
採用予定…①看護師（新卒） 　　３人程度　　　③看護師（皮膚・排泄ケア認定看護師）　１人

　　　　　②看護師（経験者）　３人程度　　　④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、令和２年３月31日までに看護師免許を取得見込みの人

　　　　　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

　　　　　③ 昭和49年４月２日以降に生まれた人で、看護師免許を有し、日本看護協会の皮膚・排泄ケア認定

　　　　　　看護師資格を有する人

　　　　　④昭和44年４月２日以降に生まれた人

試験日時…12月12日㈭　午前

試験場所…市立野洲病院

試験方法…①筆記試験、論文試験、面接試験　②③論文試験、面接試験　④面接試験

申し込み・問い合わせ…

　　　　　 11月29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」、「看護師（経験者）試験申込用紙

請求」、「看護師（認定看護師）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。

令 和 ２ 年 ４ １月 日 採 用 市 立 野 洲 病 院 募 集職 員

令和２年度　保育所（園）・幼稚園・こども園

会計年度任用職員（フルタイム）募集

任用期間…令和２年４月１日～令和３年３月31日

　　　　　※翌年度も当該職が設置される場合は、４回を上限として再度の任用が可能

採用予定…保育士・幼稚園教諭、20人程度

受験資格…次の①～③いずれかに該当する人

　　　　　①保育士資格を有する人

　　　　　②幼稚園教諭免許を有する人

　　　　　③令和２年３月31日までに保育士資格または幼稚園教諭免許を取得見込みの人

勤務場所…市立保育所（園）・幼稚園・こども園のいずれか

勤務時間…月曜～金曜日　午前８時30分～午後５時15分（１時間休憩あり）

　　　　　※平日の時差勤務、土曜日保育の当番あり

給　　料…225,000円／月 （変更の可能性あり）

手　　当…通勤・時間外勤務手当（正規職員に準じる）、期末・退職手当（要件適用時）等

選　考　日…11月30日㈯　 （受付／午前９時～）

選考場所…市役所本館

選考方法…面接、作文

持　ち　物…写真付き履歴書、資格・免許証明書の写しまたは取得見込み証明書、筆記用具

　　　　　※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。

申し込み・問い合わせ…

　　　　　11月28日㈭正午までにこども課☎587－6052、FAX586－2176

　　　　　※電話申し込み可
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◇◆ 野洲駅と周辺の整備 ◆◇

■南北駅前広場

　 　平成19年度に策定された大規模な歩行者デッ

キの計画が滞っていたため、改めて市民代表と

専門家による検討委員会を設置し、平成22年４

月に「野洲駅中心市街地整備計画」を策定しま

した。平成30年までの間、国の交付金事業とし

て整備を進め、南口の工事は平成26年12月に完

了。また、北口は平成30年11月に工事が完了し、

いずれもご利用いただいています。

　 　整備内容は、バリアフリー、歩行者と車の動

線分離、交通の安全と円滑化、北口歩道橋、駐

車スペース、シェルター（屋根）などです。

　 　これらは、野洲市民病院を含む野洲駅南口周

辺整備構想以前の計画に基づいています。

■駅周辺整備 ～病院と交流／商業施設～

　 　市民のための利用を目的に企業から購入した

土地を含む駅南口周辺の市有地約3.2haを対象に、

平成27年３月に策定した「野洲駅南口周辺整備

構想」に基づき進めています。策定には市民代

表と専門家に加え、国、県、各種団体、鉄道・

バス等の交通事業者等も協力いただきました。

　 　構想では、交流／商業施設、市民広場、病院、

文化・スポーツ施設、立体駐車場等が位置づけ

られています。特に交流／商業

施設に関しては、民間からの提

案もありましたが、病院整備が

遅れたため、まずは市民病院と

駐車場整備を先行しています。

■県道野洲停車場線の無電柱化

　 　南口駅前広場の無電柱化と連動して、県道（新

幹線までの間）の無電柱化と道路改修を県事業

で進めています。妓王井川の横断と沿道建物へ

の接続に時間を要したため、遅れていますが今

年度には完了する予定です。

■妓王井川の改修

　 　緊急的な対策として、河道に低水路を整備し、

流下能力を高め安全性の向上を図る工事を行い

平成31年３月に完成しました。今後、県道野洲

停車場線の下の大規模工事を県が予定されてい

ます。工法によっては、一定期間の片側交互通

行の必要も出てきます。

◇◆ 市長への手紙 ◆◇

　市民の皆さんからのご意見、ご提案、ご質問に

お答えすることによって、透明性が高く建設的な

まちづくりを進める手段として活用しています。

「広報やす」や市ホームページでお伝えしています

ように、投稿者の住所と氏名、メールアドレスが

記載されている場合は、書面かメールで直接お答

えするとともに、個人情報は秘匿した上で、月ご

とにまとめてホームページで公表しています。こ

れは広報紙では紙面の制約があるためです。市民

それぞれがお持ちの関心事などに個別にお答えし、

その結果を共有化する狙いです。ぜひ、お気軽に

ご意見などをお寄せください。

南口駅前広場と北口駅前広場

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　野洲市学習・生活支援事業で頑張っている生徒に勉強を教える

学習ボランティアを募集しています。

対　象…市内在住の社会人、大学生等　　謝　金…2,000円／回

日　時…毎週水曜日　午後６時～８時30分

場　所…コミュニティセンターやす３階

内　容…市内在住の中学１年生～３年生への個別指導

　　　　（基礎的な勉強を教えていただくことが中心となります。）

申し込み・問い合わせ…

　　　　市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677、

　　　　Ｅメールsoudan@city.yasu.lg.jp

Y
や す ク ー ル

aSchool
学習ボランティア募集 !!

野洲市長　山仲 善彰

暮らしの情報
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　第16回野洲市美術展覧会が野洲文化小劇場で開催（９月８日～14日）されました。絵画・彫刻・工芸・書・写

