
野洲駅南口周辺の整備は、継続して進めていきます！

　11月５日に開催された市議会臨時会において、市立病院整備のための基本設計等予算案が否決され、市立病院
整備計画は中止せざるを得なくなりました。これに伴い、駅前に必要な機能の１つとして病院機能を位置付けて
いた「野洲駅南口周辺整備構想」（平成27年３月策定）についても一部修正を行っているところです。
　整備構想の修正については、アサヒビール㈱所有地の買取り検討から現在に至るまで積み上げてきた議論を踏
まえ、整備構想を一から作り直すのではなく、コンセプトや病院以外の駅前に必要な機能等は生かしたままで、
より詳細な機能の具現化やゾーニング（機能配置）の再検討などを行います。
　特に、商業サービス機能の具現化については、県内の商業施設の進出傾向が郊外の沿道（ロードサイド）に偏っ
ていることから、野洲駅前においては、比較的小規模なカフェやレストラン、その他サービス業を中心に民間活
力の導入可能性調査を進めています。
　今年度末をめどにコンセプトである「健康」と「にぎわい」を創り出せるパッケージ案（素案）を示したうえで、
再度市民の皆さんとオープンな議論を進めていきます。
問い合わせ…都市計画課☎587－6069、FAX586－2200
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整備コンセプトと駅前に必要な機能
【コンセプト】

【にぎわい創出のための考え方】
　●多世代が利用できる空間の整備　　　　　　　　　　　●多目的に利用できる空間の整備
　●鉄道利用者を対象とした集客能力のある機能の整備　　●駅前を有効的に活用する機能の複合化

【駅前に必要な機能】

心と体の健康をテーマに、

人と人とがつながることで生まれるにぎわいづくり

市民広場
　人と人の出会いが生まれる場
所としての市民広場

文化・スポーツ施設
　多目的に利用できる屋内空間

交流施設
　人と人の出会いを促す場とし
ての交流施設

図書館分室
　駅前の特性を生かした質の高
いサービスが享受できる図書館
分室

商業サービス
　心と体の健康に関連する商業
サービス

野洲駅南口周辺の現況図

暮らしの情報
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　個人番号カード
　　＊マイナンバーを利用する事務での
　　　窓口確認は、この１枚で完了します。

　平成28年１月から、個人番号カードの交付や市役所
窓口等での個人番号（マイナンバー）の運用が始まり
ます。

マイナンバーは、

①年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、
　生活保護などの社会保障関係の手続き
② 確定申告など税務署等に提出する書類への記載など
の税務関係の手続き

③ 被災者生活再建支援金の支給などの災害対策に関す
る手続き

　等に関する市役所やその他の行政機関の事務で必要
となる大切なものです。
　マイナンバーは、これら法律で定められた行政手続
に加えて、これらに類する事務で地方公共団体が条例
で定める事務で利用することができます。
　上記の①～③以外に本市では、福祉医療費の支給に
関する事務および外国人の生活保護に関する事務で使
用します。
　また、平成28年度中にコンビニ交付サービスの運用
開始を予定しています。
　個人番号カードの電子証明機能を利用することによ
り、住民票、印鑑証明書などの公的証明書がコンビニ
で取得できるようになります。

○窓口等での対応にご注意ください！！

　平成28年１月以降、マイナンバーを利用する事務の
申請等の際には、市役所窓口での本人確認に加えてマ
イナンバーの確認が必要となります。

　   　　　　　　　　 または

　また、お勤め先、アルバイト先、契約している生命
保険会社等から何らかの支払を受ける場合には、支払
側の税務関係手続きのため、マイナンバーの照会があ
る場合があります。

○今後の予定

　平成29年１月以降にマイナポータルが順次サービス
を開始する予定です。
　特定個人情報のやり取りの記録を閲覧する情報提供
等記録表示、自治体などからの予防接種や年金、介護
など各種のお知らせ情報表示などが予定されており、
これらのサービスの利用には個人番号カードが必要と
なります。

