
　市が取り組む主要な事業等が記載されたポスターを見て、興味をもった内容について市長と気軽にトークする
「井戸端トーク」を「やすまる広場」において開催します。
　市の魅力や今後の課題について、市長と意見交換しませんか？どなたでも参加できます。

日　時…６月２日㈰　午後１時～２時30分
場　所…野洲図書館本館フリースペース
内　容…�ポスターセッション
　　　　≪展示予定の事業等≫
　　　　　◦野洲市民病院について　　　◦オクトーバーフェストについて　◦都市計画税について
　　　　　◦野洲市の観光資源について　◦余熱利用施設について　　　　　◦永原御殿の史跡化について
　　　　　◦国道８号野洲栗東バイパスについて
　　　　　※将来の野洲市の姿についてご提案をいただく参加型の展示も行います。
問い�合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

「やすまる広場井戸端トーク」を開催！

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

野洲市長　山仲 善彰

◇◆�７月に市立野洲病院が開院予定�◆◇

　野洲駅南口に野洲市民病院を開院するに先立っ
て、現在の民間野洲病院の施設を承継して、市立
病院を開院します。その一方で、今年度後半から
駅前に新病院と駐車場などの建設を始めます。完
成には約２年間かかります。開業医と大学病院な
どの高度医療機関の間の役割を担う、新しい中核
医療機関の機能を担います。
　このように進める理由は主に２つあります。一
つは、患者および患者情報などの移行を含め、市
民病院の立ち上げを円滑にするためです。もう一
つは、野洲病院の運営が厳しい状況であるため、
早い段階で中核的医療機関の役割を市が担うため
です。６月末で野洲病院を運営する法人は解散さ
れることが決定しています。すでに今年の４月か
らは、市が採用した医師４人と看護師６人を野洲
病院に派遣し支援しています。
　施設は同じでも、市立病院であることから医師、
看護師はじめ職員はすべて新しく市が採用した職
員200人余りで運営します。
　病院は、水道事業などと同様に公営企業法に基
づく市の企業として経営します。企業ではありま
すが、名実ともに市民のための病院であり、当面
は厳しい施設条件ですが、専門性の高い最良の医
療、看護、保健サービスなどを誠実で親しみやす
い姿勢で市民の皆さんに提供するよう最大限努め
ます。

◇◆�子育て支援サービスの種類と質�◆◇

　「市長への手紙」で、隣の市のように中学生まで

医療費助成制度（通院）を拡大し
てほしいとのご意見をいただきま
した。市では、入院は中学生まで
無料、通院は、小学校に就学する
まで無料となっています。守山市と栗東市も現在
は同じです。お手紙には概ね次のような内容でお
答えしました。
　医療費の無料化は過去に検討しましたが、湖南
４市の足並みが整わなかったため、見送りました。
その代わりに、保育園、学童保育、特別支援教育、
児童虐待対策などの充実を優先してきました。学
童保育では小学６年生まで待機児童なしで受け入
れています。また、特別支援教育および児童虐待
対策のスタッフやスクールソーシャルワーカーな
どに関しては他市より相当充実しています。一方、
今回、助成制度を拡大していても保育園や特に学
童保育ではまだ大きな課題を抱えている市もあり
ます。医療費助成制度（通院）の拡大も検討中で
すが、すべての分野でレベルの高いサービスを一
気に提供することは困難です。

◇◆�一灯点滅式（赤・黄色）信号機の撤去�◆◇

　すでに対象の各地域にはお知らせしていますが、
滋賀県公安委員会の方針で、交差点の一灯式点滅
信号機が順次撤去されています。信号無視による
事故が誘発されているためです。それに代わって、
市で滋賀県公安委員会による一時停止の規制の導
入に合わせて、交差点のカラー舗装などの交通安
全対策の整備を行っています。

暮らしの情報
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状野 洲 市 民 病 院 整 備 の 現

■整備スケジュール

■運営体制（平成31年４月１日現在の内定者等）

　■７月1日から病院は、このようになります
　本年７月１日から現在の野洲病院の施設や医療機器等を引き継ぎ、市が責任を持って病院を運営し、地域の中核
的医療機関として市民の皆さんの健康と医療を守っていきます。