真の５部門で作品を募集し、市内をはじめ近隣市町から184点（うち一般作品149点、無鑑査25点、市展委員５点、

審査員５点）の力作が出品され、入選以上の作品を展示しました。

第16回  野 洲 市 美 術 展 覧 会

◆絵画の部・市展賞

薫
くんぷう

風の野
や

洲
す

平
へい

野
や

 中島　勝
【講評】　パノラマ的眺望を“大

らかに”心のおもむくままに、や

わらかい風の漂いを描くが如く。

大自然、大地への賛歌であろう作

家の心意気が水彩画の技法を十二

分に駆使して表現されている。心

にしみじみと残る傑作である。

◆彫刻の部・市展賞

追
ついおく

憶 塚田　悦子
【講評】　作品を見ていると、愛

着や親しみを持って取り組まれ

ているのでしょうか、制作時の笑

顔が目に浮かぶようです。そのた

め、優しさや暖かさが伝わってき

ます。頭部・首部・胸部がバラン

ス良く組み立てられた秀作です。

◆書の部・市展賞

和
わ ら く

楽 溝口　紗帆
【講評】　篆書をはじ

めとする古代文字は、

現代の字形とは異な

り、造形美にあふれて

いて創作意欲がわきま

す。その造形の面白さ

を十二分に表現した力

作です。よく錬れた線

質で変化に富んでいま

す。最年少の作品、今

後も期待大です。

◆工芸の部・市展賞

波
は と う

濤　其
そ

の九
きゅう

 美多　仁也
【講評】　素材を生かした作品でシンプルでよい。

これからもいろいろ挑戦してがんばってください。

◆写真の部・市展賞

炎
ほのお

の祭
さいてん

典 杉谷　幸雄
【講評】　手筒花火の作品は露出がとても難し

いですが、適正露出で、炎の流れ良し、シャッ

タースピード、フレーミングも良しで素晴ら

しい作品です。ダイナミックスさを感じます。

◆絵画の部

市展賞…………………………薫風の野洲平野／中島 勝

教育長賞………………………………時の翼／冨田 良子

野洲市議会議長賞…………………Tumblers／白井 弘美

ＢＢＣびわ湖放送賞………未消化な怒りと悲しみ／田里 麗華

産経新聞社賞………………………名切漁港／肥後 訓次

ＮＨＫ大津放送局賞 … たまいれ きゅうりゅうすべり／伊藤 愛

野洲ライオンズクラブ賞 ……飛び出そう！／谷口 久美子

◆彫刻の部

市展賞……………………………………追憶／塚田 悦子

教育長賞…………………………夏ふたたび／三谷 誠一

◆工芸の部

市展賞…………………………波濤　其の九／美多 仁也

教育長賞…………………湖北夕凪のメルヘン／金山 赫

野洲市教育会長賞………………………緑水／肥後 訓次

読売新聞社賞………………………ゆる猫変化／辻 慎一

（一社）野洲青年会議所賞…………カラー／犬養 久美子

◆書の部

市展賞……………………………………和楽／溝口 紗帆

教育長賞……………………………李白の詩／森井 久子

滋賀県芸術文化祭奨励賞………韋應物詩／松本 三恵子

朝日新聞社賞………………………杜甫詩／井岡 セツ子

◆写真の部

市展賞………………………………炎の祭典／杉谷 幸雄

教育長賞……………………………遠い記憶／田中 行男

野洲市文化協会長賞……………お気に入り／吉村 英光

京都新聞賞…………………………冬ゆるむ／矢野 助夫

中日新聞社賞………………………………朝光／今川 宏

毎日新聞社賞…………………………主役は私／林 誠二

野洲市商工会長賞………………登りの一本道／広岡 昇

野洲ロータリークラブ賞………………追憶／井上 陽子

（敬称略）

問い合わせ…生涯学習スポーツ課　　　

☎587－6053、FAX587－3835　

各部門の特選以上入賞者
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　システム保守点検のため、コンビニエンスストアにおける各種

証明書の交付を一時停止します。

　ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

