
　市立病院の事業内容や場所などを定めた条例が、12
月22日の市議会本会議で可決されました。これにより、
平成32年10月に「野洲市民病院」を野洲駅南口市有
地に開設することが正式に決定しました。
　また、新しい病院を円滑に開院するため、開院約１
年前の平成31年7月に、現在の野洲病院の施設を「市
立野洲病院」として市が引き継ぎ、新病院の開設まで
暫定的に運営することも決まりました。

◇◆◇市民病院の施設◇◆◇
○開設場所は市内の公共交通が集中する野洲駅南口駅
　前です。市民に一番やさしい場所です。
○建物は地震に強い構造と機能的なデザインで建築し
　ます。隣接地に市民広場や交流/商業施設を一体的
　に整備するため、駅前の快適な環境整備と、にぎわ
　いづくりにも貢献できる病院です。
○立体駐車場を西側の隣接地に250台の規模で整備し
　ます。渡り通路で病院２階の外来フロアや交流/商
　業施設へ直結させるため雨の日なども便利で安心です。
　また、休日や夜間は、文化ホールなどの駐車場とし
　て利用できるため、現在の駐車場不足も解消できます。

≪基本設計事業者によるイメージ図≫

◇◆◇市民病院の医療やサービス◇◆◇
○診療科は、内科・小児科・外科・整形外科・泌尿器
　科・眼科・婦人科・人工透析内科・リハビリテーシ
　ョン科の９科で、専門科は開院までに決定します。
○ベッド数は199床で、うち100床を急性期病床、50床
　を回復期リハビリ病床、49床を地域包括ケア病床と
　し、小児救急を含む二次救急医療、在宅療養の後方
　支援機能、高度急性期を終えた後の回復期医療など、
　市民に必要で安心できる医療機能を整えます。
○市が運営する病院である利点を活かし、介護や福祉
　の総合相談機関である地域包括支援センターの機能
　を院内に設置することで、地域包括ケアの拠点化を
　図ります。また、健診センターでは生活習慣病の重
　症化予防の指導等を強化します。これらの機能を患
　者エリアと区分して１階北側に配置し、誰もが訪れ
　やすい市民病院づくりを進めます。

◇◆◇運営の見通し◇◆◇
○開院当初は、市が直接雇用する医師などのスタッフ
　により運営します。開院後５年間の実績を評価して、
　独立行政法人への移行も含めて再検討します。
○すでに構築されている医科大学等との連携を強化す
　るなどして医師確保を図ります。急激に増加する高
　齢者と多様化する子どもの医療ニーズに的確に対応
　することで、健全経営を維持します。
○現時点での病院事業の収支見通しは、キャッシュは
　初年度から黒字、経常収支も８年目から黒字です。

◇◆◇暫定開設と野洲病院からの承継◇◆◇
○平成31年６月末で野洲病院が閉鎖され、市に建物や
　設備を無償で譲渡することが御上会で正式決定され
　ました。このため、市は翌日から野洲病院の建物で
　暫定の「市立野洲病院」を開設することになりました。

≪野洲病院から承継等のイメージ≫

○この段階で市民病院の職員を適正な採用手続を経て
　確保できるようになったため、約１年後の新しい野
　洲市民病院の開設に向け、医療機器や備品等の整備、
　リハーサルなどの準備が着実に行えるようになりま
　す。また、入院患者の転院もスムーズにでき、医療
　の継続性が確保できるようになりました。
○現野洲病院の清算については、カルテ情報等を市民
　病院に引き継ぐためにも市が事業譲渡を受ける必要
　があることから、資産や負債を包括して引き継ぐ方
　針です。現在の試算では、換価価値で資産が上回る
　見込みです。また、旧建物の除却費も敷地を売却す
　ることにより大半賄えると試算しています。

～基本設計についての市民懇談会を開催～
　現在、各階の構成や建物の基本要件を定める基本設
計を進めています。検討中の案について皆さんのご意
見をお聞かせください。
　○日　時：２月26日㈰　午前10時～正午
　○場　所：市役所本館３階第１委員会室
　※どなたでも参加できます。
　※グループ毎での意見交換方式

