
■こども課☎587－6052　締３/４（正午まで）・選３/５

幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。資格・免許の氏名が変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。

（令和元年度に雇用され既に提出された人は除く）

■道路河川課☎587－6323　締３/12・選３/16

▽【土木作業員】１人　資車両系建設機械免許（ミニ油

圧ショベル程度）普自（準中型以上、AT不可）　報

139,520円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

令和２年度 会計年度任用職員募集！

★ 雇用期間… 令和２年４月１日～令和３年３月31日（再度の任用の可能性あり　最大４回）

★各資格・免許は令和２年３月末取得見込者含む　　★週30時間以上勤務のある場合、期末手当の支給あり

★通勤手当…月額職員／正規採用職員に準じる

　　　　　　時給職員／日額150円（2km以上～10km未満）、日額250円（10km以上～20km未満）、日額350円（20km以上）

★採用人数は予定です。　　　　　★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、面接、作文　　★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

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、報…時給職員・月額職員（パートタイム）、

給…月額職員（フルタイム）、勤時…勤務日時

●月額職員（フルタイム・パートタイム）　時給職員　※詳細は下記のとおり

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

①保育士・幼稚園教諭

　（シフトあり）

　幼稚園・保育園・こども園

10人程度
保育士資格または

幼稚園教諭免許

㈪～㈮　7：30～19：00

〔内7.75時間〕
月額 226,500円　

■商工観光課☎587－6008　締３/12・選３/13

▽【一般事務（観光物産事務等）】１人　資ワード・エク

セルの操作ができる人　普自　報942円/時　勤時９：00

～17：00　週５日勤務

野洲市ほほえみやす21健康プラン推進委員会委員を公募します

～ 健康づくりについて考えてみませんか ～

　市では、「野洲市ほほえみやす21健康プラン」をもとに、市民の皆さんと協働で健康づくりに取り組んでいます。

健康づくりの具体的な取り組みについて意見を活発に出し合ってもらえる委員を募集します。

任　　期…委嘱の日～令和４年３月31日

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25日㈬までに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の

上、「健康づくりについての意見」（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健康推進

課（〒520－2315野洲市辻町433番地１）☎588－1788、FAX586－

3668、Ｅメールkenkou@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報酬をお支払いします。
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職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

