
採用予定…①薬剤師　　　　２人程度　　　　②理学療法士　　１人程度

　　　　　③作業療法士　　２人程度　　　　④社会福祉士　　２人程度

　　　　　⑤事務職　　　　４人程度　　　　⑥看護助手　　　５人程度

受験資格…① 昭和59年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人または令和２年３月31日までに当該

免許を取得見込みの人

　　　　　② 平成元年４月２日以降に生まれた人で、理学療法士免許を有する人または令和２年３月31日までに

当該免許を取得見込みの人

　　　　　③ 昭和59年４月２日以降に生まれた人で、作業療法士免許を有する人または令和２年３月31日までに

当該免許を取得見込みの人

　　　　　④ 昭和59年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士登録証を有する人または令和２年３月31日まで

に当該福祉士となる資格を有し、登録を受ける見込みのある人

　　　　　⑤ 昭和54年４月２日以降に生まれた人で、病院での業務経験が１年以上ある人

　　　　　⑥昭和44年４月２日以降に生まれた人

試験日程…①②③④10月19日㈯

　　　　　⑤10月26日㈯、11月２日㈯　※申込人数により２日に分けて実施する可能性あり

　　　　　⑥10月17日㈭

試験場所…市立野洲病院

試験方法…①②③④論文試験、面接試験　⑤教養試験、論文試験、面接試験　⑥面接試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 10月４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「薬剤師試験申込用

紙請求」、「理学療法士試験申込用紙請求」、「作業療法士試験申込用紙請求」、「社会福祉士試験申込用紙請求」、「事

務職試験申込用紙請求」または「看護助手試験申込用紙請求」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。

　社会の中には同和問題をはじめ、障がい者や外国人に対する差別など、さまざまな人権問題が存在するとともに、

インターネットによる誹謗中傷・差別の助長拡散が大きな社会問題となっています。人権について一人ひとりが

自ら考え、人権の大切さに今一度、気づく機会とするために、広く人権作品を募集します。

募集部門…小学生の部、中学生の部、一般の部に区分

　　　　　▽標語　　▽詩（400字以内、Ａ４サイズ）

　　　　　▽作文（1,200字以内、市販の原稿用紙またはＡ４サイズの用紙）

　　　　　▽ポスター（四ツ切り画用紙に限る）

応募資格…小学生以上の市内在住・在勤・在学者

審査方法…野洲市人権啓発推進協議会会長が依頼する審査委員が審査します。

注意事項… ▽応募作品は各部門１点、自作の未発表作品に限ります。

　　　　　▽応募作品は基本的には返却しません。

　　　　　▽ 作品の著作権は野洲市および野洲市人権啓発推進協議会に帰属し、人権啓発を目的に公開・活用し

ます。

※ 標語・詩部門は、Ｅメールでの応募も受け付けます。市内に通う児童生徒の作品は、それぞれの学校に提出して

ください。

※ 応募用紙は、各学区コミュニティセンターおよび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

応募・問い 合わせ… 10月31日㈭までに応募作品に住所、氏名、年齢を記入の上、郵送または持参のいずれかで

　　　　　野洲市人権啓発推進協議会事務局（〒520－2331野洲市小篠原1780番地 人権施策推進課内）

　　　　　☎587－6041、FAX518－1860、Eメールjinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

「人権尊重をめざす人権作品」を募集します！

令和２年４月１日採用 市立野洲病院 職員募集！
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【おもて面】 【うら面】

令和元年９月30日 自動交付機を廃止します

　現在ご利用いただいている証明書自動交付機は、９月30日㈪をもって廃止します。

　今後は、マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちいただき、住民票・印鑑登録証明書などの取得が便

