
私たちの暮らしに関わる市政の方向を決める大切な選挙です。
みなさん棄権することなく、必ず投票しましょう。

【投票日時】
　平成28年10月23日㈰　午前７時～午後８時
【投票のできる人】
　投票日において、年齢満18歳以上の人（平成10年10月24日以前に生まれた人）で、平成2８年７月15日以前から
引き続き３か月以上市内に住所を有し、選挙人名簿に登録されている人
※平成28年７月16日以降に市に転入の届出をした人、または投票前に市から転出した人は投票できません。

あなたの投票所は？
　投票所は、選挙管理委員会から郵送される投票所入場券に書いてある場所です。
　投票には、あなたの投票所入場券をご持参ください。入場券が届いていないときや紛失したときは、投票所の
係員に申し出てください。野洲市の選挙人名簿に登録されており、選挙権を有する人は投票することができます。
※行政区ごとの投票所については、市ホームページでも確認できます。

投票の方法
　今回の選挙は、市長選挙と市議会議員補欠選挙の投票をします。候補者名を記載する際、間違えないようご注
意ください。
※立候補者が定数を超えなかった選挙は無投票となります。投票の有無については、市ホームページに掲載します。

 10 月 23 日 ㈰　

   野洲市長選挙＆市議会議員補欠選挙

市議会議員補欠選挙

クリーム色の
投票用紙

扌
候補者名を記載してください。

市長選挙

白色の
投票用紙

扌
候補者名を記載してください。

投票時間は
　午前 7 時 ～ 午後 8 時
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期日前投票について
　投票日当日、仕事など一定の事由がある場合は、期日前投票をすることができます。
　投票する際、宣誓書を記入し、当日の投票所での手続きと同じように投票用紙を受け取り直接投票箱に投票し
ます。
　期日前投票の投票所は、市役所本館１階第１会議室および野洲市中主防災コミュニティセンター２階防災研修
室において投票することができます。

　投票期間：10月17日㈪～22日㈯
　投票時間：午前８時30分～午後８時
　　　　　　　　　　※投票日の時間とは異なりますので、ご注意ください。

代理投票・点字投票・郵便投票
　点字投票やさまざまな理由により自ら投票できない場合に係員による補助を受けて投票する代理投票もありま
す。投票日に投票所で係員に申し出てください。
　また、投票所に行けない場合、郵便で投票する方法もあります。郵便による投票は、身体障害者手帳・戦傷病
者手帳を持っている人でその内容が一定の基準を満たしている人や、介護保険の要介護状態区分が「要介護５」
である人で、事前に申請をし「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に限ります。

選挙公報
　候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を10月20日㈭ごろに、新聞折り込みまたは郵送で各家庭にお
届けします。

問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

～選挙管理委員会からのお願い～
　◦ポスター掲示場の前や近くには、車などを置かないでください。
　◦ポスターを破ったり、落書きしたりしないでください。
　◦掲示場やポスターの破損に気づいたときは市選挙管理委員会へ連絡してください。

開票は、午後９時15分から野洲文化小劇場で行います

　○投票は、18歳からできます
　先の参議院議員通常選挙から選挙権年齢が18歳に引き下げられました。
　選挙はあなたの意思を政治に反映させ、よりよい社会を作るための大切な手段です。
　普段の生活の中で感じる思いや願いを実現させる手段の第一歩が選挙への参加です。
　投票所でお待ちしています。

暮らしの情報
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◇基本方針と目的◇
　「売り手よし（事業者）、買い手よし（消費者）、世間よし（地域）」近江商人の精神であ
る三方よしの伝統を継承し、事業者と消費者がともに満足し成長することで地域社会の健全
な発展を目指すことを条例の基本方針としました。
　併せて、消費者トラブルを始めとする市民のくらしに関わる様々な問題の発生の背景にそ
の人の貧困、認知症、障がい、家庭問題、孤立、その他の生活上の諸課題があることが多い
ことを踏まえて、消費者被害の解決のみならず、生活困窮者等を支援することにより、安全
かつ安心で市民が支えあうくらしの実現に寄与することを目的としました。