②◦保育士、幼稚園教諭

　　（シフトなし）

　◦特別支援加配

　　（幼稚園は預かり保育補助

　　あり）

　◦未満児クラス担当

　◦フリー保育士または低年

　　齢児加配

　◦事務休憩代替

　◦時差出勤代替

　◦特別支援フリー教諭

　幼稚園・保育園・こども園

　※ 応募時に職種、勤務時間等

の希望や優先順位をお伺

いしますが職種や配属先

についてはご希望に添え

ないことがあります。

30人程度

保育士資格

または

幼稚園教諭免許

㈪～㈮

８：30～17：15
または

内４～７時間

月額

　161,600円　

～ 185,000円　

時給

942円～1,158円　

③◦保育士、幼稚園教諭

　◦早朝・延長・土曜日保育　

　　担当、補助

　◦預かり保育

　幼稚園・保育園・こども園

　※ 応募時に職種、勤務時間等

の希望や優先順位をお伺

いしますが職種や配属先

についてはご希望に添え

ないことがあります。

20人程度

保育士資格

または

幼稚園教諭免許

※補助は資格無し可

幼稚園・保育園・こども園

㈪～㈮

７：30～10：00、14：00～19：00
〔内１～５時間〕

時給

942円～1,158円　

保育園・こども園

㈯　７：30～19：00

〔内４～7.75時間〕

④看護師

　保育園・こども園
２人 看護師、准看護師 ㈪～㈮　８：30～17：15 月額 226,500円　

⑤給食配膳員

　保育園・こども園
１人 不問 ㈪～㈮　11：00～13：30 時給  942円　

⑥外国語支援

　保育園・こども園
１人

ベトナム語が

通訳できる人
㈪～㈮　８：30～16：15 時給  942円　

⑦外国語支援

　北野幼稚園
１人

ポルトガル語が

通訳できる人

㈪～㈮　９：00～14：30

〔内週３日〕
時給  942円　

⑧看護師

　祇王幼稚園
１人 看護師、准看護師

㈪～㈮　９：00～14：30

〔長期休業中勤務なし〕
時給 1,461円　

　※職種によって勤務日数、勤務時間等相談に応じます。

無料職業相談所

「野洲市三方よし人材バンク」

のお知らせ

　「野洲市三方よし人材バンク」では、市内の公立保育所や幼稚

園だけでなく民間保育所や学童保育所を就労先として、職業安

定法に基づく就職相談や紹介を行っています。

　市内の保育所や幼稚園、学童保育所でお仕事を希望されてい

る人、詳しい内容を知りたい人はお気軽にご連絡ください。

相談日…月曜～木曜日　午前９時～午後４時（祝日は除く）

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

暮らしの情報
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第65回  北村季
き ぎ ん

吟顕彰記念事業の俳句募集！

　北村季吟顕彰会では、６月13日㈯に開催する第65回北村季吟顕彰記念俳句会の俳句を募集します。たくさん

の投句をお待ちしています。

　また、「募集の部」に投句いただいた人に限り、「当日の部」に投句できます。

　まずは、「募集の部」に投句を！！

【募集の部】

　応募作品の中から選者ごとに特選３句、準特選５句、入選35句を選定する予定です。特選および準特選の句

には、表賞状を授与します。

対　象…どなたでも

俳　題… 四季雑詠（季節・題は自由、自己の作品で未発表のものに限る）

組　数…５句１組（一人何組でも可）

投句料…1,000円／組　※高校生以下は無料

選　者… 石倉政
せいえん

苑、野瀨章
あ や こ

子、藤野鶴
かくざん

山（五十音順、敬称略）

申し込み ・問い合わせ･･･４月10日㈮（当日消印有効）までに所定の投句用紙に必要

事項を記入し、郵便小為替を同封（現金書留も可）の上、郵送または投句料

を添えて持参のいずれかで北村季吟顕彰会事務局（生涯学習スポーツ課内）

（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6053、FAX587－3835

※投句原稿・投句料は返却しません。

※ 投句用紙は、生涯学習スポーツ課、各コミュニティーセンター、シライシアター野洲（野洲文化ホール）、

さざなみホール、野洲図書館、歴史民俗博物館、市民サービスセンター、北自治会館に設置しています。

　就職・転勤・入学等による転入・転出など、住所異動の届出

が集中するこの時期に合わせて、休日に住民異動等の手続きと、

マイナンバーカード（個人番号カード）の申請・交付を行いま

す。

　平日に来庁いただけない人は、この機会をぜひご利用くださ

い。

手続き・交付場所…市民課

取扱業務…▽住民異動（転入、転出、転居等）の受け付け

　　　　　　※ マイナンバーカードまたは住基カードによる特

例転入や海外からの転入手続き等、受け付けできない場合があります。

　　　　　▽マイナンバーカードの申請

　　　　　　※ 顔写真（最近６カ月以内に撮影、縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景）をお持ちく

ださい。（証明写真機を市役所本館玄関に設置しました。ご利用ください。）

　　　　　▽マイナンバーカードの交付・電子証明書の更新

　　　　　　※「ご案内」が届いた人が対象です。

　　　　　▽住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本等の各種証明書の発行

　　　　　▽印鑑登録

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677

３月29日㈰・４月５日㈰　午前９時～正午

休日の市民課窓口をご利用ください !!
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市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

