
採用予定…幼稚園教諭・保育士　20人程度
雇用期間…平成30年４月１日～平成31年３月31日
　　　　　（最長５年の更新の可能性あり）
雇用資格…次の①～④いずれかに該当する人
　　　　　①�保育士資格および幼稚園教諭免許の双方

を有する人
　　　　　②保育士資格を有する人
　　　　　③幼稚園教諭免許を有する人
　　　　　④�①～③の資格および免許を平成30年３月

末までに取得する見込みの人

勤務場所…市立幼稚園、保育園、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
　　　　　※土曜日保育当番、時差出勤あり
報　　酬…202,200円／月
選�考�日…11月25日㈯��（受付／午前９時）
試験場所…市役所本館�　試験内容…面接・作文
持�ち�物…�履歴書（写真貼付）、左記資格・免許の写

し、筆記用具
応募・問い�合わせ…11月24日㈮正午までに来庁または

電話のいずれかでこども課☎587－6052、
FAX586－2176

　　　　　平成30年度 幼稚園教諭・保育士嘱託職員募集

市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

野洲市民病院整備
運営評価委員会の

お知らせ

日　時…11月15日㈬　午後２時～４時
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容…事業実施計画について
　　　　※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
問い合わせ…市民病院整備課☎587－6141、FAX586－2200

◇◆まちづくりの財源「借金は悪」は正しい？◆◇

■財源の基本は皆さんの税金です
　まちの運営には財源が必要です。サービスの提
供（ソフト）とそのための学校やごみ処理場など
の施設整備（ハード）に活用するためです。財源
の基本は、皆さんの税金と使用料です。国からの
補助金も元は税金です。
　市では、上下水道事業などを除いた一般会計の
予算規模は、約200億円です。この財源の全てが税
金と使用料ではなく、借金が含まれています。今
年度の借金は、約17億６千万円です。一方で、歳
出約200億円には、過去の借金の返済として約24
億４千万円が含まれています。今年度の借金と返
済額を差し引きすると、借金は減ることになります。
　「借金は良くない」「まちが破たんする」「借金
を減らせ」という議論がされます。市民病院整備
においても反対意見の一つです。結論から言うと、
この議論は一面的で、正確ではありません。
○なぜ借金をするの？
　一般的には、お金が足りないから借金を行い
ますが、「何のためのお金が、なぜ足りないのか」
ということが問題です。税金は、法に定められ
たとおり、毎年収入されますので、その範囲内
で事業を行うのであれば、借金は不要です。ソ
フトはその年の収入で行うのが原則ですが、ハー
ド、つまり、学校や道路、ごみ処理場などの整
備費は借金で行うのが原則です。その理由は、
２つです。一時的に巨額の経費が必要であり、
かつ20～30年以上にわたり将来世代も利用する

施設の整備費を整備する年の
納税者だけが負担することは
不公平だからです。
　また、必要な施設を借金によって整備した場
合は、その返済に対して、国から交付（補てん）
される制度になっており、まちには有利となり
ます。
○お金も学校・病院などの施設も、どちらも資
　産です
　「将来世代にツケを残すな」という議論があり
ます。しかし、学校や保育園、病院などは長期
間市民に利益を与え続ける施設であり、お金と
同様に市民の資産です。これは企業経営におけ
る設備投資と同じです。

■市民病院の運営を検討しています
　建物については、基本設計が完了し、予算の議
決を待って、実施設計にかかる段階です。
　また、現在、運営面の計画を検討しています。
基本計画に基づき診療科目の確定に伴う医師はじ
め職員の人数や体制、給与などの雇用条件、財務
会計システム、患者・利用者へのサービス提供体
制の検討などを進めています。特に、院長はじめ
医師や看護師、医療技術者、事務職員の給与・処
遇などが医療の質を決める重要な課題です。これ
までの試算は、野洲病院の現状を参考に行ってい
ますが、今後、能力と意欲ある職員の安定的な確
保の観点から、新病院におけるシステムの検討を
進めます。

