード・エクセルの操作ができる人　普自　賃6,820円/
日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■図書館☎586－0218　締３/13・選３/14
▽【一般事務①②】臨各１人　（共通）資ワード・エクセルの
操作ができる人　賃6,820円/日　勤時９：30～18：15　①
㈫～㈰のうち、週５日間勤務　②㈯㈰いずれか１日勤務

平成31年度 嘱託・臨時職員募集！

■嘱託職員
職　種 募集人数 資格・免許 勤務場所・勤務時間 報　酬

保育士・幼稚園教諭 15人程度 保育士資格または幼稚園教諭免許 �幼稚園、保育園、こども園
�１日　7.75時間勤務 月額�225,000円

看護師 ２人 看護師、准看護師 �幼稚園、保育園、こども園
�１日　7.75時間勤務（応相談） 月額�225,000円

栄養士 １人 栄養士または管理栄養士 �保育園、こども園
�１日�7.75時間勤務 月額�203,800円

用務員 ２人
自動車運転免許証
※�危険物取扱者免許乙類第４類が
あれば望ましい

�幼稚園、保育園、こども園
�１日　7.75時間勤務 月額�136,400円

■臨時職員　※いずれも勤務時間は相談に応じます。
勤務場所・職種 募集人数 資格・免許等 勤務時間 賃　金

①保育園・こども園
　フリー保育士または低年齢児加配 10人程度 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　8：30～17：15
〔内４～7.75時間〕 時給1,000円

②保育園・こども園
　事務休憩代替 ５人程度 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　11：30～16：00
〔内４時間程度〕 時給1,000円

③保育園・こども園
　事務員 ５人 ワード・エクセルの操

作ができる人
㈪～㈮　8：30～17：15

〔内４時間〕 時給��880円

④保育園・こども園
　給食配膳員 ５人 不�問 ㈪～㈮　11：00～13：00 時給��880円

⑤保育園・こども園
　早朝延長保育など補助・時差出勤代替 20人程度

不�問
※�保育士資格があるこ
とが望ましい

㈪～㈮
7：30～10：30、8：30～12：30

16：00～19：00〔内１～４時間〕
㈯　7：30～19：00

〔内４～7.75時間〕

時給
925円～1,150円

⑥保育園・こども園
　特別支援加配または担任補助 ５人程度 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　8：30～17：15
〔内４～7.75時間〕

時給
1,000円～1,100円

⑦幼稚園　特別支援加配 20人程度
幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

㈪～㈮　8：30～17：15
〔内７時間〕

時給1,100円㈪～㈮　8：30～15：00
〔内４～６時間、週19時間勤

務、長期休業中を除く〕

⑧幼稚園
　特別支援フリー
　時差出退勤対応および事務代替

７人程度
保育士資格・幼稚園教
諭免許・養護教諭、小学
校教諭免許のいずれか

㈪～㈮
9：00～13：00または

10：00～14：00
〔内３～４時間、長期休業中を除く〕

時給1,000円

⑨幼稚園　預かり保育担当
３人 不�問

※�幼稚園教諭免許また
は保育士資格がある
ことが望ましい

㈪～㈮
※応相談

8：00～10：00 時給
925円～1,150円

４人程度 14：00～18：00

⑩幼稚園　事務員 ４人 ワード・エクセルの操
作ができる人

㈪～㈮　8：30～15：00
〔内４時間、長期休業中を除く〕 時給��880円

臨…臨時職員、締…申込締切日、選…選考日、資…資格等、
普自…普通自動車免許保有者、賃…賃金、勤時…勤務日時
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売却方法…競争入札
　　　　　�（予定価格以上で最高価格による有効な入札書を投入した者を買主　　　��

【落札者】として決定）
入札参加資格…個人および法人
入札時期・場所…６月中旬／市役所本館
申込書類…４月１日から総務課で配布します。※市ホームページからダウンロード可
申し込み・問い合わせ…４月１日㈪～５月15日㈬までに総務課☎587－6038、FAX587－4033
　　　　　　　　　　　（受付／午前８時30分～午後５時15分、土曜・日曜日、祝日は除く）

物　件 区　分 登記地目 実測面積 予定価格

三上字西ノ川原 土地 雑種地 18,093.17㎡
（調整池3,170.36㎡含む） 入札公告時に公表

用途地域 容積率 建ぺい率 備　考

工業地域 200％ 60％ 三上小中小路工業団地地区計画区域内

三上小中小路工業団地工場用地を売却します！

　三上こども園園舎の完成にあわせ、見学会を開催します。

日　時…３月23日㈯　午後１時30分～４時（受付／園舎玄関）　　対　象…どなたでも　※申し込み不要
持ち物…上靴（スリッパ）
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

三上こども園　園舎完成見学会を開催します！

　　▲完成イメージ図

　　▲駐車場案内図

※�近隣の人はできる限り徒歩・自転車での来園を
お願いします。

※�お車で来園される場合は、左記の駐車場をご利用
ください。

野洲市食育推進委員を公募します

　市では、平成31年度から「野洲市食育推進計画（第３次）」に基づき、市民の皆さんと協働で食育に取り組む
予定です。今後の食育に関する具体的な取り組みについて意見を活発に出し合っていただける委員を募集します。

任　　期…委嘱の日～２年間　　　　　募集人数…２人程度
応募資格…満18歳以上の市内在住者
応募・問い�合わせ…３月22日㈮までに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、「食育

についての意見」（400字程度／様式自由）を添えて郵送または持参のいずれ
かで健康推進課（〒520－2315野洲市辻町433番地１）☎588－1788、FAX586－
3668

※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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