■通知カードと個人番号カード

　通知カード（12桁の個人番号を通知する
紙製カード）は、一人ひとりに個人番号を
お知らせし、個人番号を証明する書類としてご利用い
ただくものですので、大切に保管してください。
　個人番号カード（顔写真付きのプラスチック製IC
カード）は、申請により希望者のみに交付（初回は無
料交付）されるもので、個人番号を証明する書類とし
て利用できるほか、本人確認の際の身分証明書として
利用できます。
　個人番号カードの交付申請をされた人には、個人番
号カードの交付準備が整い次第、交付通知書を郵送し
ます。
　●交付場所…市役所本館１階第１会議室
　● 受取方法…交付通知書にて必要な持ち物等をご確
　　　　　認のうえ、申請者本人に来庁いただき、
　　　　　暗証番号の設定等を行った後に交付し
　　　　　ます。

　● 交付日時…平日（午前９時～午後５時）のほか日
　　　　　曜日の開設を予定し、交付時の混雑と
　　　　　待ち時間を緩和するため、交付日時の
　　　　　ご予約をいただくよう準備を進めてい
　　　　　ますので、詳しくは交付通知書でご確
　　　　　認ください。

通知カード（イメージ）

個人番号カード（イメージ）
（表面）　　　　　　　　　　　（裏面）

※この記事の資料は内閣府等から提供されたものを市が編
　集し、使用しています。

●通知カード・個人番号カードに関するお問合せ
<全国コールセンター>
　　　　　　☎0120－95－0178（フリーダイヤル）
　受付時間…平　日　午前９時30分～午後10時
　　　　　　土日祝　午前９時30分～午後５時30分
　　　　　　　　　　（年末年始を除く）
<野洲市マイナンバーコールセンター>
　　　　　　☎0570－03－3348（ナビダイヤル）
　受付時間…午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　（土曜・日曜日、祝日、年末年始除く）
<市民課>☎587－6086
●マイナンバー制度に関するお問合せ
＜企画調整課＞☎587－6039、FAX586－2200

マイナンバーの運用が始まります！！

✚ 運転免許証・
パスポートなど

本人確認

通知カード・
住民票（番号付）

本人のマイナンバー確認

マイナンバーに関連する
　詐欺まがい行為等にご注意ください。
　詳しくは24ページの関連記事をご覧ください。
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平成28年度野洲市嘱託職員募集

★雇用期間…嘱託４月１日～平成29年３月31日、臨時４月１日～９月30日
★年齢は嘱託・臨時とも不問
★各資格・免許は平成28年３月末取得見込者含む
★通勤手当…嘱託／正規採用職員に準じる。臨時／日額150円または250円（片道２km以上・限度額あり）
★採用人数は予定です。嘱託と臨時の重複申し込み可
★選考日に写真付き履歴書、資格（免許）の写しを提出※免許更新者は、更新確認証明書を提出のこと
★選考方法は原則、嘱託は面接と作文、臨時は面接
★詳しくは、こども課へお問い合わせください。こども課☎587－6052、FAX586－2176

■嘱託職員　締め切り…１月21日㈭　午後５時まで　　選考…１月23日㈯　午前９時～

職種 募集人数 資格 勤務場所 報酬月額

幼稚園教諭・保育士 ６人程度
（更新の可能性有）

保育士資格、幼稚園教
諭免許 市内幼稚園、保育園、こども園 195,400円

用務員 １人（更新の可能性有） 不問 市内保育園、こども園 131,900円

■臨時職員　締め切り…１月21日㈭　午後５時まで

職種・選考日 募集人数 資格 勤務時間・場所 賃金

幼稚園勤務（特別支援加配）
選考…１／23

①６人程度
②29人程度 幼稚園教諭免許 ①㈪～㈮８：30～17：15

②㈪～㈮８：30～15：15 時給950円

子育て支援センター勤務
（子育て指導員）
選考…１／23

１人 保育士資格・幼稚園
教諭免許のいずれか ㈪～㈮８：30～17：15 日額

7,600円

保育園・こども園
（低年齢加配または育休代替担任）
選考…１／23

14人程度 保育士資格・幼稚園
教諭免許のいずれか ㈪～㈮８：30～17：15

日額
7,600～
8,800円

保育園・こども園（休憩事務代替）
選考…１／23 14人 保育士資格・幼稚園

教諭免許のいずれか
㈪～㈮
11：00～15：00または12：00～16：00 時給950円

保育園・こども園調理師
選考…１／23 10人 調理師免許 ㈪～㈮８：30～15：00（内３～６時間） 時給950円

保育園・こども園
（早朝延長保育等補助・時差要員）
選考…１／26

40人程度
不問
※ 保育士資格がある
ことが望ましい

㈪～㈮
７：30～９：30（内１～２時間）／14人
８：30～12：30（内２～４時間）／７人
16：00～19：00（内２～３時間）／22人
㈯
７：30～19：00（内４～８時間）／12人