野洲市長　山仲 善彰
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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

◇◆◇再就職支援研修会の受講生募集◇◆◇
　保育士資格や幼稚園教諭免許を有し、その資格等を生かした仕事をしてみたいと考えている人等を
対象に無料で再就職支援研修を実施します。研修会への参加希望や詳しい内容を知りたい人はお気軽
にお問い合わせください。
日　程…

◇◆◇臨時就職相談会◇◆◇
　市内の保育所、幼稚園および公設の学童保育所への臨時就職相談会を実施します。右ページ上段記
事の嘱託職員を希望されている人、公立私立にかかわらず保育所等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お越しください。

日　時…11月18日㈯　午後１時～５時
場　所…ザ・ビッグエクストラ野洲店内

日　時 場　所 内　容
　11月15日㈬
　午前９時30分～午後３時30分 市立野洲幼稚園

【講義】
��最新の保育事情、保育の仕事に就く�
��心構え、食物アレルギーなど
【実習】
��保育実習、手作り玩具の製作　など

　11月16日㈭
　午前９時30分～午後３時30分 市立野洲第三保育園

※両日の受講も可能です。
※昼食は各自でご持参ください。また、会場までの交通費は実費となります。
※市で保険（傷害・賠償）に加入します。
※託児はありません。

無料職業紹介所「三方よし人材バンク」からのお知らせ

こどもの家（学童保育所）土曜保育がスタートします！

　野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会からの提言（平成29年６月）に基づき、保護者の多様な保育ニー
ズに対応するため、平成30年４月から土曜保育をスタートします。

実施日…毎週土曜日（祝日、年末年始（12月29日～翌年１月３日）、３月31日の土曜日は除く）
利用時間…●午前８時30分～午後６時
　　　　　●延長保育・緊急延長保育　▽早朝A／午前７時30分～８時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽早朝B／午前８時～８時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※緊急延長保育に限り午前７時30分～８時も利用可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽夜　間／午後６時～７時
実施場所・定員…北野こどもの家　定員／おおむね80～120人　※合同保育となります。
利用期間…基本保育（通年・季節）を申し込みした期間です。月単位の申し込みが必要です。
　　　　　※土曜保育のみの申し込みは出来ません。
保育料…

昼食・おやつ…各自持参してください。
申し込み…▽土曜保育　�土曜保育利用申請書に必要事項を記入の上、就労証明書等の証明書類を添付し利用希望
　　　　　　　　　　　月初日の14日前までに在籍するこどもの家に提出してください。
　　　　　　　　　　　※定期申し込みと同時に申し込みをされる場合は、こども課に提出してください。
　　　　▽土曜延長保育　�土曜延長保育申請書に必要事項を記入の上、利用希望月初日の７日前までに在籍す

るこどもの家に提出してください。
問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176、社会福祉協議会☎589－4683、FAX589－5783

利用区分 保育料（月額） 延長保育料（月額） 緊急延長保育

　通年保育利用者 2,500円
早朝Ａ　500円
早朝Ｂ　250円
夜　間　500円

１回あたりの料金
早朝Ａ　400円
早朝Ｂ　200円
夜　間　400円

　季節保育利用者
　　※�８月は通年保育利用者と

同額になります。
1,250円

早朝Ａ　250円
早朝Ｂ　120円
夜　間　250円

暮らしの情報
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　国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成29年１月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納され
た保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子さん等）の負担すべき国民年金保険料を支払って
いる場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成29年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月上旬に国民年金機
構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書
または領収証書を添付してください。（平成29年10月１日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料
を納められた人は、翌年２月上旬に送られます。）
　国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れの
ないようキチンと納めましょう。

問い合わせ…ねんきん加入者ダイヤル☎0570－003－004（ナビダイヤル）
　　　　　　（050から始まる電話でおかけになる場合は、☎03－6630－2525）
利用日時…11月１日㈬～平成30年３月15日㈭　▽月曜～金曜日　午前８時30分～午後７時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽第２土曜日　　午前９時～午後５時