Q １.病院の名称は？

A１.「市立野洲病院」です。

Q ２.これまでの野洲病院はどうなるの？

A２.�法人としての御上会は６月末で解散され、市がその
施設や医療機器、医療機能等を承継します。

Q ３.診療科はどうなるの？

A３.�現在の野洲病院の診療科を引き継ぐことを基本とし
ます。

Q ４.�病院の開院時間や外来の診察時間はどうなるの？

A４.現在の野洲病院と同様の時間帯を予定しています。

Q ５.�これまでの野洲病院の診察券は使用できるの？ 
A ５.�７月１日以降もご使用いただき、診察等を受けてい

ただけます。（新たな登録等の手続きは不要です。）

Q ６.市立病院になると改めて初診料が必要となるの？

A６.�現在、野洲病院で受診いただいている場合は、初診
料は不要です。

Q ７.現在、入院中ですが７月１日からどうなるの？

A７.�７月１日以降も必要な場合は、引き続き入院いただ
き治療や療養を対応いたします。

Q ８.電話番号は変更されるの？

A８.電話番号やファクス番号に変更はありません。

Q ９.救急患者の受け入れは？

A９.�これまでと同様、救急患者を受け入れます。

Q 10.�デイサービスや訪問看護等の介護サービスはどうな

るの？

A 10.�訪問看護、訪問リハビリおよび居宅介護支援事業所
は、市立病院が事業を引き継いで継続します。なお、
デイサービスについては、別の社会福祉法人が事業
を引き継ぎます。

■問い�合わせ…市民病院整備課
　　　　　　　☎587－6141、FAX586－2200

　本年７月１日に現在の野洲病院の施設や医療機器、医療情報等を市が引き継ぎ、市立野洲病院として運営を行
います。
　現在、市立野洲病院の開院に関する手続きや協議等を進めています。
　また、その後の駅前の野洲市民病院の整備に関しては、令和３年度の完成をめざし、建物の設計業務を進めて
います。

職�種 人�数
常勤医師 19人　�
看護師 103人　
薬剤師 ６人　
医療技術職 55人　

職�種 人�数
社会福祉士 ３人　
介護支援専門員 ４人　
事務職 32人　
看護助手 10人　

　※更なる医師確保のため、滋賀医科大学等と連携を行います。また、引き続き職員体制の充実をめざし、�
　　採用募集等を行います。　
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採用予定…①上級行政職� ��10人程度
　　　　　②土木技術職� ��１人程度
　　　　　③建築職� � ��１人程度
　　　　　④文化財保護職� ��１人程度
受験資格…①�昭和59年４月２日～平成10年４月１日に

生まれた人
　　　　　②�昭和59年４月２日以降に生まれた人で、

学校教育法による高等学校、高等専門学
校、大学等の土木等の土木専門課程を卒
業もしくは令和２年３月31日までに卒業
見込みの人または同程度の学力を有する
人

　　　　　③�昭和59年４月２日以降に生まれた人で、
１級建築士または２級建築士の資格を有
する人もしくは令和２年３月31日までに
当該資格を取得する見込みの人

　　　　　④�昭和59年４月２日以降に生まれた人で、
次の⑴⑵に該当する人

　　　　　　⑴�学校教育法による大学（短期大学を除
く）または大学院において、考古学、
歴史学、その他これらに類する学科等
の専門課程を卒業または修了、もしく
は令和２年３月31日までに卒業または
修了見込みの人

　　　　　　⑵�学芸員資格を有する人または令和２年
３月31日までに当該資格を取得する見
込みの人

日　　時…７月28日㈰　午前10時～
１次試験（択一式）…①④教養試験　②③専門試験
試験場所…野洲市総合防災センター
　　　　　　　　　　（野洲市辻町488番地）
申し込み・�問い合わせ…６月３日㈪～28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」、「土木技術職試験申込用紙請求」、「建築職試
験申込用紙請求」または「文化財保護職試験申込用
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。

◇◆◇�その他�採用試験予定�◇◆◇

　■募集職種
　　�一般行政職（障がい者対象）、社会福祉職、保健
師職、精神保健福祉士職、保育士・幼稚園教諭職、
保育士・幼稚園教諭職（経験者）

　■スケジュール
　　�８月１日㈭　公告・広報紙・市ホームページ公表
　　�９月22日㈰　採用試験実施（第一次試験）

令和２年４月１日採用 市職員募集！

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（２㎞以上）、日額250円（10㎞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　※電話申し込み可

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

�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

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

幼稚園
��預かり保育補助員 ４人程度 不問

�７月18日～９月４日　㈪～㈮
８：30～18：00〔内４～７時間〕
　※勤務日・時間は応相談

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

※有資格者は、保育士資格・幼稚園教諭免許のいずれかを有するもの。

暮らしの情報
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プレミアム付商品券を10月から販売します!