　第２次野洲市総合計画の策定にあたり市民の皆さんのご意見を伺うため、ワークショップ「おいでやすカフェ」

を開催します。

　このワークショップは「カフェ」のようなリラックスした雰囲気の中で、これからのまちづくりについて自由

に意見を交換しようとするものです。

　ぜひお気軽にお越しいただき、「野洲市がこうなったらいいな」という皆さんの思いをお聞かせください。

日　時… ３月７日㈯　午前10時～正午　　場　所…野洲図書館本館ホール　　対　象…30人程度

※手話通訳、要約筆記が必要な人は、３月３日㈫までにご連絡ください。

申し込み・問い合わせ… ３月５日㈭までに氏名、電話番号を記入の上、ファクス、Ｅメールまたは電話のいずれ

かで企画調整課☎587－6039、FAX586－2200、Ｅメールkikaku@city.yasu.lg.jp

おいでやすカフェ ～ 総合計画ワークショップ ～

◇◆ 子どもたちの状況とまちの取り組み ◆◇

■子どもの自己肯定感の向上

　 　国の全国学力・学習状況調査に「自分には良

いところがあると思いますか」という調査項目

があります。学力も重要ですが、それを伸ばす

重要な要素として自己肯定感も大切です。

　 　市内の児童・生徒の状況が年々改善され、今

年度の結果では小学校で国・県の平均よりもか

なり高く、中学校では国平均には及びませんが

県平均よりも高くなりました。これは家庭、地域、

学校での取り組みの成果です。

■子どもの読書

　 　子どもの読書状況が厳しくなってきています。

県の調査では、一カ月間に１冊も本を読まなかっ

た子どもの割合、不読率が小学校では過去４年

間で倍に、中学校では10％増となり、中学生の

1/3が不読となっています。

　 　原因はさまざまですが、主な原因として、子

どもたちが「忙しく」なっていることにありま

す。国の制度改正で学校での学習内容が増え、

従来の読書時間が取れなくなり家庭でも塾や

ゲーム、スマホなどとの時間の分け合いとなっ

ています。

　 　読書は楽しい営みであるとともに、知識や情

報を得る、さらには思考の訓練になり人間と社

会の理解にも役立つなど多様な機能を持ってい

ます。特に児童・生徒にとっては、スポーツで

の基礎トレーニングと同じく成長を支える重要

な活動です。

　 　市の図書館では、子どもの読書を促すために、

学校図書館の支援やブックトークなどさまざま

な取り組みを行っています。また、教育委員会

では、子どもの読書活動推進計

画の見直しを進めています。

　 　大人が読書に親しむことも子

どもに読書を促す大きな力にな

ることでしょう。

■水泳学習で新温水プールを活用

　 　学校の水泳学習で、今年７月オープン予定の

温水プールの利用を進めます。専門インストラ

クターによる指導で、季節、天候、水温に影響

されないで授業が実施できます。プールの維持

管理を含め教職員の負担軽減にもなります。新

年度から野洲小学校をモデルとして実施する予

定です。

■新しい不登校対策

　 　不登校児童・生徒の増加を受けて、心のオアシ

ス相談員やスクーリング・ケアサポーターを学校

に派遣し、教職員とともに対応しています。新年

度から新たな試みとして年間数日しか学校に行け

ない深刻な状態の児童・生徒に対して、学校復帰

などに向けた家庭での学習支援を行うため、家庭

訪問型学習支援事業を始めます。また、不登校の

原因が家庭や生活上の諸課題による場合には、市

民生活相談で培った生活支援の枠組みを生かして

総合的に問題の解決にあたります。

■発達支援センターの整備

　 　現センターは老朽化の一方で利用が増し、重

要性が高まっています。新しいセンターの構想

はすでに策定し、立地を検討してきました。利

用者等の要望も踏まえ、現施設の隣に新たな施

設を整備するため、新年度に基本設計を進めま

す。
野洲市長　山仲 善彰

暮らしの情報
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１階

２階

●修正設計の主な仕様

　◦病床　４病棟 179床

　　　急性期 90床、回復期 41床、

　　　地域包括ケア 48床

　　　（５病棟 199床からの変更）

　◦診察室 15室、手術室 ２室

　◦ 放射線部門　１階にCT、MRIのみを配置し、

その他は２階に配置

　◦ １・２階専用エスカレーターをエレベーター

に変更、階段を付設

　◦２階吹き抜けをなくし、フロア化

　◦ 階数の変更（６階から５階）により、延床面

積を約3,000㎡削減

　◦ けんこうホールを取りやめ、文化小劇場等を

活用

●現時点における今後のスケジュール

★ 設計見直しの基本方針、現時点でのレイアウト

案等については、市ホームページにも掲載して

います。

２月14日野洲市民病院の修正設計業務を発注しました 