※祝日（第２土曜日は除く）、年末年始（12月29日～翌年１月３日）は利用できません。
※�ナビダイヤルは、一般の固定電話から利用する場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただし、
一般の固定電話以外（携帯電話等）で利用する場合は通常の通話料金が必要です。
※「03－6630－2525」を利用する場合は、通常の通話料が必要です。

　平成29年１月１日から12月31日までに支払った国民年金保険料や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料を確定申告等で社会保険料控除として申告できます。

■国民健康保険税（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・後期高齢者医療保険料（普通徴収分）
　１月下旬に、納付確定額を記載した「社会保険料納付済額のお知らせ」を送付する予定です。１月下旬までに、
年末調整等で証明書が必要な人は、納税推進課までお問い合わせください。
　また、内容や金額に関することは、各担当課までお問い合わせください。
　なお、それぞれの保険税（料）を年金から天引きされている場合（特別徴収）は、このお知らせには含まれま
せんので、別途送付される公的年金源泉徴収票により確認してください。

問い合わせ…▽国民健康保険税に関すること　　　　　納税推進課☎587－6013、FAX587－2439
　　　　　　▽介護保険料に関すること　　　　　　　高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176
　　　　　　▽後期高齢者医療保険料に関すること　　保険年金課☎587－6081、FAX586－2177

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

　土を作り、種を蒔き、芽が出たときの喜びや収穫の感動を感じませんか。
　野菜たちは、正直です。丹精をこめただけ、春夏秋冬の味覚を提供してくれます。

募集区画…15区画（１区画約30㎡）
料　　金…▽市民　　　10,000円／年・区画
　　　　　▽市外の人　12,000円／年・区画
問い合わせ…農林水産課
　　　　　　☎587－6004、FAX587－3834

社会保険料控除のお知らせ

長島市民農園

利用者募集！

【位置図】▶
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第１駐車場 
工事場所

第２駐車場 

別館 

本館 池 

Ｎ 

（新駐車場） 

　市役所（野洲市小篠原地先）の駐車場不足を解消するため、
駐車場の拡張工事を実施します。
　工事期間中は、交通誘導員を適切に配置して、安全を最優
先に工事を進めます。
　市役所をご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

工事期間…11月上旬～平成30年３月下旬
問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

　地震・津波や武力攻撃などの災害時に備え、情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。
　市が実施する訓練は、次のとおりです。

情報伝達手段 内　　容

防災行政無線

　市内85カ所に設置してある防災行政無線から、毎月17日に実施している定時試験放
送と同程度の音量で次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
　①上りチャイム音　　　　　　　　　　　　②「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
　③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」　　　④下りチャイム音

注）◦防災行政無線以外の情報伝達（データ放送、緊急速報メール等）は行いません。
　　◦災害の発生状況、気象状況などによっては、試験を中止する場合があります。

（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から市区町村
　　　へ、人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練
11月14日㈫　午前11時ごろ

市役所本館駐車場拡張工事のお知らせ

≪お詫びと訂正≫
　10 月号 12 ページ「平成 30 年度こどもの家入所一斉申し込み」記事中、2カ所に記載誤りがありましたのでお詫びし訂正します。
　①受付期間 （正）　12 月 16 日は午後５時まで　　　　　　　�（誤）12 月 26 日は午後５時まで
　②土曜保育 （正）　平成 30 年４月から土曜保育をスタート…　（誤）平成 30 年３月から土曜保育をスタート…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…こども課☎ 587 － 6052