利で手数料が安いコンビニ交付をご利用ください。

マイナンバー

カード

○　マイナンバーカードで、こんなに便利に！　○

①コンビニ交付で取得できる証明書

　　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本（除籍・原戸籍は除く）

　　戸籍の附票の写し、所得証明書、課税・非課税証明書

②利用できる時間

　　午前６時30分～午後11時（保守点検日は除く）

　　※各店舗の営業時間内に限ります。営業時間は各店舗にお問い合わせください。

③利用できる店舗

　　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、平和堂（一部店舗に限る）など

市役所が閉まっていても取得できる！

全国どこの店舗でもＯＫ！

市役所の窓口より100円安くなる！

○　市民カード（印鑑登録証）は、廃棄しないでください　○

　市民カードは印鑑登録証明書を窓口で取得する際に必要です。市民カードはコンビニでは利用できませんが、

マイナンバーカードの交付を受けた後も印鑑登録をしている証となりますので、決して廃棄しないでください。

○　マイナンバーカードの申請方法　○

　顔写真（縦4.5cm×横3.5cm）をご用意いただければ、市民課で申請することができます。また、「通知カード」

の下にある「個人番号カード交付申請書」があれば、その申請書の郵送またはスマートフォンやパソコンからで

も申請できます。（初回作成時、手数料無料）

　申請から約１カ月後に受け取りのご案内（交付通知書）を送付しますので、ご本人が市民課にお越しください

（代理人受取不可）。

○　セキュリティもしっかり！　○

　マイナンバーカードは、顔写真付きで利用には暗証番号が必要など、さまざまなセキュリティ対策が施されて

います。また、ＩＣチップには税や年金、預金残高などのプライバシー性の高い情報は記録されませんので、安

心してお持ちいただけます。

　万が一、紛失や盗難に遭った場合は、24時間365日受付のコールセンター（☎0120－95－0178）でカードの一時

利用停止の手続きができます。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

暮らしの情報
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市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