　１月20日の市議会で補正予算の議決をいただいた野洲市民病院整備の修正設計業務は、2月14日に委託業務を発

注しました。

　今後１年間かけて建築確認申請等を含め設計を完了させ、その後令和３年度上半期に工事着手、令和５年度中

の開院を目途に進めているところです。

　今回の設計見直しにあたっては、建設費の予算限度額である85億円以内を維持した上で、現行の計画と設計を

基本にして、機能を維持しつつ、昨年７月からの病院の運営状況、医療制度の動向を踏まえ、各室の数や規模に

ついても見直しました。

　新病院が完成するまで、ご不便をおかけしますが、速やかに開院できるよう整備を進めてまいります。

●現時点でのブロック別レイアウト案　

実施設計

の見直し

発注・

工事着手
 竣工 → 開院→ →

令和２年度
まで

令和３年度
上半期

 令和５年度
目途

　野洲市民病院の設計等計画について審議するため開催し

ます。

　申し込みは不要です。多数のご参加をお待ちしています。

日　時…３月24日㈫　午前10時30分～正午

場　所…野洲市総合防災センター２階

問い合わせ…市民病院整備課☎587－6141、FAX586－2200

野洲市民病院整備
運営評価委員会
を開催します
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生活支援体制整備事業の取り組み状況のお知らせ !
令和元年度

　市では、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりをめざし、地域の支え合いや仕組みづくり

などを推進しています。

　また、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、自治会等を中心に居場所づくりや支え合い等に

ついて、地域の人たちと話し合いを行っています。

地域づくりシンポジウムを開催 令和元年11月９日　野洲市総合防災センター

　自治会長、民生委員、市民など84人が参加。第１部では、

久野部東ニコニコ会、野田いきいき筋トレ九楽歩、ちゅう

ず軽トラ市の取り組み発表、第２部では、（特非）街かどケ

ア滋賀ネット理事の村田美穂子さんの助言を受けながら、

パネルディスカッションを行いました。

　参加者からは、「地域づくりの関心が高まった。」「地域

で活動したい気持ちになった。」というご意見が多数あり

ました。

地域診断法による地域づくりワークショップを実施 令和元年11月10日　江部自治会

　３年前から継続的に地域づくりを検討されてきた江部自治会におい

て、滋賀県立大学鵜飼准教授の指導のもと、地域診断法によるワーク

ショップを実施しました。小学生から高齢者まで世代を超えたつなが

りの中で、自分たちの地域について真剣に考える機会となり、江部は

自然豊かで歴史ある地域で世代をこえた仲間づくりができるところだ

とみんなで確認しました。今後、江部の地域づくりを考える会を設け

ることになっています。

　地域診断法は「未来に継承すべき地域の特徴は何か」を見つけ出し、

自分たちの地域の未来を描く手法です。

　興味や関心のある人は、ぜひご連絡ください。お待ちしています。

パネルディスカッション

地域のまち歩き

問い合わせ… 地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668　野洲市社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

（仮称）野洲市健康スポーツセンターからのお知らせ

　現在、PFI事業（民活方式）で建設を進めている野洲クリーンセンター

の余熱利用施設である（仮称）野洲市健康スポーツセンターでは、４月

中旬からホームページにてスイミング教室会員、フィットネス会員の入

会先行予約を開始します。

　スイミング教室では、乳幼児や児童を対象とした教室や一般向けの教

室を開講します。

　また、トレーニングルーム、温水プール、温浴施設のご利用に合わせ、

ヨガやエアロビクス等のプログラムに参加していただけるフィットネス

会員を募集します。

　各種料金や入会先行予約等の詳細については、３月中旬に開設予定のホームページまたは４月中旬の新聞折り

込み予定のチラシをご覧ください。

問い合わせ…▽スイミング教室およびフィットネス会員に関すること

　　　　　　　　㈱アクアティック☎06－4796－8282、FAX06－4796－8280（３月中のみ）

　　　　　　　　ホームページhttps://www.yasu-sports.com（３月中旬開設予定）

　　　　　　▽上記以外に関すること

　　　　　　　　市スポーツ施設管理室☎587－3477、FAX587－3276

温水プールイメージ

ホームページ

（３月中旬開設予定）

暮らしの情報

7　　広報やす　2020.3