　北口駅前広場整備事業では、現在、シェルター整備工事を進めています。
　当初の予定では、11月中旬にエレベーター、階段、エスカレーター付近のシェルターの開放を見込んでいまし
たが、工事に遅れが生じ、階段およびエスカレーターの利用は、12月下旬となる見込みです。
　なお、エレベーター出入り口付近に設置するシェルターは、予定どおり11月中旬に通路として使用を開始し、
エレベーターの使用を再開します。ご利用の皆さんには、ご不便ご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をお
願いします。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

野洲駅北口駅前広場整備事業における
工事遅延のお知らせ

暮らしの情報
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　第14回野洲市美術展覧会が９月10日～16日まで野洲文化小劇場で開催されました。美術展は、絵画・彫刻・工

芸・書・写真の５部門で募集し、市内外から210点（うち一般作品174点、無鑑査26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14回  野 洲 市 美 術 展 覧 会

◆絵画の部・市展賞

時の流れ� 松原　弘幸
【講評】　朽ちてゆく壁土の納
屋であろうか。やわらかな午

ひる

の
光がいとおしい。
　昔懐かしい生活の漂いが天然
の旅情とあいまって、作者の心
情がつのる。傑作です。

◆彫刻の部・市展賞

隆
りゅうと

斗くん� 塚田　悦子
【講評】　少年を題材とした秀
作です。静的な雰囲気の中に、
作者の少年に対する愛情が伝
わってきます。
　頭部の下に少し長めの台座を
構成したことにより、豊かな空
間を感じる魅力的な作品です。

◆書の部・市展賞

周航� 横田　百合子
【講評】　現代的表現の追求は、書の未来につながります。これは、漢
字仮名交じりの詩文を柔

じゅうごうちょうほうふで

剛長鋒筆の暴れを巧みに制御し、線質や文字
大、構成に変化を求め
た秀作です。
　落款がやや軽すぎる
のが難ですが、琵琶湖
周航歌百周年に相応し
く、一席としました。

◆工芸の部・市展賞

信
しがらきしぜんゆおおつぼ

楽自然釉大壺� 鎌田　敏彰
【講評】　形も美しく、どっしりとし、焼きも良
く、素晴らしい壺に仕上がっていると思います。
　欲を言うと、作者自身の形であれば、さらに
良かったと思います。

◆写真の部・市展賞

日の舞� 田中　忠太郎
【講評】　何といっても、モチーフがコミック的
で、画面の広がりが大きく表現され、いつまで
も見とれてしまう、雰囲気のあるインパクトの
強い最高の作品となりました。バックの処理も
気にならない、計算された作者のイメージは、
素晴らしい静と動のバランスの良い作品です。

◆絵画の部
市展賞………………………………時の流れ／松原�弘幸
教育長賞……………………………夢遊世界／讃岐�英知
野洲市文化協会長賞………………ハナノキ／後藤�敏子
読売新聞社賞………ルールモンドの祝日／比嘉�信三郎
産経新聞社賞…………………無人の摩天楼／河合�弘司
野洲ロータリークラブ賞………小さな裏庭／北村�好子
（一社）野洲青年会議所賞………plant廃墟／中下�忠朗
◆彫刻の部
市展賞………………………………隆斗くん／塚田�悦子
教育長賞…わが家の猫�ノルウェイジャンフォレストキャット／竹内�広一
◆工芸の部
市展賞………………………信楽自然釉大壺／鎌田�敏彰
教育長賞…………悠紀斎田�お田植まつり／浅井�スエ子
滋賀県芸術文化祭奨励賞…ぼくのかぶと／土井�三千子
朝日新聞社賞………………焼締夫婦花びん／深田�芳春
野洲ライオンズクラブ賞…編

あ

み陶
とうるりおうかもんついかくがたさら

瑠璃桜花紋対角形皿／岩﨑�安男

◆書の部
市展賞…………………………………周航／横田�百合子
教育長賞…………………………………蝶

ちょうむ

夢／森井�久子
野洲市教育会長賞………………………雷雲／溝口�紗帆
ＮＨＫ大津放送局賞……山おろしの月に／井上�とし子
◆写真の部
市展賞………………………………日の舞／田中�忠太郎
教育長賞……………………………神秘の鏡池／林�誠二
野洲市議会議長賞……………………光の道／野口�次雄
ＢＢＣびわ湖放送賞……………極限に挑む／西村�幹夫
京都新聞賞………………………カガシ農園／小川�正一
中日新聞社賞…………朝もやにつつまれて／矢野�佳子
野洲市商工会長賞…………………虹立ちて／米田�幹男