野洲市くらし支えあい条例ができました！
（平成28年10月1日施行）

ご相談・お問い合わせ…
野洲市消費生活センター（市民生活相談課内）

　☎587－6063、FAX586－3677

●�消費者ホットライン☎188（いやや！）でも
　つながります
※�詳しくは
　「野洲市くらし支えあい条例リーフレット」
　をご覧ください。

　平成28年第２回野洲市議会定例会（本会議）において、議第50号野洲市くらし支えあい条例
が平成28年６月21日に全員賛成で可決成立しました。

消費者トラブルの未然・

拡大防止に取り組みます
　商品テストの結果を公表します。
　商品や勧誘方法などに改善を求めたときは、
その内容と回答状況を公表します。

生活困窮者等への支援を

拡充します
　借金がある、税金が払えない、働きたいが
仕事が見つからない、家族がひきこもってい
るなど市民のくらしに関わる様々な問題に対
し、困っている、困っていそうな市民を発見し、
市役所と地域の総合力で課題解決のために必
要な支援をします。

「野洲市消費生活センター」の

名称になります！
　これまで消費生活センターの名称を「市民
生活相談課」と告示してきましたが、消費生
活相談窓口については、10月１日より「野洲
市消費生活センター」の名称にかわります。

消費者トラブルに対する

解決力を強化します!
　解決に向けて、事業者等に対し商品やサー
ビスの説明や資料の提供を求め、応じなけれ
ば事業者名等を公表します。

見守り活動を強化します！
　次々と繰り返される消費者トラブルから
高齢者等を守るため野洲市消費者安全確保
地域協議会をつくります。
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Ｑ１．訪問販売登録制度の目的は？
Ａ１.� �　登録事業者の事業者名や所在地、連絡先などの基本的な情報を公表することで、市民はその情報を参考

にすることができます。また、市に問い合わせることで、登録事業者のアフターサービスやクレームの申
出先を知ることができます。

� �　消費者トラブルが発生した場合には、市が登録事業者の情報をもとに速やかに連絡をすることができる
ようになります。登録事業者に対しては、三方よし経営を促進するために消費者とのトラブル防止のため
の必要な情報を提供します。�

Ｑ２．この条例で対象となる訪問販売は？
Ａ２.� �　事業者が自分の店舗以外の場所で商品やサービスについて契約の申し込みを受け、または契約すること

をこの条例では訪問販売と言います。
� 　なお、市内で行われる訪問販売が対象となります。

Ｑ３．登録事業者は市が推奨する事業者なの？
Ａ３.� �　市の登録は、特定の事業者を推奨したり、事業者が提供する商品等の内容・品質を保証したり、事業者

の経営内容を保証するものではありません。

Ｑ４．この条例が施行されるとすぐに訪問販売ができなくなるの？
Ａ４.� 　この条例は平成28年10月１日に施行された後、１年間の経過措置があります。
� �　この経過措置の期間は登録がなくても、訪問販売を行うことができます。完全施行となる平成29年10月

１日以降も市内で訪問販売を行おうとする事業者は、この経過措置期間に登録を申請してください。完全
施行後は無登録で訪問販売を行うことはできません。

訪問販売登録制度Ｑ＆Ａ

　訪問販売
　　お断りステッカー

市内で訪問販売をするときは登録が必要となります！

◇訪問販売登録制度◇
　事業者が市内で訪問販売をするときは、市の登録が必要となります。登録がなければ市内
では訪問販売を行うことはできません。
　登録事業者については、事業者名や事業者の所在地、連絡先、代表者名などを、市ホーム
ページや消費生活センターの窓口で公表します。

　高齢者や障がい者など訪問販売を口頭
で断ることが難しい人は、あらかじめ訪
問販売を断る意思表示のひとつの方法と
して、市が作成している訪問販売お断り
ステッカーをご活用ください。