問い合わせ…地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200

平成32年10月「野洲市民病院」開設が正式決定
～ 名称は「野洲市民病院」、場所は野洲駅南口の市有地 ～

～ 平成31年７月 現野洲病院で「市立野洲病院」を暫定開設 ～

2017.2　広報やす　　6



～検討委員会で審議するために～ 

余熱利用施設整備基本計画（素案）に対する意見募集

　市で計画策定中の余熱利用施設整備基本計画について施設の導入機能および規模、事業運営手法等を検討する
委員会を次のとおり開催します。
　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…２月24日㈮　午後２時30分～
場　所…野洲クリーンセンター２階研修室
問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

　野洲市選挙管理委員会では、明るくきれいな選挙の推進と政治や選挙に関する関心を高めることを目的として、
野洲市明るい選挙推進協議会委員を募集します。

任　　期…平成29年４月１日～平成30年３月31日　※再任可
募集人員…４人
応募資格…選挙権を有する市内在住者
仕事内容…○ 年間数回開催される会議に出席し、明るい選挙運動の有効で適切な企画等について協議
　　　　　○ 任期中に選挙があった場合には、期日前投票立会人など選挙事務に協力
応募・問い�合わせ…３月13日㈪までに住所、氏名、電話番号を記入の上、郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参

のいずれかで野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）（〒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

第２回野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会を開催します

野洲市明るい選挙推進協議会委員を公募します

　市では、クリーンセンターでのごみ焼却に伴い発生する熱を有効活用するため、余熱を温水として利用する付
帯施設（「余熱利用施設」）の基本計画を策定しており野洲市余熱利用施設整備基本計画検討委員会（以下、「検
討委員会」という。）で審議しています。
　検討委員会では、この基本計画（素案）に関して、皆さんに広く周知し意見を募集します。
　また、いただいたご意見を反映させた基本計画（素案）を第２回検討委員会（委員長：新川達郎同志社大学大
学院教授）で再度、審議します。
※ 第２回検討委員会の開催は、上記記事をご覧ください。

閲覧期間…２月10日㈮まで　※各閲覧場所の執務時間内に限る
閲覧場所…�野洲クリーンセンター、市役所本館情報公開センター、市民サービスセンター、各学区コミセン、市

民活動支援センター、人権センター、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…閲覧期間内に住所、氏名、電話番号、意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファクス、

Ｅメールまたは持参のいずれかで野洲クリーンセンター（〒520－2313野洲市大篠原3335番地）
　　　　　☎588－0568、FAX586－2150、Eメールclean@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたご意見は、計画策定の参考とさせていただきますが、個別回答は行い
　ませんのでご了承ください。
※ Ｅメールで提出される場合は、件名を「余熱基本計画意見募集」としてください。

暮らしの情報
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「第2回まちづくり井戸端
座談会」を開催します

■男女共同参画審議会
　日　時…２月１日㈬　午前10時～
　場　所…市役所本館３階第１委員会室
　議題（予定）…審議会等女性委員参画割合について

■人権施策審議会
　日　時…２月１日㈬　午後２時～
　場　所…市役所本館３階第１委員会室
　議題（予定）…市の人権施策の取り組みについて

※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
※ いずれも個人情報が含まれる案件等については、非

公開となる場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

　市政などの最新情報をお伝えし、市長と意見交換す
る「まちづくり井戸端座談会」を開催します。どなた
でも参加できますので、お気軽にお越しください。

日　時…２月17日㈮　午後７時～８時30分
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容…テーマ① 余熱利用施設整備基本計画（案）に

ついて
　　　　テーマ②野洲市観光振興指針（案）について 
　　　　テーマ③介護保険の総合事業について

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき市長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、本
市教育の課題およびめざす姿等を共有し、同じ方向性
のもと、連携してより一層民意を反映した教育行政を
推進するため、「総合教育会議」を設置しています。
　これに伴い平成28年度第３回目の会議を次のとおり
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…２月15日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所本館３階第２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（予定）…�わくわく、のびのびする教育の推進に