　消費税・地方消費税率の10％への引上げに伴い低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、
地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行います。購入対象者に
は８月から順次通知書を送付します。

対　　　象…�野洲市に住民登録（住民票）があり、次の①または②に該当する人（両方に該当する場合もありま
す。）

　　　　　　①令和元年度住民税非課税者
　　　　　　　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者は除く
　　　　　　②平成28年４月２日～令和元年９月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主
購入限度額…商品券5,000円（500円×10枚）１冊を4,000円で販売し、計５冊を最大５回に分けて購入できます。
　　　　　　①に該当する人／券面額�25,000円（販売額20,000円）
　　　　　　②に該当する人／券面額�25,000円（販売額20,000円）×対象となる子の数
販�売�期�間…10月１日㈫～令和２年２月28日㈮
使�用�期�間…10月１日㈫～令和２年２月29日㈯

※上記①②のうち、事情により市内に住民登録ができない次の人も該当となる場合があります。詳しくはお問い
　合わせください。
１．東日本大震災により避難した人　　２．配偶者からの暴力を理由に避難している人
３．施設に入所している児童　　　　　４．虐待により施設等に入所している高齢者および障がい者

◇◆◇�特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください�◇◆◇

　　�・「プレミアム付商品券」を販売するために、市区町村や内閣府などが手数料などの振り込みを求めることは
　絶対にありません。

　　�・市区町村や内閣府などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対に
　ありません。

　　�・現時点で、市区町村や内閣府などが市民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にあり
　ません。

問い合わせ…社会福祉課☎587－6198、FAX586－2177

◇◆◇�プレミアム付商品券利用店舗を募集します�◇◆◇

　市内でプレミアム付商品券を利用できる店舗を募集します。

対　象…市内で小売業、飲食業、サービス業を営む事業者　　登録料…無料�　
※詳細は、野洲市商工会に設置しています募集要項をご確認ください。ホームページにも掲載しています。
申し込み・問い合わせ…野洲市商工会☎589－4880、ホームページhttp://yasu-cci.or.jp/

市政功労被表彰者の推薦を募っています

　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。

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・他薦を問わず、７月19日㈮までに推
薦書を提出してください。　　　　　　　
詳細はお問い合わせください。

※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。

問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200
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日　時…７月20日㈯　午後５時～９時　
　　　　（花火打ち上げ�午後８時～８時40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、実施できなく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のホームページ、

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）出店団体募集！！

　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３日㈪～11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

受付・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 ～

野 洲 市 花 火 大 会 の 開 催！！

令和元年度明るい選挙推進啓発用作品の募集

■ポスターの部（１人１点）
応募資格…�県内の小・中・高等学校、特別支援学校の

児童・生徒
規　　格…38.2×27.1㎝～54.2×38.2㎝で描画材料は自由
応募方法…�作品の裏面右下に市名、学校名、学年、氏

名（ふりがな）を明記してください。
■標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法…�はがきに、標語、住所、氏名（ふりがな）、

年齢を明記してください。
■四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者
規　　格…�Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は問

いません。

応募方法…�作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を明記してください。

主　催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
　　　　市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会
応募・問�い合わせ…９月６日㈮までに市選挙管理委員

会（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

※作品は自作で未発表のものに限ります。
※�県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には、賞状お
よび副賞が贈られます。
※�入賞作品の版権は主催者側に属し、選挙啓発に利用
します。

明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集します

暮らしの情報
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地震や大雨時などは正確な情報収集を ！ ！

インターネット
　パソコンやスマートフォンなどで市ホームページを確認する。避難所の開設状況などの
緊急情報を分かりやすく表示しています。また、避難勧告等を発令した場合は、ヤフーの
天気・災害ページを通じて緊急情報を確認できます。

