
野洲市地域防災計画（案）に
対する意見募集

　市では、現行計画を策定してから年数が経過し、国、
県の計画等との整合性を図る必要があるとともに、近
年の熊本地震等の災害における教訓等に対応した実効
性のある計画にするため、野洲市地域防災計画を修正
しました。

野洲市コミュニティバス運行等
見直し（案）に対する意見募集

　市では、平成31年４月から変更を行うにあたりコ
ミュニティバスの路線、ダイヤ等について見直しの検
討を行いました。
　この見直しは、本市の人口動態、交通実態の整理な
ど現況把握をしたうえ、将来的な人口の減少、少子高
齢社会の急速な進行を見据え、より効果的で効率的な
運営も含め、コミュニティバスを市民ニーズに合った
路線・運行時間・運行方法等、実効性のあるものとす
るものです。

上記の見直し（案）・計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見を募集します。
閲覧期間…２月１日㈭～20日㈫　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�生活安全課、市役所本館情報公開コーナー、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、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生活安全課（520－2395野洲市小篠原2100番地１）
☎587－6089、FAX587－4033、Ｅメールseikatu＠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。後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。

　市では、市民の安全を守り、安心できる生活環境を
確保するために空家等対策に関する施策等の実施方針
を示すとともに、計画に基づく施策を総合的かつ計画
的に推進するため、平成30年度から８年間を計画期間
とした野洲市空家等対策計画（案）を策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…２月13日㈫まで
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�住宅課、市役所本館情報公開コーナー、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、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
ずれかで住宅課（520－2395野洲市小篠原
2100番地１）☎587－6322、FAX586－2176、
Ｅメールjutaku＠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。後日、市ホームページ等でご意見に対する回
答を掲載します。

　市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちづくりを実現するため、介護保険事業運営の基
本となるサービスの見込量と高齢者に関する各種施策
の基本方針を定めました。この基本方針に基づき、介
護保険制度の円滑な実施と高齢者福祉施策の総合的な
推進を行うため、平成30年度から３年間を計画期間と
した野洲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）
を策定しました。
　この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見
を募集します。

閲覧期間…２月13日㈫まで
　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�高齢福祉課、市役所本館情報公開コーナー、

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、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
ずれかで高齢福祉課（520－2395野洲市小
篠 原2100番 地 １） ☎587－6074、FAX586－
2176、Ｅメールkourei＠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。後日、市ホームページ等でご意見に対する回
答を掲載します。

野洲市空家等対策計画（案）
に対する意見募集

野洲市高齢者福祉計画・介護保険
事業計画（案）に対する意見募集
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市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

☆★�新年度予算�～�予算は市民の事業計画�～�★☆

　新年度予算編成の最終段階です。今月末開会予
定の市議会定例会に提案し、議決を得て、４月か
ら事業等に取り組みます。
　予算というと、無味乾燥の数字が並んでいるイ
メージですが、自治体の予算は、実は事業計画で
もあります。したがって、市民の皆さんの日常生
活をはじめ、教育、子育て、高齢者福祉、道路・
河川、産業、観光などあらゆる分野での１年間の、
いや将来にわたっての、まちの事業や取り組みと
それに必要な経費が決定されます。
　市では、これまでから予算の編成は、単なる公
表にとどまらず、市民の皆さんに参画していただ
いています。先月には、恒例の市民懇談会を開催し、
素案をもとに、ご意見やご提案をいただきました。
　予算（案）策定の経過は市ホームページでもご
覧いただけますが、検討中の主な事業をご紹介し
ます。
　
　◦コミュニティバスの路線拡大準備