（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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■野洲図書館15年のあゆみ
　�野洲図書館は今年で15周年を迎えます。これまでの
あゆみを写真とともに振り返るパネル展示です。
　11月11日㈯・12日㈰／ホール前ギャラリー
■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。
　▽11日㈯／午前10時～午後６時
　▽12日㈰／午前10時～午後５時／ホール
■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。無料（布製や和綴の本には向きません）
午前10時～正午／会議室

■図書館ツアー
　�普段入れない書庫や図書館の裏側まで、職員がご案
内します。（対象：小学生以上、大人可）
　午後１時～２時／集合場所：ロビー
■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２時～３時（開場／午後１時30分～）／会議室
■しおりをつくろう！
　�オリジナルのしおりを作ってみませんか？（対象：
小学生以上、大人可）
　午後３時～４時／図書館閲覧室

■おはなし会・絵本の広場
　�図書館職員おススメの絵本をズラリと展示します。
また、大型絵本の読み聞かせや手遊びなどをするお
はなし会も開催します。
　▽おはなし会／午前10時30分～11時
　▽�絵本の広場／午前10時～午後５時／おはなしコー
ナー

■「私の新聞綴(と)じ」をつくりませんか？
　�残しておきたい新聞記事をファイルする「新聞綴
じ」を安く簡単に作ります。（定員20人程度、材料
代200円）
　午後１時～３時／ホール
■安藤紳次写真展
　�野洲図書館の四季のうつりかわりをとらえた写真を
展示します。
　11日㈯～26日㈰／ロビー

問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、
　　　��　　FAX587－5976

図書館まつり開催！
　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、まだ来たことがない人も、この機会にぜひお立ち寄り下さい。
　　　　　開催日…11月11日㈯　　場　所…野洲図書館本館

　国の名勝に指定されている兵主大社庭園をライトアップします。
　期間中の土曜・日曜日、祝日には、平成30年の兵主大社御鎮座
1300年を記念した貴重な文化財の展示
などのイベントも行います。昼間とは
異なる幻想的な紅葉の景色をお楽しみ
ください。

日　時…11月17日㈮～26日㈰
　　　　午後５時～８時30分
　　　　（入園／午後８時まで）
　　　　※土曜・日曜日、祝日は
　　　　　午後９時まで
　　　　　（入園／午後８時30分まで）
場　所…兵主大社庭園
　　　　（野洲市五条566番地）
入園料…大人500円、高校・大学生300円、中学生以下無料
　　　　※�11月１日㈬～16日㈭にお得な前売り券を販売します！
　　　　　　販売場所／�市商工観光課、野洲市商工会（北部合同

庁舎内）、兵主大社
　　　　　　入園料／大人400円、高校・大学生250円
問い合わせ…野洲市ライトアップ事業実行委員会（商工観光課内）
　　　　　　☎587－6008、FAX587－3835

兵主大社庭園紅葉
ライトアップ開催！

　保存のため公開を制限してい
る国史跡の円山古墳と甲山古墳
について、横穴式石室内部と
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

抜式家形石棺を公開します。
　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３日㈷・４日㈯
　　　　午後１時～４時
　　　　※小雨決行
場　所…桜生史跡公園
対　象…どなたでも
　　　　※�同公園案内所で受け付

けします。
参加費…無料
問い合わせ…文化財保護課
　　　　　　☎589－6436、
　　　　��　FAX589－5444

円山古墳
甲山古墳石室
石棺特別公開

暮らしの情報
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