時給
925～
1,100円

幼稚園フリー教諭
選考…１／23 １人 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮９：00～13：00　中主幼稚園 時給950円

幼稚園・こども園（外国語支援）
選考…１／26 １人

不問
※ 日本語のわからな
い外国の子ども･
保護者へポルトガ
ル語での支援

㈪～㈮８：30～15：15（５時間勤務）
祇王幼稚園･篠原こども園 時給900円

幼稚園給食配膳員
選考…１／26 １人 不問 ㈪～㈮11：00～13：00　野洲幼稚園 時給800円

幼稚園用務員
選考…１／23 ２人 普通自動車運転免許 ①㈪～㈮９：30～13：30　中主幼稚園

②㈪～㈮７：55～16：40　三上幼稚園

①時給
800円
②日額
6,200円

幼稚園預かり保育担当
選考…１／26 ６人程度 幼稚園教諭免許 ㈪～㈮14：15～18：15 時給950円
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投票区の見直し（案）について意見を募集します

　市選挙管理委員会では、社会情勢の変化を考慮し、投票環境の改善と投票区の均衡を図り、公平性を確保する
ことを目的として、今回、見直しを行うものです。
　次のとおり投票区の見直し（案）を作成しましたので、皆さんの意見を募集します。

１．見直し内容  
⑴投票区の見直し

投票所が変更となる行政区 現在の投票所 見直し後の投票所
安治、六条 六条自治会館

コミセンひょうず堤、井口 井口自治会館
須原 須原いこいの家下堤 吉川自治会研修センター
駅前第１、駅前第２、グランブルー 駅前自治会館 市役所小篠原東部、小篠原西部 小篠原自治会館桜生 野洲地域総合センター五反田、山田、縄手、樋ノ尻、稲辻、みすいでん、冨波南 栄自治会館
中北、北 北自治会館 江部自治会館
新上屋、辻町 辻町自治会館 市民活動支援センター

（図書館との複合施設）冨波野、冨波甲、冨波乙、ダイハツ寮、冨波東 冨波乙公民館
五之里 コミセンきたの
小堤 小堤生産森林組合城山館 大篠原自治会館
入町 入町自治会館 コミセンしのはら長島、高木 高木自治会館

⑵期日前投票所

　「市役所（小篠原2100番地１）」および「中主防災コミセン（西河原2400番地）」の２箇所
　※期日前投票所については、市役所１箇所に統合する見直しを検討しましたが、統合の対象とした地域におけ
る投票率の低下を懸念する意見を重視し、当分の間は現行どおりとします。

 ２．投票区の現状と課題  
⑴現状

　野洲市では市内を33投票区に分割しています。最も選挙人数が少ない投票所は約160人で、最も選挙人数が多い
投票所は約3,300人です。選挙人数500人以下の投票所が５箇所、選挙人数1,000人以下の投票所が６箇所と比較的
小さな投票所が多いことが現状から伺えます。
⑵課題

　現在の投票区割は、市全体でみると、有権者数、投票所までの距離、区域ごとの投票所の数などにおいて不均
衡が生じています。また、施設が古く段差があるなどバリアフリー化が未整備であったり、駐車場が手狭など、
必ずしも投票しやすい環境とは言えない投票所もあります。
　さらに、国の選挙執行経費が削減されるなど、一層の経費削減が求められており、投票区の見直しによる選挙
事務の適正化は喫緊の課題となっています。
⑶基本方針

　見直しの考え方については、国が示した基準を参考に市の基準を定め、その基準に照らして投票区の再配置を
決めています。
　⑴規模…国の基準（１投票区の選挙人数3,000人以下）を参考に設定
　⑵距離…国の基準（道程３km未満）を参考に投票所から直線距離で1.5km以下に設定
　⑶施設… 未利用の公共施設（コミセン等）の利用や、利便性を考慮したバリアフリーおよび駐車場の完備、混