Ｑ５．登録事業者が訪問販売をするときに気をつけることは？
Ａ５.� �　事業者が訪問販売を行うときは、消費者の勧誘を受

ける意思を確認しなければなりません。消費者が、あ
らかじめ訪問販売を断る意思を表示している場合は、
事業者は訪問販売をすることができません。

� �　また、消費者があらかじめ訪問販売を断る意思を表
示していない場合であっても、事業者は口頭などで勧
誘を受ける意思があるかどうかを確認し、断られた場
合は継続して勧誘をすることができません。

暮らしの情報
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冠 句 巻 開 き
日時…10月21日㈮　午前９時30分～
会場…コミセンしのはら
企画…冠句同好会　昭進社

　冠句は、俳句や川柳と同じように「五・七・五」
形式により作句します。ただ、俳句のような季語を
必要としない代わりに、冠題として最初の五文字が
出され、続きの「七・五」に読み手の表現力が試さ
れます。
　冠句巻開きでは、市内はもとより県外からも多く
の参加者があり、事前に応募があった冠句を選者に
より順位づけされ、優秀作品には賞が与えられます。
　午後１時からは優秀作品の発表があります。素晴
らしい冠句に出会えるチャンスです。ぜひ、会場に
お越しください。

作 品 展 示
日時…11月３日㈷～６日㈰
　　　午前10時～午後４時　※６日は午後３時まで
会場…野洲文化小劇場
出品… 野洲美術協会・ペインティングサークルアプ

ローズ・彩友会・しのはら陶好会・さざなみ
ホール絵手紙教室

　絵画や陶芸などを中心に多数の作品を出品します。
中でも、トールペイントは、木製品などに描かれた
絵のすばらしさと親しみやすさを感じていただけま
す。絵の好きな人、焼き物の好きな人、写真の好き
な人、書の好きな人。創作活動に大切な心は「自由」
と「楽しさ」です。一度、本物の生の作品をご覧く
ださい。また、今年度初出展となる絵手紙。これを

見たら貴方も手紙が書きたくなること間違いなし！

舞 台 発 表
◎第１部　舞踊・詩舞・剣舞

日時…11月３日㈷
　　　午後１時～（開場／午後０時30分～）
会場…野洲文化ホール　大ホール
出演… 寛翠会・寿みれグループ・桔梗の会・寛愛

の会・民舞ひまわり

　舞台発表初日は、「和の祭典」
　伝統芸能に欠かすことができない日本の「着
物」。最近では、和装ブームに乗り街中で着物を着
ている人を見かけることが多くなりました。伝統
芸能や和の作法の大切さを感じていただくいい機
会になると思います。
　日本舞踊を中心に詩舞、剣舞など古来より受け
継がれてきた「日本の
良さ」をぜひ感じてみ
てください。

～広げよう！薫り高い芸術文化と心の繋がりを！～
　『芸術の秋』を感じてみませんか。
　秋の恒例イベントとなりました野洲文化芸術祭を今年も開催します。毎年、文化協会の会員が中心となり、
作品展示や舞台発表など、見て・聴いて『芸術の秋』を市民の皆さんに感じていただく機会となっています。
　この晴れの舞台で、会員の日頃の成果を余すことなく発揮します。多くの市民の皆さんの来場を心よりお待
ちしています。�

野洲文化芸術祭２０１６
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◎第２部　 コーラス・吹奏楽団・楽器演奏・詩吟・
ダンス

日時…11月５日㈯
　　　午後１時～（開場／午後０時30分～）
会場…野洲文化ホール　大ホール
出演… ビオラコール・コーラス小芙蓉・さわやか

コーラス・野洲グリークラブ・野洲吹奏楽
団・コーラスたんぽぽ・コーラス虹・野洲
吹奏楽団ジュニアバンド・きたの詩吟サー
クル・さざなみホールチェロ教室・さざな
みホールクラリネット教室・野洲文化ホー
ルフラダンス教室