◇◆ まちの財政状況 ◆◇

　昨年度の収支決算がまとまり、議会の認定を求

めて、開会中の市議会に議案を提案しています。

税収では、景況を反映して企業からの法人市民税

は若干減りましたが、人口増と企業の盛んな設備

投資により、個人市民税と固定資産税は増え、全

体として増収でした。

　歳出を伴う事業では、通常のさまざまな市民サー

ビスに加え、三上こども園整備や工業団地造成事

業の完了などがありました。こども園整備は、こ

れまで約10年間の保育園、小・中学校の耐震化対

策、学校の空調整備、学童保育所の倍増など一連

の子育て・教育施設整備の最後の事業でした。ま

た、工業団地造成事業では、国道８号野洲栗東バ

イパス整備を円滑に推進するために、工場移転の

協力をいただく企業の要望に応じて市の事業とし

て実施しました。当初の計画では、約20億円の事

業でしたが昨年に完了し、土地の大半を売却、事

業期間中の借入金の返済も終えました。このこと

により、財政指標の数値が大きく改善しました。

　今年度になってから工業団地の残区画を公募売

却した結果も市財政に大きく貢献することとなり、

今年度の決算に反映されることとなります。

　昨年度の最終的な収支は、約4.8億円の黒字とな

り、その半分を財政調整基金として積み立てる予

定です。

◇◆ 国民スポーツ大会の会場問題 ◆◇

　５年後の令和６（2024）年に第79回国民スポー

ツ大会と第24回全国障害者スポーツ大会が滋賀県

で開催される予定です。

　国民スポーツ大会の主催者は、（公財）日本スポー

ツ協会、文部科学省および開催

地都道府県です。各種目の競技

会は、協会加盟競技団体および

会場地市町を含めたものとなっ

ており、本県の場合は、平成25（2013）年10月決

定の「会場地市町選定基本方針」に基づき進めら

れています。基本方針では、「すべての市町におい

て、正式競技、公開競技、デモンストレーション

スポーツおよび特別競技のいずれかの競技のうち、

最低１競技を開催することを原則とする。」となっ

ています。

　本市では、この方針に基づく手続きにより、卓

球（全種別）およびバスケットボール（成年女子）

の２種目を市スポーツ協会の希望を踏まえて申請

し、平成28（2016）年８月に内定を受けています。

卓球ではすでに中央競技団体の正規視察も終え、

会場となる総合体育館の改修提案なども受けてい

ます。

　ところが、去る７月18日草津市で開催の首長会

議で、知事から希望が丘文化公園をラグビーフッ

トボールの会場としたい旨、突然の表明がありま

した。今年５月に開催された開催準備委員会の会

合では、会場選定と準備は順調だとの説明があっ

たばかりです。いずれにしても、ここに及んで新

たな種目の受け入れは不可能であることをその場

で伝えました。

　その主な理由は、①卓球と並行してラグビーフッ

トボール開催の人的体制が組めない ②県内有数の

規模と設備を有する総合体育館を活用し、室内競

技である卓球とバスケットボールを連続して開催

することが効果的であるという明確なものです。

　11月５日㈫から申請により住民票、マイナンバーカード（個人番号カード）へ旧姓が併記できるようになります。

　婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに記載されることによ

り、旧姓で本人確認の証明が可能となります。

　これにより、保険・携帯電話の契約や銀行口座の名義が旧姓のまま使用可能となり、勤務先などで使用してい

る氏と本来の氏が異なる場合の本人確認等にも使用できます。

　申請方法など詳細はお問い合わせいただくか、総務省ホームページをご覧ください。

問い 合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

野洲市長　山仲 善彰

住民票とマイナンバーカードに

旧姓（旧氏）が併記できます！
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　11月18日㈪から印鑑登録証明書は性別欄を削除し、住民票記載事項証明書は性別欄の非表示を選択できるよう

になります。

　なお、住民票については住民基本台帳法に基づき、

従来どおり性別は記載します。

問い 合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

印鑑登録証明書　　　 → 性別記載削除

住民票記載事項証明書 → 性別表記の選択可能

　　　　　　　　　　　　（窓口での申請のみ対応可）

住民票　　　　　　　 → 性別表記は従来どおり記載

　　印鑑登録証明書等の性別欄が非表示にできます

　野洲市余熱利用施設整備運営事業は、建設地の旧野洲市体育センターのアスベスト除去作業に２カ月を要し、

本年７月から建設工事に着手したところです。

　その後の土質調査において建設地の強度が不足していることが判明したことから、地盤を強化する工事を行う

必要があり、工期延長となります。

　これらのことから、開業（オープン）は、当初の令和２年４月中から７月中となる見込みです。

　市民の皆さんには、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

野洲市余熱利用施設の整備進捗状況をお知らせします！

余熱利用施設のイメージ図

暮らしの情報
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要介護高齢者等世帯など

の
　　　　　　　　ごみの前日排出の

　地域承認を勧める制度を施行します

【概　要】

 　自分でごみ出しをすることが困難な要介護の高齢者や障がい者（以下「要介護高齢者等」という。）のみ

の世帯などでは、ホームヘルパーや地域の支援者の方がごみ出しをしておられますが、指定日当日の朝に

出すことは、支援者の体制や時間的な制約により難しいのが実情です。

　そこで、そういった世帯から申し出があれば、収集日前日の概ね午後４時からごみを出すこと（以下「前

日排出」という。）を、当ごみ集積所の関係住民の合意を経て自治会で承認されるよう勧める制度を施行し

ます。

【対象世帯・対象ごみ】

◆ 要介護高齢者等のみの世帯またはこれに準じる世帯で、自力でごみを集積所まで運べないため、支援者

がごみを出す必要がある世帯

◆集積所に市指定のごみ袋を用いて搬出する燃えるごみまたは燃えないごみ

【手続きの流れ】

①対象世帯の人または支援者は、申出書を高齢福祉課または障がい者自立支援課へ提出します。

② 市の担当課は、申出書の内容を確認し、制度の対象に該当するかしないかの意見を付けて各自治会長へ

お送りします。

③自治会長は、次のような方法で当ごみ集積所の関係住民の意見の確認をお願いします。

　（例） ◦当ごみ集積所の関係住民等に回覧板を廻す。

 ◦当ごみ集積所の表に告知文書を掲示する。

 ◦利用区域内等で話し合いをする。

※事前に自治会の総会などで全体合意を得ていただくことが合理的です。

④ 自治会長は、関係住民の意見を踏まえた答えを通知書により市の担当課を経て、当該申出者に通知します。

承認の場合は、市から通知書とあわせて登録番号と「お助けシール」を交付します。

⑤ ごみ袋の氏名欄に登録番号を記入した「お助けシール」を貼れば前日排出ができます。

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

高齢福祉課または

障がい者自立支援課

自治会長 ごみ集積所関係住民

対象世帯／支援者

①申出書 ④ 承認の場合、お助けシールの交付

②申出書の送達

④承認可否の通知

⑤ お助けシールを貼り付けて
ごみの前日排出開始

③合意の確認

ホームヘルパーや

地域の支援者のごみ出し

支援が容易に！ ごみ集積所
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☆★☆ 保育所（園）児 ☆★☆

