
採用予定…①行政職（障がい者対象）  １人程度　　　　②社会福祉職 １人程度

　　　　　③保健師 １人程度　　　　④精神保健福祉士職（経験者） １人程度

　　　　　⑤保育士・幼稚園教諭職 ５人程度　　　　⑥保育士・幼稚園教諭職（経験者） ３人程度

受験資格…① 昭和59年４月２日～平成14年４月１日に生まれた人で、採用試験申込日現在、身体障害者手帳、都

道府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交

付を受けている人

　　　　　② 昭和59年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士及び介護福祉士法に規定する社会福祉士登録簿

に現に登録されている人または令和２年３月31日までに行われる社会福祉士国家試験により社会福

祉士となる資格を有し、登録を受ける見込みのある人

　　　　　③ 平成元年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令和２年３月31日までに当該

免許を取得する見込みの人

　　　　　④ 昭和54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31年４月１日で２年以上ある人

　　　　　⑤ 平成２年４月２日～平成12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

有する人または令和２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

　　　　　⑥ 昭和54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

21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31年４月１日で５年以上ある

人（免許の更新が必要な人は、令和２年3月31日までに更新完了見込みであること。）

試験日時…①10月27日㈰　午前９時30分～　②～⑥９月22日㈰　午前10時～　

試験場所…①野洲市役所本館（野洲市小篠原2100番地１）　②～⑥野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）

１次試験（択一式）…①⑤教養試験　②③専門試験　④⑥社会人基礎試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 ①８月20日㈫ ②～⑥23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「行政職（障がい者対象）試験

申込用紙請求」、「社会福祉職試験申込用紙請求」、「保健師試験申込用紙請求」「精神保健福祉士職（経験者）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（Ａ４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。

令和２年４月１日採用　市職員募集！

集 ！募市 立 野 洲 病 院 職 員

採用予定…①看護師（新卒） 　８人程度　　　　②看護師（経験者）　５人程度

受験資格…①看護師免許を令和２年３月31日までに取得する見込みの人

　　　　　②昭和49年４月２日以降に生まれた人で看護師免許を有する人

試験日時…①８月20日㈫　午前９時～　②９月９日㈪　午前９時～

試験場所…①②市立野洲病院（野洲市小篠原1094番地）

試験方法…筆記試験（①のみ）、論文試験、口述試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 ①８月13日㈫ ②23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市

立野洲病院総務課（〒520－2331野洲市小篠原1094番地）☎587－5528、FAX587－5004

※ 申込用紙は、市立野洲病院総務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「看護師（新卒）試験申込用紙請求」または「看護師（経

験者）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。

新卒者向け説明会を開催します。

詳細は市ホームページをご覧ください。
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市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◇◆ 児童生徒の不登校 ◆◇