問い合わせ…危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

　市では、災害時、防災行政無線、Ｌアラート（災害時情報共有システム）を通じ、ＮＨＫデータ放送やヤフー
災害情報への情報提供を行っているほか、市の広報車による広報、メール配信サービス、ホームページなど多様
な情報手段を通じて市民の皆さんへ情報提供しています。

★☆★�複数の手段で災害情報の確認を！★☆★

　安全な避難をするためには、情報収集が重要です。
　適切な避難行動がとれるよう複数の手段で正確な防災情報を手に入れましょう。�

テレビ（ＮＨＫ総合のデータ放送）
　リモコンの「ｄボタン」を押すと災害情報（避難情報、河川水位、雨量など）が確認できます。

防災行政無線（屋外スピーカー）
　屋外スピーカーを通じて、防災情報を放送します。
　内容が聞き取りにくい場合は、防災行政無線電話応答ダイヤル☎586－3040へ
おかけください。放送内容が確認できます。　※通話料が必要です。

野洲市メール配信サービス
　登録制で防災情報（Ｊアラートを含む）、不審者（防犯）情報などがメールで配信されます。

　登録方法…t-yasu@sg-m.jpへ空メールを送信してください。

◇◆◇�自主避難所�◇◆◇

　市では、全国各地で発生している甚大な自然災害を受け、災害対策基本法に
基づく「避難準備・高齢者避難開始、避難勧告、避難指示」の発令基準に満た
ないものの、台風が接近または通過する恐れがある場合や、長時間降り続く雨
の影響等で洪水や土砂災害の発生が懸念される場合、自分で安全な場所が確保
できない人のために、自分の判断で避難する自主避難所を設けます。　　　　
（自主避難所の考え方は市ホームページをご覧ください。）

　これからの季節は、梅雨前線や台風などにより土砂災害の危険性が高まります。
　土砂災害防止月間を機に、地域の危険な場所や避難場所までの経路を歩いて確認
するなど、万が一の事態に対する備えをお願いします。

問い合わせ…道路河川課☎587－6323、FAX586－2176
　　　　　　危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

６月は「土砂災害防止月間」です
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国民健康保険税の税率・納期のお知らせ

　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）の給付に充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。
　今年度の税率と税額、主な制度改正などをお知らせします。

■ 税率・税額　《12カ月分》
　１年間の納税額は６月中旬に世帯主へ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％ 2.32％ 1.99％
均等割〔加入者１人につき負担〕 28,129円 ���9,768円 ��10,563円
平等割〔加入世帯につき負担〕 21,650円 ���7,518円 ���4,972円
課税限度額 610,000円（580,000円） 190,000円 160,000円

（　）は前年度の額
■ 主な改正
○�課税限度額を見直し
　�　高齢化の進展などに伴って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いただく
ため、医療保険分の賦課限度額を58万円から61万円に引き上げます。
○�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、低所得者に対する税軽減措置の拡充を図るため、５
割軽減と２割軽減の基準を緩和します。
　※詳細は、６月中旬に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。

■ 納期限一覧（普通徴収）
　納付は６月～翌年３月の計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、雇用保険の失業給付
等を受給する人（非自発的失業者）には、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、
ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証もしくは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）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が（下表参照）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～翌年度末（最長２年間）

※�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、
必要事項を記入し、各金融機関へ提出
してください。

問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

期�別 納期限
第１期 ７月１日�
第２期 ７月31日
第３期 ９月２日
第４期 ９月30日
第５期 10月31日

期�別 納期限
第６期 12月２日
第７期 12月25日
第８期 令和２年１月31日
第９期 ３月２日
第10期 ３月31日

暮らしの情報
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☆★☆�児童手当『６月期支払』 ☆★☆
６月期の定期支払いは、６月14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30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。

住民税非課税世帯の人の介護保険料を引き下げます
　65歳以上の人が支払う介護保険料について、住民税非課税世帯の人を対象に引き下げます。これは、今年10月
の消費税率の改定により、全国的に実施される負担軽減拡充策です。
　６月中旬に送付する今年度の介護保険料決定通知書により、対象の人には引き下げ後の保険料をお知らせしま
すので、手続きは不要です。

所得段階 保険料（年額） 引き下げ前

第１段階

次のいずれかの人
・�世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額＋合
計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額」が
80万円以下の人
・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人
・生活保護を受給している人