受付期間…10月15日㈫～21日㈪　午前９時～午後５時（20日㈰は除く）　※19日㈯は午後４時まで

受付場所…市役所別館１階会議室

申込書類（入所のしおり）… ９月24日㈫から各保育所（園）・こども園、こども課、市民サービスセンター

に設置予定です。　※市ホームページにも掲載します。

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

☆★☆ 幼稚園児 ☆★☆

受付期間…10月15日㈫～21日㈪　午後２時30分～午後５時（19日㈯、20日㈰は除く）

受付場所…入園を希望する幼稚園・こども園

申込書類（入園のしおり）… ９月24日㈫から各幼稚園・こども園、こども課、市民サービスセンターに設置

予定です。　※市ホームページにも掲載します。

※募集児童数や申込要件などの詳細は入所（園）のしおりおよび「広報やす」10月号に掲載します。

◇ 保育所（園）、幼稚園、認定こども園に通っている場合

　３歳児クラス～５歳児クラスの子どもおよび０歳児～２歳児の市町村民税非課税世帯の子どもは保育所

（園）、幼稚園、認定こども園の保育料が無償化されます。無償化に伴う手続きは必要ありません。（預かり

保育については下記のとおり別途申請手続きが必要です。）

　通園送迎費、食材料費（お米などの主食や、おかず・おやつなどの副食）、行事費等はこれまでどおり保

護者の負担になります。

◇ 認可外保育施設等（認可外保育施設、一時保育、病児保育、ファミリー・
    サポート・センター等）、預かり保育、未移行幼稚園を利用する場合

　３歳児クラス～５歳児クラスの子どもは月額３万７千円まで、０歳児クラス～２歳児クラスの市町村民税

非課税世帯の子どもは月額４万２千円までの保育料が無償化の対象になります。対象の人は市に対して無償

化に伴う手続が必要です。（利用内容や利用の組合せによって無償化上限額が異なります。）

○ 認可外保育施設等および預かり保育が無償化の対象となるためには、事前に市から「保育の必要性の認定」

を受ける必要があり、「保育の必要性の認定」については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）

があります。

　※ 認可外保育施設等は、市内の保育所（園）、幼稚園およびこども園ならびに市外の保育所、認定こども

園（保育園部分）等を利用していない人が無償化の対象になります。

　※ 市外の幼稚園または認定こども園（幼稚園部分）の利用に加え、認可外保育施設等を利用したときは、

一定の要件を満たしている場合に認可外保育施設等の利用分も無償化の対象となる場合があります。

　※ 幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の利用に加え、預かり保育についても限度額までは無償化の対象

になります。

○ 未移行幼稚園を利用している人が無償化の対象となるためには、事前に無償化のための認定申請が必要で

す。

　認定の要件や申請の方法等、詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

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

令和２年度 保育所（園）･幼稚園入所（園）一斉申し込み

暮らしの情報
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　毎年、「広報やす」９月号に滋賀県統計協会が発行

する滋賀県民手帳の事前予約の受付記事を掲載し、市

役所（企画調整課）で販売を行っていました。

　しかし、市内の書店やコンビニエンスストア注　での

販売が拡大し、事前予約が年々減少傾向にあることか

ら、今年度から市役所での事前予約販売および窓口販

売を取り止めます。

　11月上旬から販売が予定されていますので、各書店

等でお買い求めいただきますようお願いします。

（注）セブンイレブン（一部店舗を除く）

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

滋賀県民手帳は

市内各書店等で購入を ！

　今年の特定健診（血液検査など）はお済みで

すか？

　特定健診では、医師による診察と血液や尿な

どの検査を行います。高血圧や糖尿病などの生

活習慣病は、初期は無症状ですが、健診を受け

ることで病気や予兆を早期発見できます。

対　象… 40歳～74歳で健診日に国民健康保険に

加入している人

　　　　（年度途中に加入した人も対象です。）

受診料…無料

※ 受診には、受診券が必要です。すでに受診券

は送付していますが、紛失した人は再発行し

ますのでお問い合わせください。

問い合わせ…保険年金課

　　　　　　☎587－6081、FAX586－2177

国民健康保険に

加入している皆さんへ

特定健診を受けましょう!