　平成31年４月から２路線を増やし、所要時間
の短縮と本数増を行い、便利さを高めます。そ
のための、バスや停留所の準備を行います。

　◦（仮称）三上こども園の建設
　三上保育園を幼稚園と統合し、こども園とし
て開園するため増築します。平成31年４月開園
予定です。

　◦篠原学童保育所の増築
　児童数の増加に対応するため、１教室増築し
ます。

　◦中主小・野洲北中学校の校
　　舎増築・改修設計

　施設の老朽化と児童数の増
加に対応するため、校舎の増築と改修の実施設
計を行います。

　◦北部合同庁舎での市民生活相談
　これまでの市民サービスに加えて、市民相談
業務を充実します。

　◦国道８号バイパスと工業団地
　国とともに、道路整備を進めます。また、移
転企業のための約６haの工業団地を造成します。

　◦永原御殿の保存整備
　国の史跡指定をめざして、調査等を計画的に
進めます。

　◦温水プール等の整備
　クリーンセンターの余熱利用施設として、温
浴施設等を含め整備します。平成32年開設予定
です。

　◦兵主大社本殿保存修理補助
　野洲市指定文化財として、修理の支援を行い
ます。

　
☆★�市民病院整備事業が動き出しました！�★☆

　昨年末に関連予算が議決され、建物の最終設計、
運営システムの構築、職員採用の準備等を進めて
いきます。野洲駅前での開院は、平成33年春の予
定ですが、来年夏から現野洲病院施設を市立病院
として新体制で運営する予定です。

野洲市長　山仲 善彰

　「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29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14日㈬　午後１時30分～
場　所…市役所本館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…生涯学習の推進について
※ 来場者多数の場合は先着順とします。
問い合わせ…�教育総務課☎587－6014、FAX587－3835

野洲市総合教育会議を開催します

暮らしの情報
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▽【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880円/時　勤時９：00～
16：00　週５日勤務

■地域包括支援センター☎588－2337　締２/20・選２/23
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
▽【介護予防業務嘱託職員】嘱１人　資理学療法士または

作業療法士資格　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】臨１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)　賃11,240円/日　勤時８：30～
17：15　週５日勤務　

▽【一般事務】臨１人　賃6,820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

▽【保健師、看護師（在宅医療･介護連携推進業務）】臨１
人　資保健師、看護師のいずれかの免許　賃1,400円/時
勤時９：00～16：00　週５日勤務

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788　締２/22・選２/23・２/26
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
【選考2/23】
▽【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20日
程度勤務

▽【助産師（新生児訪問業務）】臨若干名　資助産師免許
賃訪問１件当たり3,800円　

▽【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２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

▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務（自殺対策事
業））　電話相談・面接や訪問等による】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

▽【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５日程度勤務

【選考2/26】
▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務（自立支援調

査訪問））】臨１人　資精神保健福祉士免許　賃1,450円/
日　勤時１出勤４時間単位　月８日程度勤務

▽【一般事務（成人保健業務）】臨１人　賃6,820円/日　勤
時８：30～17：15　月13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
対策計画策定業務））】臨１人　賃6,820円/日　勤時８：
30～17：15　月15日程度勤務

▽【保健師（育休代替）】臨１人　資保健師免許　賃11,240
円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■道路河川課☎587－6323　締３/１・選３/４
▽【嘱託土木作業員】嘱２人　資車両系建設機械免許　普
自　報130,200円/月　勤時８：30～17：15　月15日勤務

■野洲クリーンセンター☎588－0568　締２/15・選２/20
▽【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6,820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２/９・選２/14
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができ

る人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務
▽【一般事務】臨２人　資ワード・エクセルの操作ができ

る人　賃3,520円/日　勤時㈬～㈪10：00～15：00　㈯・
㈰を含む週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２/９・選２/14
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセル操作ができる

人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■商工観光課☎587－6008　締２/16・選２/20
▽【嘱託企業啓発指導員】嘱１人　資ワード・エクセル

操作ができる人　普自　報157,300円/月　勤時８：30～
17：15　週４日勤務

■教育総務課☎587－6014　締２/21・選２/23
▽【嘱託小・中学校用務員】嘱２人　普自および原付　報

136,400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880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880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２/19・
選２/20　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　勤場野洲中学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/19・
選２/20　資ポルトガル語の通訳ができる人　賃1,250円/
時　勤時週20時間、年間40週　勤場祇王小学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/19・
選２/20　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２/19・
選２/20　資英語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤時
週20時間、年間40週　勤場祇王小学校

▽【特別支援教育コーディネーターマネジメント加配】臨
４人　締２/19・選２/20　資小学校教諭免許　賃1,500円
/時　勤時週30時間、年間40週　勤場市内小学校

▽【心のオアシス相談員・不登校生徒支援担当】臨６人　
締２/19・選２/20　資教育相談機関、小学校または中学
校実務経験者　賃1,000円/時　勤時週12時間、年間35週
勤場市内小・中学校

▽【医療的ケア支援員】臨１人　締２/20・選２/21　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

▽【学校教育指導員・教科教育担当】臨１人　締２/20・
選２/21　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・特別支援教育担当】臨27人　締２
/20・選２/21　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

▽【スクールソーシャルワーカー】臨５人　締２/21・選
２/22　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

