
市長メッセージ　　～ まちの動き　市民の皆さんへ ～

第３次野洲市子どもの読書活動推進計画（案）に対する意見募集

閲覧期間…２月１日㈯～21日㈮

　　　　　※各閲覧場所の執務時間内に限る

閲覧場所… 生涯学習スポーツ課、市役所本館情報公開

コーナー、市民サービスセンター、野洲図

書館、各コミュニティセンター、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

　市教育委員会では、子どもが自ら進んで読書を行う習慣を身につけることができるよう、子どもの読書活動を

推進していくための指針として、第３次野洲市子どもの読書活動推進計画の策定を進めています。

　計画の内容をより良いものにするため、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。

※ 提出されたご意見は参考とさせていただきます。回答は後日、市ホームページ等に掲載します。

◇◆ 災害時の避難場所の充実 ◆◇

　台風、洪水、地震などの自然災害の頻度と強度

が近年高まっています。一昨年の西日本豪雨と北

海道の地震、昨年の関東甲信越東北の台風災害な

ど、災害史を塗りかえる記録的災害が発生してい

ます。高齢化も被害を大きくする要因になってい

ます。

　野洲市でも平成25年の台風18号では、多くの浸

水被害が発生し、市の避難所に約650人が避難され

ました。

　市民および事業者の危機意識も一段と高まって

います。市では防災対策の強化を図るとともに、

避難場所の確保も進めています。避難場所は、一

般的にはコミュニティセンターや学校、園などの

公共施設を位置付けています。

　避難場所に関しては、専用の施設を整備しては

というご意見をいただくことがあります。しかし、

避難場所は多くとも年に数回、何年間に数回といっ

た非常時に必要になるものです。その時に改めて

清掃や空調、水回りの点検修理をするのでは間に

合いません。そのため、日常利用されている公共

施設などを位置付けています。

　これらに加えて、最近は市内の企業・事業所に

よる施設の協力が増えています。協定の都度、広

報紙などでもお知らせしていますが、社員食堂な

どをご協力いただくケースが増えています。これ

らのご協力も市民の皆さんの安全確保と安心につ

ながっています。

◇◆ 計画を身近なものに ◆◇

　年初のあいさつでも触れましたが、来年度にか

けて、数多くの計画の策定や見直しを進めていま

す。これらの作業には市民の代表や専門家にご参

加いただき、公開の場で議論を経て、最終段階で

はパブリックコメント制度で広く

市民の皆さんのご意見をお伺いし

ます。

　新しい計画としては、都市公園

の整備のための計画、国土強靭化地域計画、災害

廃棄物処理計画、商工業振興のための計画、永原

御殿の国史跡化に伴う保存活用計画などがありま

す。また、見直しでは、総合計画、地域福祉計画、

子育て支援計画などがあり、約30haの市街化区域

拡大を盛り込んだ都市計画の見直しも進めていま

す。

　計画とは、将来実現しようとする目標や目的を

明らかにして、その実現や達成のための手段（事

業）とスケジュールを一体的に定めたものです。

その意味で、市の計画は、市民との約束であり市

民の期待を担保するものです。

　これまで進めてきた、学校の耐震化、こども園

や学童保育所の整備も計画を立てて進めてきまし

た。市民病院や国道８号野洲栗東バイパス整備も

同様です。

　これからの計画策定と見直しにあたっては、で

きるだけ簡明で目的意識が明確なものとなるよう

に工夫に努めます。

◇◆ 市民病院実施設計の見直しと工事発注 ◆◇

　建設工事の契約が成立しなかった市民病院整備

について、先月20日の市議会臨時議会で実施設計

改訂作業の予算を議決いただきましたので、速や

かに作業を進め、改めて工事発注を行います。改

訂にあたっては、現行の計画と設計を基本にして、

昨年７月からの市民病院の運営経験、医療制度の

動向などを踏まえ、建設費は当初の85億円以内と

し、必要な機能を改めて明確にして進めます。

野洲市長　山仲 善彰
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野洲市みどりの基本計画検討委員会委員を公募します

　市では、野洲市みどりの基本条例に基づき、市内のみどりの保全および緑化の推進に関する事項について調査

検討していただくため、令和２年度に「野洲市みどりの基本計画検討委員会」を設置する予定です。

　今回、この検討委員会で広くご意見をいただける委員を募集します。

任　　期…令和２年４月１日～令和４年３月31日　　募集人数… ２人以内

応募資格… 次の①～③全てに該当する人

　　　　　①令和２年４月１日現在、満18歳以上の市内在住者で、緑化に関する知識や経験、関心がある人

　　　　　②年３～４回程度開催（平日の日中、２時間程度）する会議に継続して出席できる人

　　　　　③国・地方公共団体の議員または常勤の職員でない人

応募・問い 合わせ…２月17日㈪までに住所、氏名、年齢、生年月日、性別、電話番号を記入の上、「野洲市内の緑

化の形成に向けて取り組むべきこと」※緑化について有する知識や経験等についても盛り込んでくだ

さい。／（800字以内／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都市

計画課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6324、FAX586－2176、Ｅメールtosi@city.yasu.

lg.jp

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。　※選考結果は、応募者全員に通知します。

※提出書類は返却しません。　※委員会への出席者に報酬をお支払いします。

野洲市明るい選挙推進協議会委員を公募します

　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…令和２年４月１日～令和３年３月31日　※再任可　　募集人数… 11人