ついて
※開催時刻を過ぎると会場に入れません。
※多数で会場に入りきれない場合は、先着順とします。

問い合わせ…教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

審議会の開催野洲市総合教育会議を
開催します

野洲市子育て支援会議を
開催します

　子ども・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため「子育て支援会議」を設置しています。
　これに伴い平成28年度第２回目の会議を次のとおり
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…２月16日㈭　午前10時～
場　所…市役所本館３階第１委員会室
議　題…① .野洲市子ども・子育て支援事業計画の進

捗状況等について
　　　　②野洲市子ども・子育て支援事業計画の一部
　　　　　見直しについて

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176
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はばたけ野洲のまなび2017　～野洲の教育を教育委員と語る～

■野洲市体育センター
　○体育館

利用区分 アリーナ（半面）
午前９時～正午 600円
正午～午後３時 600円
午後３時～６時 600円
午後６時～９時 600円

　○テニスコート
利用区分 テニスコート

午前９時～正午 600円
正午～午後３時 600円
午後３時～６時 600円
午後６時～９時 600円

問い合わせ…総合体育館☎587－3477
　　　　　　　　　　　　　　　（月曜日は休み）

■野洲市中主Ｂ＆Ｇ海洋センター�体育館
　 　アリーナは１時間単位の料金でしたが、個人・団

体に関わらず一律となります。
利用区分 アリーナ（半面）

午前９時～正午 600円
正午～午後３時 600円
午後３時～６時 600円
午後６時～９時 600円

　　会議室のご利用は、有料となります。

会議室 １時間につき200円
（エアコンの利用を含む）

■野洲市市民グラウンド�夜間照明設備
　 　灯数の少ない南側は、同料金で２時間までご利用

できるようになります。
　　北側は、今までどおり１時間です。

問い合わせ… 中主B&G海洋センター☎589－5100
　　　　　　　　　　　　　　　　　（月曜日は休み）

４月から一部のスポーツ施設の利用区分と料金が変更されます

　市の青少年健全育成について懇談し、青少年教育への理解を深め地域での子どもたちを育む活動を皆さんで話
し合いましょう。

日　時…２月22日㈬　午後２時～４時　　　　　　　場　所…中主防災コミュニティセンター防災研修室
対　象…どなたでも　※申し込み不要　　　　　　　参加費…無料
テーマ…① 子どもの姿からこれからの野洲の青少年健全育成を考える
　　　　② 野洲の青少年健全育成を語る（参加者による懇談）
問い合わせ…教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

　昨年のJR篠原駅・南口駅前広場整備に続き、今年度より整備を進めていました北口駅前広場が12月27
日に完成しました。新しく整備した北口駅前広場はこれまでより広くなり、歩道やロータリーの整備に
より駅利用者の安全を確保しています。
　平成24年より進めてきました篠原駅周辺都市基盤整備事業は、北口駅前広場の完成をもって終了とな
りました。周辺住民の皆さまをはじめ駅利用者の皆さまには長年のご協力ありがとうございました。

篠原駅北口駅前広場 “リニューアルオープン！”

問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

【完成前】 【完成後】

　４月１日ご利用分から、次の市内スポーツ施設で利用区分と料金が変わります。
　なお、３月31日までのご利用分については従来どおりです。

暮らしの情報
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程度勤務
▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨１人　資助産

師免許　賃11,240円/日　勤時８：30～17：15　月16日程度
勤務

▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務（自殺対策事
業））　自立支援医療受給者証交付事務、支援相談、電話
相談】臨１人　資精神保健福祉士免許　賃11,240円/日　
勤時８：30～17：15　月10日程度勤務

▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務（自殺対策事
業））　自立支援調査訪問】臨１人　資精神保健福祉士免
許　賃11,240円/日　勤時８：30～17：15　月４日程度勤務