■ふれあい教育相談センター☎587－6925　締２/14・選２/15
▽【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880円/時　勤時10：30～14：30　週１日勤務
■生涯学習スポーツ課☎587－6053　締２/19・選２/21
▽【嘱託青少年育成推進員】嘱１人　資ワード・エクセル

操作ができる人　普自　報171,000円/月　勤時９：15～
17：15　週５日勤務

■野洲文化ホール☎587－1950　締２/18・選２/21
▽【嘱託文化ホール施設管理員】嘱１人　資ワード・エ

クセル操作ができる人　普自　報171,900円/月　勤時①
８：30～17：15　②12：45～21：30　①②のシフト制

　週５日勤務（㈯・㈰・㈷の勤務あり）　勤場野洲文化
ホール・野洲文化小劇場およびさざなみホール

■スポーツ施設管理室☎587－3477　締２/16・選２/19
▽【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920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
（12ページに続く）
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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・選（下記のとおり）
▽【嘱託給与事務員】嘱１人　締２/14・選２/15　資社会

保険労務資格を有している人または同等以上の能力を有
し、給与計算・社会保険の手続き・年末調整業務等の給
与・人事に関する業務経験が１年以上ある人､ワード・
エクセルの操作ができる人　普自　報187,500円/月　勤
時８：30～17：15（週５日勤務）

▽【一般事務】臨５人程度　締２/23・選２/26　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　賃6,820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　締２/23・選２/26　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　賃880円/時　勤時９：
00～16：00　週５日勤務　勤場発達支援センター

■市民交流センター☎589－5000　締２/16・選２/20
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができる

人　普自　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務
▽【子育て人権指導員】臨１人　資保育士資格または幼稚

園教諭免許を保有し、かつ経験がある人、来館者（乳幼
児および保護者等）への支援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　
普自　賃950円/時　勤時９：00～14：00　週５日勤務

▽【人権文化指導員】臨１人　資小学校・中学校教諭免許
のいずれかの免許を保有し、かつ経験がある人、来館者

（小学生以下）への支援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　普自
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

■市民課☎587－6086　締２/15 ・選２/22
▽【嘱託住基事務指導員】嘱１人　資窓口受付・住民基本

台帳事務等の事務経験が２年以上ある人　報179,500円/
月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

▽【嘱託戸籍事務指導員】嘱１人　資戸籍事務経験がある
人　報150,000円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

▽【一般事務（個人番号カード交付補助・窓口業務）】臨
１人　資ワード・エクセルの操作ができる人　賃6,820円
/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務、月に１～２日
休日勤務あり

■市民生活相談課☎587－6063　締２/23・選２/26
▽【相談支援包括化推進員】臨１人　資生活困窮支援もし

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２/26
▽【嘱託市民活動支援員】嘱１人　資ワード・エクセル・

協働事業や市民活動に熱意がある人　報187,500円/月　
勤時９：15～18：00　㈫～㈰のうち週５日間　勤場市民

活動支援センター（野洲図書館併設）
▽【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6,820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（野洲図書館併設）

■社会福祉課☎587－6024　締２/21 ・選２/23
▽【嘱託保健指導員】嘱１人　資保健師､看護師､管理栄養

士および精神保健福祉士のうち、いずれかの資格を有し
､ワード・エクセルの操作ができる人　普自　報196,800
円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

▽【一般事務（生活保護業務補助ほか）】臨１人　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　賃880円/時　勤時９：
00～16：00　週４日勤務

■障がい者自立支援課地域生活支援室☎587－6087　締２/13・選２/16
▽【嘱託福祉相談員】嘱１人　資保健師、看護師、精神保

健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員、
障害者相談支援従事者初任者研修修了者のいずれかの資
格（免許）を有する人、ワード・エクセルの操作ができ
る人　普自　報202,200円/月　勤時８：30～17：15　週
５日勤務

■発達支援センター☎587－0033　締２/７・選２/８
▽【嘱託療育指導員】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

▽【嘱託心理判定員】嘱２人　資大学や大学院で心理学も
しくはその近接領域を専攻し、発達障がいに精通してい
る人で臨床経験を２年以上有する人　普自　報250,000円
/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務　※雇用期間は、
平成31年３月31日まで（更新の可能性なし）

▽【嘱託心理判定員】嘱１人　資大学や大学院で心理学も
しくはその近接領域を専攻し、発達障がいに精通してい
る人で臨床経験を２年以上有する人　普自　報200,000円
/月　勤時８：30～17：15　月16日勤務　※雇用期間は、
平成31年３月31日まで（更新の可能性なし）