10月末まで!!

　10月１日の消費税率改定に伴い、上下水道料金の消費税加算分を８％から10％に変更します。

水道料金

　算定後の額に消費税分の10％を乗じて得た額（１円未満切捨て）を加算

　　例）２カ月に50㎥の水を使用した場合（家庭用13mmの水道）

　　　　１期（使用料）5,880円

　　　　　→ 加算額5,880円×10％＝588円

　　　　　→ 納付額5,880円＋588円＝6,468円

下水道使用料

　算定後の額に消費税分の10％を乗じて得た額（１円未満切捨て）を加算

　　例）２カ月に50㎥の水を使用した場合

　　　　１期（使用料）6,560円

　　　　　→ 加算額6,560円×10％＝656円

　　　　　→ 納付額6,560円＋656円＝7,216円

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

消費税率改定に伴い
10月１日から上下水道料金を変更します
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　令和２年４月から小学校等に入学されるお子さんを対象に、就学時健康診断を実施します。

　会場は、現在お住まいの小学校区となりますが、当日都合の悪い人は別の会場で受けていただくこともできます。

健診内容…① 内科健診 ②歯科健診 ③視力検査、聴力検査（園（所）で受けていないお子さんのみ）

持 ち 物…①就学時健康診断票と健康に関する調査

　　　　　　※ 事前に園（所）を通じてお渡し、または郵送します。事前に必要事項を記入

してください。

　　　　　②上靴と下靴を入れる袋（篠原小学校および三上小学校で受ける人）

※保護者同伴でお越しください。

※コミセンぎおうへのお車での来場はご遠慮ください。

※コミセンやす駐車場は台数に限りがありますのでご注意ください。

問い合わせ…学校教育課☎587－6017、FAX587－3835

就学時健康診断のお知らせ
－ 来年度小学校等に入学されるお子さんが対象です －

日程等…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開場／午後１時50分～）

小学校区 実施日 受付時間 会　場
北野小学校区 ９月19日㈭ 下表参照 　　コミセンきたの
中主小学校区 10月３日㈭ 午後１時50分～２時30分 　　さざなみホール
篠原小学校区 10月17日㈭ 午後１時50分～２時15分 　　篠原小学校
祇王小学校区 10月31日㈭ 午後１時50分～２時30分 　　コミセンぎおう
三上小学校区 11月14日㈭ 午後１時50分～２時15分 　　三上小学校
野洲小学校区 11月28日㈭ 下表参照 　　コミセンやす

【注意】下記の校区は受付時間を設定しています。

小学校区
受付時間

北野小学校区 野洲小学校区

午後１時50分～午後２時10分  北野幼稚園（すいか組、いちご組）  野洲幼稚園（すみれ組、ゆり組）

午後２時10分～午後２時30分
 北野幼稚園（ぶどう組）
 きたの保育園
 しみんふくし保育の家竹が丘

 ゆきはたこども園
 さくらばさまこども園

午後２時30分～午後２時50分 上記に記載されていない幼稚園・こども園・保育所（園）

　市民の皆さんに日頃の創作活動の発表や芸術鑑賞の機会を持って

いただき、芸術文化への関心を高めていただけるよう、美術展覧会

を開催します。ぜひご来場ください。

日　時…９月８日㈰～14日㈯　午前10時～午後４時（９日㈪は除く）

場　所…野洲文化小劇場

部　門…絵画、彫刻、工芸、書、写真

入場料…無料

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

第16回 野洲市美術展覧会を開催します
（第49回滋賀県芸術文化祭参加）

暮らしの情報
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