【急激な増加】

　義務教育である小・中学校では、児童生徒は学

力を伸ばすとともに、友だち関係やさまざまな活

動を通じて成長の重要な時期を過ごします。風邪

などの一時的な体調不良によって学校を休むこと

はあっても、それ以外の理由による長期欠席は、

成長に大きな課題を残す恐れがあります。そういっ

た不登校が、近年全国的に増えています。少子化

が進む中、不登校の絶対数は増え、率も上昇して

います。市内の状況も、ある時期までは、率で見

ると全国平均より低く推移していましたが、近年

それを上回る傾向です。

　問題となる不登校は、病気などによらない、年

間30日以上欠席の状態です。市内の場合、最近の

著しい増加がみられるまでは、小学校では0.3～

0.5％、中学校でその10倍の３％前後でした。それ

が、平成30年度では、小学校で前年度（平成29年

度）0.53％の２倍以上の1.26％にまで一気に跳ね上

がりました。中学校では、前年度の5.16％から4.06％

に下がりましたが、高止まりの状況です。ただし、

全国的な少子化の中で、野洲市では児童生徒数は

変化していません。

【原因は？】

　不登校の増加原因は分かっていません。ただし、

市教育委員会の昨年度の調査では、小学校での半

分近くが「不安」、３割近くが「無気力」、その半

分の約15％が「学校での人間関係」、「その他」が

９％となっています。中学校では、36％が「その

他」、約30％が「無気力」、約25％が「不安」、約５％

が「学校での人間関係」となっています。調査結

果は参考にはなりますが、問題の解消にはもっと

細かな情報が必要です。その情報も、単に調査に

よる把握だけではなく、児童生徒の成長に配慮し、

きめ細かで実践的な対応により得

られるものでなければなりませ

ん。

【対策は？】

　市では、本来の学校での恒常的な取り組みに加

えて、他市に先駆けたスクールソーシャルワーカー

の充実と支援スタッフの配置、学童保育所の小学

６年生までの完全受け入れ、中学校までの給食、

発達支援センターの充実、市民生活相談などによ

り、児童生徒との接点を多様化しています。特に

スクールソーシャルワーカーは、不登校だけでな

く、いじめ、児童虐待など児童生徒、学校、家庭・

保護者をつなぎ、問題解決の支援に有効な役割を

果たしています。さらに、学校応援団などの地域

の協力・支援も重要です。不登校は児童生徒に表

れる現象ですが、大人社会の反映でもあります。

まずは、個々の事案に丁寧に対応するとともに、

成長を支える仕組みの一層の充実を図ります。あ

わせて、教職員の働き方の改善の面からも、学級

の少人数編制化、教職員の増員等の取り組みも必

要です。

【広い視点から】

　不登校の解消は重要ですが、児童生徒が登校す

れば、あるいは登校していればそれで良いという

ことではありません。伸びやかに、楽しく学習や

活動ができ、成長しているのかどうか。あえて言

えば、「登校の質」の向上が重要です。不登校を一

律に扱うのではなく、その「質」の多様性にも着

目し、教育内容、学校のあり方も含め、上記のと

おりきめ細かな対応を進めます。

　不登校は一部の児童生徒の問題ではなく、児童

生徒の健全な成長という視点から汎用性のある教

育課題です。

　市では、市民の皆さんとともに輝くまちづくりを進

めるにあたり、より実効性を高め、その運用のあり方

等について審議していただく委員を募集します。

任　　期…委嘱の日～令和２年３月31日

募集人数…３人以内

応募資格… 平成31年４月１日現在、満18歳以上の市内

在住者

応募・問い 合わせ…８月16日㈮までに住所、氏名、年

齢、電話番号を記入の上、「野洲市のまち

づくりについての提言・意見」（1,000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協働推進

課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）

☎587－6043、FAX587－4033、Ｅメール

　　　　　kyodosuishin@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。

※委員会への出席者には謝礼をお支払いします。

野洲市まちづくり基本条例推進委員会委員を公募します

野洲市長　山仲 善彰

暮らしの情報
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　市の障がい者施策全般に関わる理念や基本的な方

針、目標を定める野洲市障がい者基本計画を策定する

委員を募集します。

任　　期…令和元年10月１日～令和３年３月31日

募集人数…３人

応募資格… 次の①②に該当する人

　　　　　① 令和元年10月１日現在、満18歳以上の市

内在住・在勤者

　　　　　② 市の障がい福祉について関心を持ち、障

がい福祉施策に対して、具体的な意見や

提言を述べることができる人

応募・問い 合わせ…８月23日㈮までに住所、氏名、年

齢、電話番号、勤務先（市内在勤者）を記

入の上、 「障がい福祉に関する意見や考え

方」（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

れかで障がい者自立支援課（〒520－2395

野洲市小篠原2100番地１）☎587－6087、

FAX586－2177、 Ｅ メ ー ルjiritu@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。

※委員会への出席者には謝礼をお支払いします。

野洲市障がい者基本計画等策定委員会委員を公募します

　　令和元年10⽉1⽇ から

　　　　　　幼児教育 ・ 保育の 無償化 がスタートします

○３歳児〜５歳児の全ての子どもたちの保育料が無償化されます。
　● 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

○０歳児〜２歳児の子どもたちは、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。

市内の幼稚園、保育園（所）を利用する子どもたち

○恒常的な預かり保育について、無償化の対象となるには、野洲市から「保育の必要性の認定」

　を受ける必要があります。

○おやつ代や一時的な預かり保育については、保護者の負担があります。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

○「保育の必要性の認定」など、詳しくはお問い合わせください。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