▽【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　

▽【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

▽【おやこ教室補助員】臨３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　普自　賃1,000円/
時　勤時８：30～15：30　月１～２日勤務

▽【巡回発達相談補助員】臨１人　資保育士の免許（資格）
を有する人　普自　賃1,000円/時　勤時９：00～16：00
月６日勤務

▽【心理判定員】臨１人　資大学や大学院で心理学もしく
はその近接領域を専攻し、発達障がいに精通している人
で臨床経験を有する人　普自　賃12,500円/日　勤時８：
30～17：15　週３日勤務　※雇用期間は、７月31日まで

■子育て家庭支援課☎587－6884　締２/22・選２/26
▽【嘱託母子・父子自立支援員】嘱１人　資母子、父子家

庭等の福祉に関して、理解と熱意がある人、ひとり親家
庭等の自立支援のために積極的な活動を行なうことがで
きる人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自　報
171,900円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務

■保険年金課☎587－6081　締２/15・選２/16
▽【嘱託保険年金相談員】嘱１人　資国民健康保険等保険

年金行政業務に１年以上従事したことがある人（正規・
嘱託・臨時雇用を含む）　報157,600円/月　勤時８：30～
17：15　週４日勤務

■高齢福祉課☎587－6074　締２/26・選２/28
▽【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

平成30年度
嘱託・臨時職員募集！

★	雇用期間…	嘱託／	４月１日～平成31年３月31日
　　　　　　　　　（更新の可能性あり　最長５年）
　　　　　　臨時／	４月１日～９月30日
　　　　　　　　　（更新の可能性あり　最長平成31年３
　　　　　　　　　	月31日まで）
★年齢は嘱託・臨時とも不問
★各資格・免許は平成30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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保育園・幼稚園・こども園

■嘱託職員
職　種 募集人数 資格・免許 勤務場所・勤務時間 報　酬

幼稚園教諭・保育士 20人程度 保育士資格、幼稚園教諭免許 市立幼稚園、保育園、こども園
１日　7.75時間勤務 月額225,000円

看護師 ２人程度 看護師、准看護師 市立幼稚園、保育園、こども園
１日　7.75時間勤務〔６～７時間応相談〕 月額225,000円

■臨時職員　※いずれも勤務時間は相談に応じます。
勤務場所・職種 募集人数 資格・免許 勤務時間 賃　金

保育園・こども園　
　①未満児クラス担任
　②特別支援加配
　③低年齢児加配・フリー保育士

10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
① 9,200円
② 8,800円
③ 8,000円

保育園・こども園　特別支援加配 ５人程度 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか

㈪～㈮　8：30～17：15
〔内４～７時間〕 時給1,100円

保育園・こども園
　フリー保育士または低年齢児加配 10人程度 保育士資格・幼稚園教

諭免許のいずれか
㈪～㈮　8：30～17：15

〔内４～７時間〕 時給1,000円

保育園・こども園　事務休憩代替 ５人程度 保育士資格・幼稚園教
諭免許のいずれか

㈪～㈮　11：00～17：00
〔内４時間程度〕 時給1,000円

保育園・こども園　
　 早朝延長保育など補助・時差出

勤代替
20人程度

不問
※ 保育士資格があるこ

とが望ましい

㈪～㈮ 7：30～12：30　16：00～19：00
〔内１～４時間〕 時給

925円～1,150円㈯　7：30～19：00
〔内４～7.75時間〕

幼稚園　特別支援加配 10人程度
幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

㈪～㈮
①8：30～17：15　②8：30～16：15

①日給8,800円
②時給1,100円

長期休業中を除く　㈪～㈮
8：30～15：00〔内４～６時間〕

時給1,100円長期休業中を除く　㈪～㈮
9：00～14：00

〔内週４日は４時間、週１日は３時間〕

幼稚園　特別支援フリー ５人程度
幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

長期休業中を除く　㈪～㈮
8：30～15：00〔内４～６時間〕 時給1,000円

幼稚園　
　時差出退勤対応および事務代替 ５人程度

幼稚園教諭免許、養護
教諭、小学校教諭免許
のいずれか

長期休業中を除く　㈪～㈮
9：00～13：00または10：00～14：00

〔内３～４時間〕
時給1,000円

幼稚園　預かり保育担当 ６人程度
不問

※ 幼稚園教諭免許また
は保育士資格がある
ことが望ましい

㈪～㈮　14：00～18：00 時給
925円～1,150円

■こども課☎587－6052　締・選　随時

※資格・免許は平成30年３月末取得見込み可（見込み書を提出）

ルの操作ができる人　普自　賃880円/時　勤時①８：30 
～ 12：30　②12：30～17：00　③17：00～21：30　①②
③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