26,910円 32,292円

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額＋合計
所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額」が80万
円超120万円以下の人

44,850円 53,820円

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、第１段階、第２段階以外の人 52,026円 53,820円

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

　コミュニティセンターしのはらの大規模改修工事に伴い、全館貸館を停止させていただきます。事務所は
通常どおり運営します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

停止期間…６月上旬～11月中旬（予定）
問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033
＜施設の連絡先＞
　コミュニティセンターしのはら☎587－1444、FAX587－5002　（月曜・火曜日、祝日は除く）

コミュニティセンターしのはら 貸館停止のお知らせ
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　家族みんなの“げんきな歯づくり”に
役立てるため、親子でいい歯のコンクールを開催しま
す。最優秀に選ばれた人は、滋賀県歯科医師会口腔衛
生センター（草津市笠山）で開催される「親子でいい
歯のコンクール県大会」（７月頃）へ野洲市代表とし
て出場していただきます。

日　時…�６月13日㈭　午後２時～３時30分
　　　　（時間予約制、１組30分程度）
場　所…野洲市健康福祉センター
対　象…�平成30年度中に３歳６カ月児健診を受けた子

どもとその家族、先着５組
内　容…▽�お口をアーン！歯科健診（子どもさんだけ

でなく、一緒に参加した家族も歯の健診を
受けられます。）

　　　　▽�歯科衛生士による個別相談（歯みがきのコ
ツなど）

申し込み・問い合わせ…６月10日㈪までに健康推進課
　　　　☎588－1788、FAX586－3668

大学等
修学奨励金を
給付します

　大学等（短期大学・高等専門学校を含む）に在籍し、
経済的理由により修学することが困難な人を対象に、
大学等修学奨励金を給付します。

対　　象…次の①～③を全て満たす人
　　　　　①市内在住者で大学等に就学している人
　　　　　②�住民税所得割非課税世帯に属し、経済的

な理由により学費の支弁が著しく困難で
あると認められる人

　　　　　③�社会的に有為な活動をすると認められる人
給 付 額…▽奨学金　　　�3,000円／月
　　　　　▽入学支度金　10,000円
　　　　　　（今年度に入学した人のみ）
申請期間…�６月３日㈪～28日㈮　午前８時30分～午後

５時15分（土曜・日曜日は除く）
申請手続き…�在学を証明する書類（学生証の写し等）

を持参してください。

※給付申請書は、学校教育課に設置しています。市ホー
　ムページからダウンロード可

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

　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24日㈬・25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・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・返却）、本の整備（カバー

かけ）、図書館探検など
申し込み…�６月30日㈰までに申し込み用紙に必要事項

を記入の上、図書館カウンターへ持参して
ください。（受付／午前10時～午後６時　
月曜日、６月６日㈭～19日㈬は除く）

※申し込み用紙は、図書館に設置しています。
※�小・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、所定欄に必ず署名と押印をお願いし
ます。
※抽選結果は、ハガキにてお知らせします。

問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

野洲図書館
「一日図書館員」募集！

令和元年度

　保育士等の資格を活かした仕事を検討されている人
で、お子さんが保育所や幼稚園、学童保育所をご利用
（予定）の人は、市独自の保育料の一部を補助する制
度があります。
　補助の要件等詳しい内容を知りたい人は、気軽にお
問い合わせください。
　また、市ホームページにも掲載していますのでご確
認ください。

必要な
資格

保育士の資格または幼稚園、小学校、中学校、
高等学校および中等教育学校の教諭となる資
格

就労
要件

新たに保育所などで就労する人や、就労から
一定期間以上離れて（育休等も含む）復帰す
る人が、市内の保育所、幼稚園、こどもの家
（学童保育所）で週30時間以上かつ３カ月以
上の勤務される人等

補助
内容

養育されている児童にかかる保育料の1／4を
補助（月額上限13,500円で２年間を限度）

申請・問い合わせ…
　令和２年１月10日㈮までにこども課（野洲市三方よ
し人材バンク）☎587－6052、FAX586－2176、Ｅメー
ルkodomo@city.yasu.lg.jp　※先着順、予算の範囲内

保育士等の保育料補助
制度のご案内

親子でいい歯の
コンクール

（野洲市地区予選）
参加者募集！

暮らしの情報
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