　２日目は、「音楽の祭典」。
　それぞれのコーラスグループの美しく力強い歌
声で、和みのひと時をお届けし、今年度初登場の
チェロやクラリネットの繊細な演奏、そして壮大
で迫力ある吹奏楽団の演奏をお楽しみいただけま
す。また、フラダンスも登場するなど盛りたくさ
んの演目となっています。貴方も一緒に踊りたく
なるかも…

◎第３部　 民謡・詩吟・剣舞・詩舞・バレエ・大正
琴・朗読・楽器演奏

日時…11月６日㈰
　　　午後１時～（開場／午後０時30分～）
会場…野洲文化ホール　大ホール
出演… 日本民謡晃和会祇王白井教室・滋賀吟魂

会・朗読ひだまりの会・国柱流野洲市詩吟
同好会・日本民謡塩谷会永原教室・今井結
子バレエスタジオ・Fees�Ballet�Studio・
ハーモニカ�アザレア・琴伝流大正琴「手ま
り」・野洲文化ホールギター教室・さざなみ

　ホールサックス教室　
　最終日は、「和洋の舞台」。
　詩吟や朗読、バレエなど、様々な分野の発表が
お楽しみいただけます。大正琴の演奏に始まり、
津軽三味線の音色、歴史を感じる詩舞など。そして、
初登場のハーモニカ。軽快な音色をお楽しみくだ
さい。またサックス、ギターの情熱的な音楽を肌
で感じていただけます。また広い舞台をいっぱい
に使ったバレエ発表。子どもから大人まで、美し
く可憐にしなやかに踊って、元気一杯です。皆さ
んもぜひ元気をもらってください。

秋 の 茶 会
日時…11月６日㈰　午前10時～午後３時
会場…コミセンやす２階和室
企画…茶道裏千家　清友会
　　　※お茶券300円　当日券あります
　皆さん、茶道は敷居が高くないんです。お茶を通
じて、心と時間のゆとりを感じてもらう日本のおも
てなしを、この機会にぜひ体感してください。
「日々の生活に潤いをもたらせ、心豊かな時を過す
� 独り静かに　一服の茶を喫するよろこび」

� ※写真は昨年度（芸術祭2015）

　問い合わせ…野洲文化芸術祭実行委員会
　　　　　　　　（事務局：野洲市文化協会（野洲市社会教育関係団体事務局内））☎･FAX589－3381
　　　　　　　生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835
　主催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市文化協会　主管…野洲市教育委員会生涯学習スポーツ課

暮らしの情報
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　10月１日㈯から「マイナンバーカード（個人番号カード）」
を使って、全国のコンビニエンスストアで、「住民票の写し」
や「印鑑登録証明書」「所得証明書」などの証明書が取得でき
るようになりました。早朝や夜間、休日、通勤途中や買い物の
際にもご利用いただけます。

10月1日（土）から、証明書の
コンビニ交付が始まりました！！

マイナンバーカード（個人番号カード）

○利用できる人
　�　野洲市に住民登録している人で、利用者証明用電
子証明書の暗証番号（４桁）を登録した「マイナン
バーカード」をお持ちの人。
○取得できる証明書
　※手数料は市役所の窓口より100円安くなります。

証明書 手数料 取得できる人

住民票の写し １通200円
カード所有者また
はカード所有者と
同一世帯の人

印鑑登録証明書 １通200円
カード所有者で、
野洲市で印鑑登録
をしている人

戸籍謄本・抄本
（除籍・原戸籍は除く）１通350円

野洲市に住所およ
び本籍がある人で
カード所有者また
はカード所有者と
同一戸籍の人

戸籍の附票の写し １通200円

所得証明書 １通200円 カード所有者で、
確定申告などがで
きている人
（現年度分のみ）

市民税
課税・非課税証明書 １通200円

○各証明書に関するご注意
　≪住民票の写し≫
　　　以下の証明書は市役所窓口で申請してください。
　　◦�住民票コードおよびマイナンバー（個人番号）

の記載のある証明書
　　◦転出者や死亡者などの住民票（除票）の写し
　　◦転居による住所履歴の記載のある証明書
　　◦住所情報の保護措置を受けている人の証明書
　　◦�住民票記載事項証明書（住民票の写しを簡略化