■野洲市学校給食センター☎589－1011　締・選（下記のとおり）
▽【嘱託調理師】嘱25人程度　締２/14・選２/17　資調理

師免許を有し、調理業務の経験者　報173,600円/月　勤
時８：15～16：15　週５日勤務

臨時職員共通【締２／19・選２／21】
※学校給食が実施されない夏休み等は勤務なし
▽【調理補助および洗濯・食器等洗浄作業員】臨２人程度
賃950円/時　勤時８：15 ～15：45

▽【調理補助および洗濯作業員】臨１人程度　賃950円/時
勤時８：15～12：15

▽【食器等洗浄および清掃・洗濯等作業員】臨３人　賃
950円/時　勤時13：30～17：30

■野洲図書館☎586－0218　締・選（下記のとおり）
▽【図書館司書】臨１人　締２/27・選２/28　資図書館司

書資格　賃7,600円/日　勤時９：30～18：15　週５日勤務
▽【図書整理員（土日勤務）】臨９人　締２/９・選２/13　賃

6,820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・選（下記のとおり）
▽【嘱託市史専門調査嘱託員】嘱１人　締２/15・選２/16
資大学で歴史学あるいは民俗学を専攻し、近世文書の解
読ができる学芸員資格を有する人　報172,400円/月　勤
時９：15～17：15　㈫～㈰までの内５日間勤務

▽【弥生の森体験学習指導員】臨３人　締２/12・選２/14　
資陶芸指導ができる人　賃6,820円/日　勤時８：30～17：15
㈯・㈰・㈷および春休み・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　締２/12・選２/14　
資ワード・エクセルの操作ができる人　賃6,820円/日　
勤時８：30～17：15　㈫～㈰までの内５日間勤務

■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7,363円/日　勤時８：30～17：15
　Ⓑ臨４人　選法面接、適性検査　資パソコン操作ができ

る人　賃6,975円/日　勤時８：30～17：15
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　現在、休止しております温水プール（すいむ８）の回数券の払い戻し手続きを
行っています。
　手続きの期限が迫っていますので今一度ご確認をお願いします。

受付日時…毎週火曜～日曜日　午前10時～午後５時（休館日は除く）
受付場所…総合体育館
持�ち�物…未使用の回数券と振込口座がわかるもの
※つづり番号のない券は、台紙です。回数券ではありません。
※還付金（返金）は、口座振込みとなります。
※詳細はお問い合わせください。
問い合わせ…総合体育館☎587－3477、FAX587－3276

　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への関心
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30年４月１日～平成31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協議会の会議に出席し、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
※応募者多数の場合は抽選します。

野洲市明るい選挙推進協議会委員を公募します

平成30年３月31日㈯まで

　市民のスポーツの推進に関し、スポーツの実技指導
や活動支援、スポーツ団体等の育成支援を図るための
指導・助言ができる意欲のある委員を募集します。

任　　期…平成30年４月１日～平成32年３月31日
募集人員…３人程度
応募資格…満18歳以上の市内在住・在勤者
　　　　　※市の附属機関等の公募委員を除く
応募・問い�合わせ…２月16日㈮までに所定の応募用紙

に住所、氏名、年齢、性別、電話番号（日
中応対ができること）、勤務先（市内在勤
者）、現在までスポーツ指導や活動等への
取り組み経験がある場合はその実績を記入

の上、「市の生涯スポーツの推進のために、
スポーツ推進委員として取り組みたいこ
と」（800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
で生涯学習スポーツ課（〒520－2395野洲
市小篠原2100番地1）☎587－6053、FAX587
－3835、Ｅメールsyougai@city.yasu.lg.jp

※ 提出されたレポート等を総合的に審査し選考します。
※選考結果は３月上旬に応募者全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
※詳細は市ホームページをご覧ください。応募用紙は
　各学区コミセン等に設置しています。

野洲市スポーツ推進委員を公募します

期限が迫っています！

総合体育館温水プール（すいむ８）回数券の払い戻し

つづり番号

暮らしの情報
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