停 止 日 時…11月15日㈮　午後５時30分～11時

　 　 　　　　16日㈯～18日㈪　終日

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

　 　 　 　　税務課☎587－6040、FAX587－2439

コンビニ交付

一時停止のお知らせ

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！

　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）に旧氏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、従来称してきた氏が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、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明が可能となり、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。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

　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。

手続きは、どうしたらいいの？

旧姓併記のための請求手続は２段階！

【STEP１】 旧姓が記載された戸籍謄本等を用意しましょう。

 戸籍謄本の入手方法は３種類！

 ①本籍地の市区町村に請求　　　

 ②郵送で取り寄せる

 ③コンビニで発行注　

 （注） 戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町
村のみです。詳細はホームページ「コンビニ交付」

（https://www.lg-waps.go.jp）をご覧ください。

【STEP２】  用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカードま

たは通知カードと本人確認できるものを持って、市

役所へ！

  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。

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

住民票　　　　　　　　→　性別表記は従来どおり記載

※コンビニ交付で発行される印鑑登録

　証明書についても同日より性別記載

　削除となります。

印鑑登録証明書等の性別が非表示にできます

暮らしの情報
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口座番号　00000

「国民健康保険医療費のお知らせ」の送付月を変更します

　「広報やす」５月号でお知らせしました「国民健康保険医療費のお知らせ」の送付月を変更します。

　このお知らせは確定申告の医療費控除の医療費の明細書として使用することができますので、医療費控除を受

けようとする人は、確定申告まで保管してください。

変　更　前 変　更　後

発行月 受診対象月 発行月 受診対象月

３回目 11月 ７～９月受診分 12月 ７～10月受診分

４回目 令和２年２月 10～12月受診分 令和２年２月 11～12月受診分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※月末に発行予定

■確定申告による本通知使用の注意点
　① ２月送付分（11・12月受診分）の本通知が送付される前に医療費控除の申告をされる場合や、本通知に記載

のないものについては、領収書に基づいて申告してください。

　② 「自己負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合や、高額医療費などの支給を受けた場合には、