したもので、記載事項証明書の証明内容は住民
票の写しに全て記載されているため、住民票で
代用できます。）

　≪戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し≫
　　�　戸籍の届出等（出生・死亡・婚姻届等）を行っ
た場合、届出の内容が反映されるまで数日かかり
ます。また、その間は証明書を取得することはで
きません。

　≪所得証明書、市民税課税・非課税証明書≫
　　�　コンビニ交付のご利用は、賦課期日である１月
１日に野洲市に住民登録があり、確定申告などを
している人に限ります。

　　　　※過去の年度の証明書やカード所有者以外の
　　　　　証明書は交付できません。
　　　また、１月１日時点では住民登録があっても、

　　現在は市外に住民登録がある人、被扶養者等で申
　　告などができていない人はコンビニでは利用でき
　　ません。市役所窓口で申請してください。
○利用できる主な店舗
　　全国のセブンイレブン、ローソン、サークルＫサ
　ンクス、ファミリーマートなど
○利用できる時間
　　午前６時30分～午後11時
　　（12月29日から１月３日および保守点検日は除く）
○利用上のご注意
　◦�コンビニ交付にあわせて、一部の証明書の書式が
変更となります。

　◦�コンビニで取得する証明書は、１通あたりが複数
枚にわたる証明書（例：住民票の写しで２人以上
の世帯の場合など）は、ステープル機能（ホッチ
キス留め）がありません。ページ番号が記載され
ていますので、取り忘れにご注意ください。

　◦�全ての証明書は改ざん防止用紙（専用用紙）では
なく、Ａ４サイズの普通紙を用いていますが、偽
造・改ざん対策を施した特殊な印刷を行っていま
す。窓口で取得する用紙とは色や地文などが違い
ます。

　◦�コンビニ交付サービスでは、厳重なセキュリティ
対策を行っていますが、マイナンバーカードを他
人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用さ
れる恐れがあります。また、カードは本人確認書
類として使える大変重要なものです。コンビニ交
付でのご利用時以外でも、その取り扱いには十分
ご注意ください。万が一、カードを紛失した場合
は、一時停止をしますので直ちに以下の電話番号
（365日24時間対応）に連絡してください。

　　◦マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
　　　　　　　　0120－95－0178
　　◦個人番号カードコールセンター（有料）
　　　　　　　　0570－783－578、050－3818－1250
○市民カード（印鑑登録証）について
　�　市民カード（印鑑登録証）はコンビニでは利用で
きませんが、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に
必要です。マイナンバーカードの交付を受けた後も、
決して廃棄しないでください。
　　また、市役所に設置の自動交付機には、マイナン
　バーカードはご利用いただけません。

問い合わせ…市民課☎587－6086、FAX586－3677
　　　　　　税務課☎587－6040、FAX587－2439
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閉庁日の駐車場は、市役所利用者のみ利用願います！

平成28年度 第２回野洲市上水道運営委員会を開催しました

　水道事業会計の現状および将来を見据えた適正な料金改定について、市長の諮問に応じ審議を行うため、第
２回の運営委員会を公開により開催しました。
日　時…８月９日㈫　午前９時～10時30分
会　場…中主防災コミュニティセンター２階防災研修室
協議事項…
１． 平成22・23年度有収水量増加の要因および法定耐用年数の更新計画について
　　平成18年度から平成27年度までの有収水量の用途別内訳および水道使用量上位30者の平成22・23年度と平
　成21・24年度の比較による使用の動向を説明した。
　　また、法定耐用年数で更新する場合に必要となる事業費および資金計画を説明した。
○主な意見
　⑴�　平成20・21年度の増加率がマイナスになっているが、工場用であれば生産に左右され、影響があること
は理解できるが、生活用では日常使用する水量はそれほど変わらない。水道の使用量にどう結びつくのか
が見えない。