▽【一般事務（地域精神保健福祉業務（自殺対策事業））　
自殺対策計画策定実態調査事業】臨１人　賃6,510円/日　
勤時８：30～17：15　月12日程度勤務

■野洲クリーンセンター☎588－0568　締2/14・選2/16
▽【展開検査・事務】嘱１人　資エクセル・アクセスの操作が

できる人　報139,700円/月　勤時９：00～16：00㈪～㈯のうち
週５日（展開検査等実施を要する日）　勤場野洲クリーンセン
ター

▽【一般事務（軽作業・受付）】臨２人　資ワード・エクセル
の操作ができる人　賃6,510円/日　勤時㈬～㈪８：30～17：
15　㈯・㈰を含む週４日勤務　勤場蓮池の里第二処分場

■農林水産課☎587－6004　締・選（下記のとおり）
▽【一般事務】臨１人　締２/10・選２/15　資ワード・エクセル

の操作ができる人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５
日勤務

▽【一般事務】臨２人　締２/10・選２/14　資ワード・エクセル
の操作ができる人　賃3,360円/日　勤時10：00～15：00　㈬
～㈪のうち週３日勤務　勤場田園空間センター

■農業委員会事務局☎587－6007　締2/10・選2/15
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセル操作ができる人　
賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■教育総務課☎587－6014　締2/17・選2/21
▽【小・中学校用務員】嘱２人　普自　報131,900円/月　勤
時７：40～16：25（小学校）または８：20～17：05（中学校）
勤場市内小・中学校

▽【中学校用務員補助】臨３人　賃840円/時　勤時７：00～
９：00と17：00～19：00（４時間/日）　勤場市内中学校

▽【小・中学校給食配膳員】臨12人　賃840円/時　勤時
10：30～15：00（４時間/日※給食期間中の約100日程度）勤
場市内小・中学校

■学校教育課☎587－6017　締・選（下記のとおり）
▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/13・選

２/14　資中国語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤時週
30時間、年間40週　勤場三上小学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨２人　締２/13・選
２/14　資英語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤時週30
時間、年間40週　勤場祇王小学校・野洲北中学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/13・選
２/14　資ポルトガル語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤
時週30時間、年間40週　勤場祇王小学校

▽【医療的ケア支援員】臨１人　締２/15・選２/16　資看護
師　賃1,400円/時　勤時週20時間、年間40週　勤場中主
小学校

▽【スクール・ソーシャル・ワーカー】臨４人　締２/13・選２
/14　資社会福祉士、精神保健福祉士もしくは臨床心理士、
または教育および福祉の分野において専門的知識および技術
を有する人のうち、活動実績を鑑み市教育委員会が適任と認
めた人　賃3,500円/時　勤時週８時間、年間40週および週３
時間、年間12週　勤場市内小・中学校

▽【心のオアシス相談員・不登校生徒支援担当】臨６人　締
２/13・選２/14　資教育相談機関、小・中学校実務経験者

賃1,000円/時　勤時週12時間（年間35週勤務）　勤場市内
小・中学校

▽【学校教育指導員・教科教育担当】臨１人　締２/15・選
２/16　資教諭免許（幼・小・中）または教員経験者（幼・
小・中）いずれかで可　賃1,250円/時　勤時週30時間、年
間40週　勤場野洲小学校

▽【学校教育指導員・特別支援学級担当】臨４人　締２
/15・選２/16　資教諭免許（幼・小・中）または教員経験者

（幼・小・中）いずれかで可　賃1,250円/時　勤時週30時
間、年間40週　勤場市内小学校

▽【学校教育指導員・特別支援教育担当】臨22人　締２
/15・選２/16　資教諭免許（幼・小・中）または教員経験者

（幼・小・中）いずれかで可　賃1,250円/時　勤時週30時
間、年間40週　勤場市内小・中学校

■学校給食センター☎589－1011　締2/10・選2/14
▽【調理補助・食器等洗浄作業員】臨２人　賃900円/時　
勤時８：15～15：45

▽【調理補助作業員】臨３人　賃900円/時　勤時８：15～
12：15

▽【食器等洗浄・清掃・洗濯等作業員】臨３人　賃900円/
時　勤時13：30～17：30

■ふれあい教育相談センター☎587－6925　締2/16・選2/17
▽【適応指導教室指導補助員（メンタルフレンド）】臨４人　
資教育学･心理学･福祉学関連の大学（院）生もしくはその
卒業生　賃840円/時　勤時10：30～14：30　週１日勤務　
勤場ふれあい教育相談センター