雑しない広い会場など

 ３．見直しの実施時期  

　投票区の見直しは、平成28年７月に予定されている参議院議員通常選挙からの実施をめどに進めています。
意見募集期間…１月４日㈪～29日㈮
閲覧場所… 総務課窓口、市役所情報公開コーナー、市民サービスセンター、市民活動支援センター、各学区コミセン、

野洲地域総合センター、市民交流センター※ 市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…住所、氏名、意見（様式自由）を記入の上、持参、郵送、ファクスまたはＥメールで

総務課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6038、FAX587－4033、Ｅメールsoumu@city.
yasu.lg.jp

　　　　　※Ｅメールの場合、件名を「パブコメ投票区見直し」としてください。
　　　　　※ お寄せいただいた意見に対して個別の回答は行いませんが、後日、市ホームページで意見に対する

回答を掲載します。
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日時…１月22日㈮　午後２時～
会場…市役所３階第１委員会室
内容… 現在市で策定作業を進めている「野洲市人口

ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（案）について、有識者や関係団体の代表者な
どと意見交換を実施します。

▽野洲市人口ビジョン・総合戦略（案）について
▽まちづくりビジョンの検討報告について
※会議は公開で行いますのでご自由にご参加ください。
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　市では、平成28年度予算の編成過程で市の財政状況
を明らかにするとともに、市長との懇談を通して市の
情報を市民の皆さんに提供し、提案や意見をいただく
ことにより、予算編成の透明性の確保および市民の声
を反映した市民参加による予算編成を目的に市民懇談
会を開催します。
　事前申し込みは不要です。多数ご参加ください。
日時…１月17日㈰　午後２時～３時30分
　　　（受付／午後１時30分～）
会場…市民活動支援センターホール（野洲図書館内）
問い合わせ…財政課☎587－6069、FAX586－2200

日　時…１月28日㈭　午後１時30分～
会　場…市役所３階第１委員会室
構成員…市長、教育委員会（教育長および教育委員）
議　題…●教育に関する大綱について
（予定）●平成28年度教育予算について
　　　　●教育の諸課題について意見交換
　会議は公開で行いますので、傍聴を希望する人
は、当日開会までに会場で受付して下さい。
問い合せ…教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

　㈶自治総合センターは、宝くじの収益金を財源として、コミュニティ
活動などへの助成を行っています。
【北自治会】
　この宝くじの助成を受け、倉庫、テント、放送設備、複写機、印刷機、
ポスタープリンターを整備しました。これにより更なるコミュニティ
活動の活性化が期待されます。
問い合わせ…協働推進課
　　　　　　☎587－6043、FAX587－4033

野洲市人口ビジョン・まち・
ひと・しごと創生総合戦略
の検討会議を開催します

平成28年度予算に向けた
予算編成市民懇談会を開催します

野洲市総合教育会議
を開催します

▲屋外倉庫

宝くじの助成を受けて自治会の備品を整備しました

野洲市教育振興基本計画第２期（案）
に対する意見募集

　野洲市教育振興基本計画第１期が平成27年度で終了す
ることから、第２期基本計画の案をまとめました。
この計画（案）に対する意見を募集します。

意見募集期間…１月22日㈮～２月４日㈭
閲覧場所… 教育総務課、市役所情報公開コーナー、市民

サービスセンター、市民活動支援センター、
各学区コミセン、野洲地域総合センター、市
民交流センター

　　　　　※ 市ホームページでも閲覧可
意見の提出 ・問い合わせ…住所、氏名、意見（様式自由）

を記入の上、持参、郵送、ファクスまたはＥ
メールで教育総務課（〒520－2395野洲市小篠
原2100番地１）☎587－6014、FAX587－3835、
Ｅメールｋyouisoumu@city.yasu.lg.jp

　　　　　※ 提出された意見に対して個別の回答は行い
ませんが、後日、市ホームページで意見に
対する回答を掲載します。

野洲市スポーツ推進計画（案）
に対する意見募集

意見募集期間…１月14日㈭～28日㈭
詳細は、生涯学習スポーツ課、各コミセン等で閲
覧できます。※ 市ホームページでも閲覧可
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、
FAX587－3835、Ｅメールsyougai@city.yasu.lg.jp

暮らしの情報
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