　⑵�　更新計画を150％として費用的に抑えて計画されているが、野洲市の状況は漏水発生率が高く、管路の現
状は近隣と比較しても良くない状況である。現状を鑑みて更新計画を考えてはどうか。

●回答
　⑴�　家庭の水の使用量の減少の要因は、節水意識の向上および節水機器の普及等により、１人当たりの使用
量が減少していると考えている。

　⑵�　150％の更新計画は、これまでの水道施設の使用実績により設定したもの（国の手引きに準じている）で
あり、また、100％にすると使用者への負担が大変大きくなるので平準化する。

２．水道料金の改定について
　　平成29年度から以降５年間の収益的収支計画における不足率が約14％となることを説明した。このため、　
　約14％引き上げた料金（案）を口径別に設定し、平成18年度改定前の旧中主町および旧野洲町の料金と比較
　しながら説明した。
○主な意見
　�　年間有収水量の平成29年度から平成33年度までの減少幅がマイナス約80千㎥だが、前５年間である平成24
年度から平成28年度まではマイナス約200千㎥となっている。減少幅を今までの約半分としているが問題ない
のか。
●回答
　�　今までの極端なマイナスではなく、今後は微減傾向として計画している。５年間はこの計画で問題なく経
営できると考えている。
　�　なお、料金設定の仕組みはそのままで、料金を一定率上げる。また、家庭で一般的に利用の多い口径13・
20㎜で、使用水量25～60㎥の新料金は、旧野洲町より安くなっている。

３．答申（案）について
　改定案の承認に伴う答申（案）について　
　　→委員長から提案された原案が承認される。※答申の詳細は、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ…上下水道課☎5８9－6433、FAX5８9－5041

　現在、市役所の駐車場は、閉庁日（土曜・日曜日、祝日）においても開放しています。これは、戸籍関係の届
出受付や自動交付機による住民票等発行を行っているためです。
　また、市役所敷地内には里道が存在し、近隣市民の通行を確保する必要性があることから、完全な閉め切りが
できません。このような事情と野洲駅が近いことから、市役所利用者でない人が駐車場を利用され、本来の市役
所利用者が駐車できずにご迷惑をおかけする事例が発生しています。
　閉庁日の駐車場利用対策として、10月１日㈯から、市役所本館周囲の一部駐車場を閉庁日来庁者専用駐車場と
して確保し、その他の駐車場区画は閉鎖します。
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。
※�駐車区画図等の詳細は、市ホームページで確認できます。
問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

暮らしの情報
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　市では、男女共同参画の推進に関する事項を調査審
議していただく「野洲市男女共同参画審議会」の委員
を募集します。
任　　期…平成28年11月から２年間
募集人員…１人
応募資格…18歳以上の市内在住者
　　　　　※�国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の
委員を委嘱されている人は応募できません。

応募・問い合 わせ…10月20日㈭までに「野洲市男女共
同参画審議会委員応募書」に必要事項を
記入し、男女共同参画社会づくりに関す
る課題や抱負などの作文（1,200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人権
施策推進課（〒520－2331野洲市小篠原
1780番地）☎587－6041、FAX518－1860、
Ｅメールjinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

※選考結果は、本人あてに通知します。
※提出書類は返却しません。

　優れた活動や善行を行った青少年および青少
年健全育成のために活動を続けている人に対す
る表彰の推薦を募っています。
　多くの推薦をお待ちしています。
【推薦の手続き】
　推薦書に必要事項を記入の上、10月31日㈪ま
でに青少年育成市民会議事務局へ提出してくだ
さい。
※�表彰は同市民会議の選考委員会で審査し、決
定します。
※�推薦書および推薦要領は事務局に設置
　市ホームページからもダウンロード可
問い合わせ… 青少年育成市民会議事務局
　　　　　　（生涯学習スポーツ課内）
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