■スポーツ施設管理室☎587－3477　締2/17・選2/20
▽【トレーニング指導補助・一般事務】臨３人　資トレーニング

に関する指導資格を有する人、ワード・エクセル操作ができる
人　普自　賃900円/時　勤時①９：00～13：00 ②17：00～ 
21：15　①②のシフト制（㈯・㈰・㈷の勤務あり）　勤場野洲
市総合体育館

▽【施設管理補助・一般事務】臨８人　資ワード・エクセル
の操作ができる人　普自　賃840円/時　勤時①８：30～12：
30 ②12：30～17：00 ③17：00～21：30　①②③のシフト制

（㈯・㈰・㈷の勤務あり）　勤場野洲市中主Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター・野洲市体育センター

■野洲図書館☎586－0218　締2/17・選2/20
▽【図書整理員（土日勤務）】臨９人　賃6,510円/日　勤時㈯

㈰９：30～18：15（月３日程度勤務）
■歴史民俗博物館☎587－4410　締2/9・選2/10
▽【弥生の森体験学習指導員】臨３人　資陶芸指導ができる

人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15㈯・㈰・㈷および夏
休み等体験学習実施日勤務

▽【博物館受付・一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操
作ができる人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15㈫～㈰の５
日間

■文化財保護課☎589－6436　締2/15・選2/16
▽【文化財調査補助員Ⓐ・Ⓑ】Ⓐ臨３人　選法実技、面接、

適性検査　資調査補助員実務経験者（２年以上）で、パ
ソコン操作ができる人　賃6,650円/日　勤時９：00～17：00
Ⓑ臨２人　選法面接、適性検査　資パソコン操作ができる人
賃5,950円/日　勤時９：00～17：00
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臨…臨時職員、嘱…嘱託職員、締…申込締切日、選…選考日、
選法…選考方法、資…資格等、普自…普通自動車免許保有者、
賃…賃金、報…報酬、勤時…勤務日時、勤場…勤務場所

■人事課☎587－6088　締2/23・選2/24
▽【一般事務】臨５人程度　資ワード・エクセルの操作ができ

る人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務　勤
場配属課未定

▽【障がい者雇用】臨1人　資ワード・エクセルの操作ができる
人　賃840円/時　勤時９：00～16：00　週５日勤務　勤場発
達支援センター

■市民生活相談課☎587－6063　締2/15 ・選2/16
▽【相談支援員（生活困窮相談等受付業務ほか）】臨１人　
資生活困窮もしくは生活保護相談窓口での勤務経験が１年以
上ある人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自　賃950
円/時　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■市民活動支援センター☎518－0556　締2/24・選2/27
▽【一般事務】臨２人　資ワード・エクセル・インターネット等の

操作ができる人　賃6,510円/日　勤時９：15～18：00㈫～㈰の
うち５日間　勤場市民活動支援センター（野洲図書館内）

■市民交流センター☎589－5000　締2/15・選2/21
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができる人
賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務　普自　勤
場市民交流センター

▽【人権文化指導員】臨１人　資教諭免許または同等以上の
能力がある人で、自由来館者（小学生以下）への指導およ
び人権教育や隣保事業に意欲のある人、ワード・エクセルの
操作ができる人　賃1,250円/時　勤時13：15～17：15（※
春・夏・冬休み期間中　８：30～17：15）　週５日勤務　普自
勤場市民交流センター

▽【子育て人権指導員】臨１人　資保育士資格または幼稚園
教諭免許もしくは同等以上の能力がある人で自由来館者（乳
幼児および保護者等）への指導および人権教育や隣保事業
に意欲のある人、ワード・エクセルの操作ができる人　賃950
円/時　勤時９：00～14：00　週５日勤務　普自　勤場市民
交流センター

■社会福祉課☎587－6024　締3/13 ・選3/16
▽【生活保護現業員】嘱１人　資社会福祉主事の任用資格を

有する人で、生活保護ケースワーカー業務経験者または福祉
関係での就労、生活支援等相談業務経験者、パソコン操作
ができる人　普自　報197,000円/月　勤時8：30～17：15　週
５日勤務