無料職業紹介所 「三方よし人材バンク」 からのお知らせ

　市内の保育所、幼稚園、こども園およびこどもの家（学童保育所）でお仕事を希望

されている人への臨時就職相談所を開設します。ぜひお気軽にお越しください。

日　時…８月31日㈯　午後１時～６時　　

場　所…ザ・ビッグエクストラ野洲店内（店舗Ｂ出入口付近）

問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）☎587－6052、FAX586－2176
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「とことん野洲」受講者募集 ！

　「野洲ってどんなまち？」ふだん野洲市にいても案

外知らないことは多いかもしれません。「野洲のおも

しろ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」、「自分にできることは何なのか」

という思いをもった皆さんと、野洲のまちの魅力を再

発見して、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ます。

　地域で何かを始めたい人、リタイアしたシニアの人、

子育てを卒業した人など、どなたでも参加できます。

募集人数…30人

対　象…市内在住・在勤・在学者

内　容… ①市長講演 ②市民活動団体の参加体験 ③野

洲の自然や歴史の学習 ④史跡・名所の探索 

⑤地域の食や産業の学習など（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23日㈮までに申し込みください。

※受講者自ら企画運営に参画する運営委員を選出しま

　す。

　　★「とことん野洲（第１回講座）」

　　　　　　　山仲市長の講演とワークショップ★

　　日　時…８月31日㈯　午後１時30分～２時30分

　　場　所…野洲図書館本館フリースペース

　　※ 第１回は受講者以外の人も参加できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　（申し込み不要）

申し込み・問い合わせ…市民サービスセンター

　　　　　　　　　　☎589－6430、FAX589－6438

　昨年度好評だった「としょかん で ないと」を今年

も開催します。

　普段は入れない夜の図書館で、一夜を過ごしてみま

せんか？好きな本の並んだ本棚の間、おはなしコー

ナーなど、思い思いの場所に寝床を作っておくつろぎ

ください。書庫開放、夜のお話会など、楽しい企画を

ご用意してお待ちしています！

日　時…９月15日㈰　午後６時30分チェックイン～

　　　　　　16日㈷　午前９時チェックアウト

対　象… 小学生以上の市内在住者で、“としょかんカー

ド”をお持ちの人、先着30人

　　　　※ “としょかんカード”は、申し込み時に作成可

　　　　※ 小・中学生は必ず保護者同伴要、それ以外

の未成年は保護者の承諾が必要です。

参加費… 100円／人（レクリエーション保険加入代）

その他… 寝具（寝袋・布団・マットなど）、食事は各

自ご準備ください。芝生コーナーにテントの

設営もできます（先着３組）。火気厳禁です。

申し込み… ８月２日㈮～31㈯までに野洲図書館本館カ

ウンターにて申し込みください。　　　　

※電話・ファクス不可

※ 詳細は、野洲図書館ホームページ、イベントチラシ

をご覧ください。

申し込み・問い合わせ…野洲図書館

　　　　　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

　　　　　 としょかん    で    ないと

 ― Tosyokan de Night －

参加者募集！！

図書館お泊り企画！

　　

応募期間…８月１日㈭～７日㈬　

　　　　　午前８時30分～午後５時15分

　　　　　※持参に限る

募集要項・ 申込書の設置場所…オクトーバーフェス

トやすJAZZ UP!実行委員会事務局（商

工観光課内）、野洲市商工会、JR野洲駅

構内の観光パンフレットスタンド、市

ホームページに掲載

応募・問い合わせ…申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　同実行委員会事務局（商工観光課内）

　　　　　☎587－6008、FAX587－3835

※出店資格などの詳細は「オクトーバーフェストや

　すJAZZ UP！出店者募集要項」をご確認ください。

※ 応募は、野洲市商工会・工業会・観光物産協会の

所属団体および市内の公益活動団体を優先しま

す。

オクトーバーフェストやす JAZZ  UP！ 開催

　厳選したビールと上質なジャズの演奏を楽しむ「オクトーバーフェストやす JAZZ UP ！」を開催します。

開催日…９月21日㈯・22日㈰　※雨天決行・荒天中止

場　所…JR野洲駅南口特設会場（昨年と同じ会場です）

◇◆◇ 模 擬 店 出 店 団 体 募 集 ◇◆◇

暮らしの情報
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　市民活動を始めるにあたって、資金を必要とする団体や設立初期の活動費を必要とする団体に「市民活動促進