　市では、人権施策の推進に関する事項を調査審議し
ていただく「野洲市人権施策審議会」の委員を募集し
ます。
任　　期…平成28年11月から２年間
募集人員…１人
応募資格…18歳以上の市内在住者
　　　　　※�国・地方公共団体の議員、常勤の公務員

および市が設置している他の審議会等の
委員を委嘱されている人は応募できません。

応募・問い合 わせ…10月20日㈭までに「野洲市人権施
策審議会委員応募書」に必要事項を記入
し、人権尊重のまちづくりに関する課題
や抱負などの作文（1,200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人権施策推進
課（〒520－2331野洲市小篠原1780番地）
☎587－6041、FAX518－1860、Ｅメール
jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

※選考結果は、本人あてに通知します。
※提出書類は返却しません。

野洲市男女共同参画審議会
委員を公募します

野洲市青少年育成市民会議
表彰の推薦を募っています

野洲市人権施策審議会
委員を公募します

　平成29年４月からこどもの家（学童保育所）に入所
希望の人は、申し込みが必要です。なお、継続入所の
人も申し込みが必要です。
【入所申込書・入所案内配布場所】
　　各こどもの家、社会福祉協議会、こども課、市民サー
　ビスセンター
【入所案内説明会（新規入所希望者対象）】
日　時… 10月15日㈯午前10時～11時30分
会　場… コミセンきたの（簡易託児所あり）
　　　　　※託児希望の人は、説明会開始10分前まで
　　　　　　に受付をお願いします。
【申し込み日時・場所】
日　時… ◎１回目　10月26日㈬～29日㈯
　　　　�◎２回目　12月15日㈭～17日㈯
　　　　　　　　　�いずれも午前９時～午後６時30分
※10月29日㈯、12月17日㈯は午後５時まで
場　所…市役所本館１階第１会議室
※�平成29年４月の入所は、今回の一斉申し込み期間の
みの受付となります。

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
　　　　　社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

平成29年度 こどもの家（学童保育所）
入所一斉申し込み
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対象… 保護者のいずれもが次の事情のため保育
が必要な生後３ヶ月（注�）～�義務教育就

　　　学前の幼児
　　　�①家庭内、家庭外労働（月15日以上かつ１

日４時間以上の就労）、②出産前後、③保
護者の疾病、④家族を常時介護している状
態

　　　※�応募多数の場合は、市が定める基準によ
り選考します。

（注）園によって、生後４ヶ月・６ヶ月～の入所
　　�申し込みとなりますので、詳しくは、こど
　　�も課へお問い合わせください。

受付期間… 10月３日㈪～８日㈯
　　　　　いずれも午前９時～午後５時
受付場所…市役所本館１階第１会議室
申し込み書 類…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
　　置しています。

◎�現在、市内各保育所（園）に在園中で継続して
入所希望の場合は、申し込み不要です。
◎�転園を希望する場合は、新たに申し込みが必要
です。
◎�平成28年度入所保留となり平成29年度４月以
降の入所を希望する場合は、再度申し込みが必
要です。

対象…
▽３歳児（平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ）
▽４歳児（平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ）
▽５歳児（平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ）
※いずれも市内在住者
受付期間… 10月３日㈪～７日㈮
　　　　　いずれも午後２時30分～５時
受付場所…各幼稚園・こども園

申し込み書 類…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し
　　ています。　　

◎�通園区域外（居住する学区）への入園を希望す
る場合は、こども課へご相談ください。この場
合、入園申し込み受付は、市役所本館１階会議
室で行います。（受付期間は保育園と同じ）
◎�恒常預かり保育も同時に受け付けます。
　　（こども園の恒常預かり保育はありません）

■各保育所（園）の募集園児数（平成29年４月１日新規入所分）
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