ご自身で額を修正して申告いただく必要があります。

　③ 税務署から該当の領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は確定申告期限から５

年間保存する必要があります。

　※福祉医療費や高額療養費の支給申請には、従来どおり領収書の原本が必要です。

問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

　市では、平成27年度より「野洲市子ども・子育て支

援事業計画」に基づき、子育て支援に関する取り組み

を進めています。この次期計画の策定など広く子育て

に関するご意見をお聞きするため、「野洲市子育て支

援会議」を開催します。

　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できま

す。

日　時…11月15日㈮　午前10時～正午

場　所…市役所本館３階第１委員会室

内　容（予定）… 第二期野洲市子ども・子育て支援事

業計画案について 他

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

野洲市子育て支援会議を

開催します

　児童扶養手当法の一部改正に伴い、支払回数が年３

回（４カ月分）から年６回（２カ月分）に変更されま

す。このことにより、児童扶養手当の支払いが、11月

期から奇数月の年６回払いとなります。

　なお、変更となる最初の11月支払いは、８月～10月

分の３カ月分となり、支払日は11月11日㈪を予定して

います。

　これ以降は、１・３・５・７・９・11月の年６回、そ

れぞれの支払月の前月までの２カ月分が支払われます。

※ 現在受給されている人が婚姻（事実婚を含む）等をさ

れた場合や、受給者本人や扶養義務者が年度の途中

で所得の修正申告をした場合は、届け出が必要です。

問い合わせ…子育て家庭支援課

　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

児童扶養手当のお知らせ

2019.11　広報やす　　12



甲山古墳　墳丘横断面図

　保存のため公開を制限している円山古墳と甲山古墳

の石室内部を公開します。内部には熊本県宇土半島か

ら運ばれた刳
く り ぬ き し き い え が た せ っ か ん

抜式家形石棺があります。

　また、発掘調査で出土した、副葬品についても史跡

公園案内所にて公開します。

日　時…11月２日㈯・３日㈷

　　　　午前10時～午後４時　※小雨決行

場　所…桜生史跡公園　（受付／同公園案内所）

対　象… どなたでも

参加費… 無料

問い合わせ…文化財保護課

　　　　　　☎589－6436、FAX589－5444

国史跡　円山古墳・甲山古墳
特別公開

　認知症サポーター養成講座を受講した人を“認知症

サポーター”と呼び、認知症を正しく理解し、認知症の

人や家族を温かく見守り応援す

る人のことをいいます。

　認知症は脳の病気によるも

ので誰にでもなる可能性があ

ります。認知症になっても安

心して暮らせる「まち」を一

緒につくりませんか？

日　時…11月７日㈭　午後１時30分～３時30分

場　所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室

対　象… どなたでも、先着60人

内　容… 認知症の知識や接し方・サポーターにできる

こと など

持ち物… 筆記用具、眼鏡（必要な人）、お茶などの飲

み物

参加費… 無料

申し込み・問い合わせ…地域包括支援センター

　　　　　　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

認知症を学ぼう！
～ 認知症サポーター養成講座 ～

図書館まつり

開 催 ！

■どんなところ？こんなところ！野洲図書館！！
　日ごろの感謝を込めて、野洲図書館のすべてをお　

　教えします♪

＜前半＞図書館ツアー

　 普段は入れない書庫や図書館の裏側まで、職員がご

案内します。

　▽午後１時～２時／ロビー集合

＜後半＞館長によるお話＋質問タイム

　 館長が図書館についてお話します。図書館にまつわ

る素朴な疑問にお答えする、質問タイムも！

　▽午後２時～／会議室

■この本なーんだ？
　 司書が選んだこの本、何の本のことかわかります

か？本の説明を読んで推理してみましょう！裏返す

と答えが書いてあるよ。

　▽午前10時～午後６時／開架室、中央特集コーナー

■本のミニリサイクル市
　 図書館で不要になった本などをお譲りします。

　▽９日㈯／午前10時～午後６時／フリースペース

　▽10日㈰／午前10時～午後５時／フリースペース

■本のカバーかけ講座
　 図書館の本と同じカバーのかけ方をお教えします。

１人１冊本をお持ちください。（布製や和綴の本に

は向きません）

　▽午前10時～正午／ホール

■おはなし会・釣りゲーム
　 絵本の読み聞かせや工作遊びなどをします。おはなし

会の後は、作った釣りざおで釣りゲームを楽しもう！

　▽午後２時～３時30分／ホール

■朗読ユニットあかり　朗読ライブ
　 大人が聞いて楽しめる朗読会です。

　▽午後３時～４時（開場／午後２時45分～）／会議室

問い合わせ…野洲図書館

　　　　　　☎586－0218、FAX587－5976

◇ マイナンバーカード申請コーナーも開設 ◇
　 　
　市民課職員が写真を撮って、その場で申請を受け付

けます。この機会にぜひ申請してください。

　▽午前10時～午後３時／フリースペース

　野洲図書館本館でさまざまなイベントを予定しております。普段から図書館を使っ

ている人も、まだ来館したことがない人も、この機会にぜひお立ち寄りください。

開催日…11月９日㈯　　場　所…野洲図書館本館

暮らしの情報

13　　広報やす　2019.11