補助金」を交付します。

　『現況届』を提出された人の所得等の審査を行って

います。

　審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合は、

対象者のみ通知書を送付します。変更のない人へは送

付しませんので、10月の定期支払前に送付する支払通

知書で振込金額を確認してください。

※ 「現況届」が未提出の場合は手当が受けられません

ので至急提出してください。

手当月額が変更となる人

　受給者の前年中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１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

※ 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。

※ 平成30年中の所得を審査します。所得には一定の控

除があります。

受給者が変更となる人

　現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計

を維持する程度の高い人が配偶者であると判断できる場

合などは受給者の変更をお願いすることがあります。

～応援します
！

市民活動団体
～　新規に団体を立ち上げたい人　

設立初期の必要経費の補助を受けたい人へ

対　象… 次の①～⑥を全て満たす市民活動団体で、か

つ６カ月以内に活動を始めようとする団体ま

たは設立３年以内の活動団体　

　　　　① 構成員が概ね10人以上で、その内、５割以

上が市民である団体

　　　　② 団体の事務所、主たる活動場所が市内にあ

る団体

　　　　③規約等を定め、責任者が明確である団体

　　　　④ 宗教的・政治的活動を目的としていない団体

　　　　⑤ 公共の利益の増進に寄与する目的で非営利

の活動をする団体

　　　　⑥ 暴力団員や暴力的不法行為を行う恐れがあ

る組織の構成員がいない団体

補助額… 10万円以内（補助対象経費に対し10万円を上

限とします。予算の範囲内）

※ 補助金の交付を受けた初年度から起算して３年を限

度とします。

※ 選考は、書類審査、聞き取りなどを行い、別に定め

る審査基準により審査します。

※ 申請書等は市民サービスセンターに設置していま

す。市ホームページからダウンロード可

申し込み・問い合わせ…８月30日㈮までに市民サービ

　　　　スセンター☎589－6430、FAX589－6438

平成30年度 市民活動促進補助金交付団体の紹介

大篠原宗盛公胴塚保存会

　郷土の史実の平宗盛の顕彰を通じて、地域に眠る歴

史的資産を掘り起こし、次世代への伝承と地域の活性

化につなげ、全国の宗盛を慕う有志とのネットワーク

を進める団体です。

のばら識字教室

　誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざし、定期

的な識字教室の開催や人権問題に関する研修を重ねる

とともに、広く一般市民へ呼びかけを行い、人権意識

の高揚に努める団体です。

滋賀県断酒会野洲断酒会

　アルコール依存症からの回復支援と市民へのアル

コール問題の啓発活動、アルコール問題に苦しむ人の

支えとなる活動を行う団体です。

大樹会

　高齢者や障がい者の連携による地域の活性化推進と

生きがいづくりをめざし、市内で軽トラによる地場野

菜等の販売（軽トラ市）を行うことにより、地域間の

コミュニケーションの推進を図る団体です。

びわ湖わんにゃんマルシェ

　動物愛護を目的とした「びわ湖わんにゃんマル

シェ」（保護ネコ・保護犬の譲渡会や相談会など）を

定期的に開催することにより、動物愛護の精神を広く

市民に深める活動を行う団体です。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童手当のお知らせ
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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、市と契約を結んだ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

利用期間… ▽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

≪共　通≫

対　　象… １歳半以上18歳未満の児童

実施施設…（福）ひかり会　守山学園（守山市笠原町1257－1）☎582－2887

主な注意事項…◦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

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、FAX586－2176

※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村が発行

する課税（非課税）証明書の添付が必要です。

事業名 区　分

負担区分
○ 生活保護世帯
○ ひとり親世帯で
　市民税非課税世帯

○ 市民税非課税世帯
○ ひとり親世帯

○その他の世帯
（左記以外の世帯）

ショート
ステイ

 ２歳未満児 無 料 1,100円 5,350円
 ２歳以上児 無 料 1,100円 2,750円

トワイライト
ステイ

 平日預かり分（午後５時～10時） 無 料   300円   750円
 平日預かり分（宿泊分）
  （午後10時～翌日午前９時） 無 料   300円   750円

 休日預かり分（午前９時～午後５時） 無 料   350円 1,350円

暮らしの情報
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