ゆきはたこども園（保育園） ９人 12人 若干名
さくらばさまこども園（保育園） ６人 ６人 ３人 若干名
篠原こども園（保育園） ６人 ６人 ３人 若干名
野洲第三保育園 ３人 ５人 ２人 若干名
三上保育園 ３人 ５人 ２人 若干名
私立祇王明照保育園 ７人 若干名
私立あやめ保育所　あやめ第二保育所 12人 11人 若干名
　　　　　　　　　あやめ第三保育所 ６人 10人 ４人 募集なし
私立きたの保育園 12人 若干名
しみんふくし保育の家竹が丘 15人 ７人 若干名
私立野洲優愛保育園モンチ ６人 ９人 若干名

■各幼稚園の募集園児数 ※人数が変更になる場合があります。
3歳児 4歳児 5歳児

さくらばさま幼稚園（こども園） 16人 ６人 ７人 募集人数を上回る場合は、抽選
により入園決定します。ゆきはた幼稚園（こども園） 10人 なし ６人

篠原（こども園）・野洲・北野・祇
王・三上・中主各幼稚園 申し込みいただいた園に入園していただきます。

◎�ゆきはた幼稚園、さくらばさま幼稚園の入園に関する抽選の有無と日程については、後日お知らせ
します。

平成29年度　保育所（園）･こども園・幼稚園
入園（所）一斉申し込み

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

保育所（園）児

幼稚園児

10月期の定期支払は、10月14日㈮の予定です
※６～９月分の手当が対象です。
※�平成27年中の所得の修正申告をされた人は、手当の支払金額が
変わる場合がありますので、お申し出ください。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童手当
『10月期支払』のお知らせ

暮らしの情報
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選考日…11月26日㈯　午前９時～　試験…面接・作文　応募締切…11月22日㈫午後５時までにこども課
持ち物…履歴書（写真貼付）、筆記用具、該当する資格または免許の写し

幼稚園教諭・保育士
募集人数…16人程度
資　　格… 保育士資格・幼稚園教諭免許の双方を有す

る人、保育士資格を有する人、幼稚園教諭
免許を有する人、または上記の資格および
免許を平成29年３月末までに取得する見込
みの人

　　　　　※年齢・性別は不問
勤務場所…市立幼稚園、保育園、こども園
勤務時間…午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（休憩60分を含む）
報　　酬…月額202,200円
雇用期間…平成29年４月１日～平成30年３月31日
　　　　　（最長５年の更新の可能性あり）

看護師・保健師等
募集人数…１人程度
資　格… 保健師、看護師、准看護師、助産師のいずれ

かの資格を有する人、または上記の資格を平
成29年３月末までに取得する見込みの人

　　　　※年齢・性別は不問
勤務地…市立こども園
勤務時間…午前８時30分～午後３時
　　　　　（休憩30分を含む）
報　酬…月額173,300円
雇用期間…平成29年４月１日～平成30年３月31日
　　　　　（最長５年の更新の可能性あり）

平成29年度　野洲市嘱託職員募集

　「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、平日月曜日～木曜日いずれも午前９時～午後４
時の時間帯で実施しています。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。
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176、Ｅメールkodomo@city.yasu.lg.jp

無料職業紹介所「三方よし人材バンク」を活用ください！

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

行政相談週間　10月17日㈪～23日㈰
　行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手として、国の事務（国
道、一級河川、年金、健康保険、生活保護、雇用保険、労災保険、戸籍、
登記、国税など）に関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係
行政機関に対する通知などを行っています。
　困ったときは、気軽に行政相談委員までご相談ください。ご相談
は無料・予約不要・秘密厳守です。

「わたしのまちの行政相談委員」
　奥山善昭さん�☎587－1543　古川邦彦さん�☎589－2330

相談日…毎月第３火曜日　　場所…市役所本館１階相談室
問い合わせ…市民生活相談課�☎587－6063、FAX586－3677
　　　　　　滋賀行政評価事務所行政相談課�☎523－1100
※インターネットによる行政相談も受け付けています。
ホームページhttps://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

ご存じですか？

行政相談委員
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