■発達支援センター☎587－0033　締2/10・選2/13
▽【療育指導員】嘱１人　資幼稚園教諭、保育士、養護学

校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの免許（資格）
を有する人またはそれらに準ずる免許（資格）を有する人で、
療育または障がい児保育の経験のある人　普自　報202,200
円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務　勤場発達支援セン
ター

▽【療育指導員】臨Ⓐ・Ⓑ各１人　資幼稚園教諭、保育士、
養護学校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの免
許（資格）を有する人またはそれらに準ずる免許（資格）を
有する人　普自　賃1,000円/時　勤時Ⓐ８：30～12：30　Ⓑ
13：15～17：15　週５日勤務　勤場発達支援センター

▽【社会参加促進事業指導員】臨２人　資教員免許、社会
福祉士、社会福祉主事、保育士またはそれらに準ずる免許

（資格）を有する人　普自　賃1,000円/時　勤時13：00～
16：00　月12日勤務※原則週３日　勤場発達支援センター

▽【おやこ教室補助員】臨２人　資幼稚園教諭、保育士のい
ずれかの免許（資格）を有する人　賃1,000円/時　勤時８：
30～15：30　月１～２日勤務　勤場発達支援センター

■高齢福祉課☎587－6074　締2/20・選2/22
▽【要介護者のケアプラン点検業務】臨１人　資保健師、看

護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれかの免許（資
格）を有する人　賃5,600円/日　勤時９：00～13：00　週４日
勤務

▽【一般事務（介護認定事務補助）】臨１人　資ワード・エク
セルの操作ができる人　賃840円/時　勤時９：00～15：00　
週５日勤務

■地域包括支援センター☎588－2337　締2/17・選2/21
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
▽【理学療法士または作業療法士（介護予防業務等）】嘱１

人　資理学療法士または作業療法士　報250,000円/月　勤
時８：30～17：15　週５日勤務

▽【主任介護支援専門員（介護予防業務等）】嘱１人　資主
任介護支援専門員　報250,000円/月　勤時８：30～17：15 

　週５日勤務
▽【社会福祉士（相談業務等）】嘱１人　資社会福祉士　報

250,000円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務
▽【介護予防ケアマネジメント業務】嘱４人　資保健師、看護

師（地域経験要）、介護支援専門員、社会福祉士のいずれ
かの免許（資格）　報240,000円/月　勤時８：30～17：15　
週５日勤務

▽【一般事務】臨１人　賃6,510円/日　勤時８：30～17：15　
週５日勤務

▽【保健師、看護師、歯科衛生士（介護予防業務）】臨若
干名　資保健師、看護師、歯科衛生士のいずれかの免許
賃1,400円/時　勤時１出動３時間

▽【管理栄養士（介護予防業務）】臨若干名　資管理栄養
士免許　賃1,450円/時　勤時１出動３時間

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788　締2/17・選2/20
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
▽【保健師（保健予防業務）】臨若干名　資保健師免許　
賃1,450円/時　勤時１出勤４時間単位　月４日程度勤務

▽【看護師（保健予防業務）】臨若干名　資看護師免許　
賃1,400円/時　勤時１出勤４時間単位　月３日程度勤務

▽【管理栄養士（栄養指導業務）】臨若干名　資管理栄養
士免許　賃1,450円/時　勤時１出勤３～４時間単位　月２日
程度勤務

▽【歯科衛生士（歯科保健指導業務）】臨若干名　資歯科
衛生士免許　賃1,400円/時　勤時１出勤３時間単位　月２日
程度勤務

▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨若干名　資
助産師免許　賃1,450円/時　勤時１出勤３時間単位　月３日

平成29年度
嘱託・臨時職員募集！

★	雇用期間…	嘱託／4月1日～平成30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29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（2km～10km）	 	
　　　日額250円（10km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、嘱託は面接と作文、臨時は面接。

★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 4

　また、重複申し込みする場合は、各課へ申し出ください。
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