応募資格… 選挙権を有する市内在住者

業務内容… ◦ 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11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

※応募多数の場合は抽選します。

　６月７日㈰開催予定の「やすまる広場」に参加する団体・個人を募集しています。

　「やすまる広場」とは、市民の知恵と力を集めて開催する手作りのお祭りです。市民団体、サークル、企業等に

よる活動発表や交流、体験など「親子で楽しめるイベント」が盛りだくさん！日ごろの活動などを紹介してみませ

んか？

※ パネル紹介する団体も募集しています。参加していただける場合は、運営協

力もお願いしています。

※出店場所等は、実行委員会で調整します。

※「やすまる広場」のイベント概要は「広報やす」５月号に掲載します。

申し込み ・問い合わせ…３月31日㈫までにやすまる広場実行委員会

　　　　　　　　　　　（市民サービスセンター内）☎589－6430、FAX589－6438、Ｅメールmadoguti@city.yasu.lg.jp

～ おもいやりの心で みんなでつながろう やすまるの輪 ～

第12回 やすまる広場2020 参加団体（個人）を募集しています

暮らしの情報
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（10ページに続く）

■地域包括支援センター☎588－2337　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
▽【給付管理事務】１人　報942円/時　勤時９：00～17：

00　週５日勤務
▽【保健師、看護師（介護予防業務）】若干名　資保健師、

看護師のいずれかの免許　報1,406円/時　勤時１出動３
時間　月４～10日程度勤務

▽【管理栄養士（介護予防業務）】若干名　資管理栄養士
免許　報1,461円/時　勤時１出動３時間　月４～10日程
度勤務

▽【歯科衛生士（介護予防業務）】若干名　資歯科衛生士
免許　報1,406円/時　勤時１出動３時間　月４～10日程
度勤務

▽【介護予防ケアマネジメント業務】３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240,700円/月　勤時９：00～
17：00　週５日勤務　

▽【保健師、看護師、（在宅医療･介護連携推進業務）】２
人　資保健師、看護師のいずれかの免許　報1,406円/時
勤時１出動４時間　週４日勤務

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788　締２/17・選２/18　
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、母子保健業務）】１人　資保
健師免許　報200,880円/月　勤時８：30～17：15　週４
日勤務

▽【助産師（母子保健業務）】１人　資助産師免許　報1,461
円/時　勤時８：30～17：15　週４日程度勤務

▽【助産師（母子保健業務、新生児訪問業務）】若干名　
資助産師免許（健診、相談業務）　報1,461円/時、（新生
児訪問）１件当たり3,800円

▽【看護師（保健予防業務、母子保健業務）】若干名　資
看護師免許　報1,406円/時　勤時１出勤４時間　月５日
程度勤務

▽【管理栄養士（栄養指導業務）】若干名　資管理栄養士
免許　報1,461円/時　勤時１出勤３～４時間　月２日程
度勤務

▽【歯科衛生士（歯科保健指導業務）】若干名　資歯科衛
生士免許　報1,406円/時　勤時１出勤３時間　月２～３
日程度勤務

▽【保健師（母子保健業務）】若干名　資保健師免許　報
1,461円/時　勤時１出勤４時間　月５日程度勤務

▽【精神保健福祉士等（地域精神保健福祉業務：面接等に
よる相談支援·電話相談）】１人　資精神保健福祉士また
は保健師のいずれかの免許　報1,461円/時　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：自立支援調
査訪問）】１人　資精神保健福祉士免許　報1,461円/時　
勤時８：30～12：30　月８日程度勤務

▽【一般事務（成人保健業務）】１人　報942円/時　勤時
８：30～17：15　週４日勤務

▽【一般事務（予防接種業務）】１人　報942円/時　勤時
９：00～17：00　週５日勤務

▽【保健師（育休代替）】１人　資保健師免許　報1,461円/
時　勤時９：00～17：00　週５日勤務

▽【管理栄養士（保健予防業務）】１人　資管理栄養士免
許　報200,880円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

■野洲クリーンセンター☎588－0568　締２/13・選２/18
▽【環境指導員（廃棄物適正指導）】１人　資エクセル・ア

クセスの操作ができる人　給165,900円/月　勤時８：30～
17：15　㈪～㈯のうち、週５日勤務および県下一斉清掃日
㈰８：30～14：00 

▽【減量指導員（廃棄物減量指導）】１人　資エクセル・ア
クセスの操作ができる人　給165,900円/月　勤時８：30～
17：15　㈪～㈯のうち、週５日および県下一斉清掃日㈰８：
30～14：00

▽【施設管理員（軽作業·受付）】２人　資ワード・エクセルの
操作ができる人　報942円/時　勤時８：30～17：15　㈬～
㈪のうち、㈯・㈰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２/17・選２/20
▽【一般事務】１人　資ワード・エクセルの操作ができる

人　報942円/時　勤時９：00～17：00　週５日勤務
▽【一般事務】２人　資ワード・エクセルの操作ができる

人　報942円/時　勤時10：00～15：00　㈬～㈪のうち、
㈯・㈰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２/14・選２/17
▽【一般事務】１人　資ワード・エクセルの操作ができる

人　報942円/時　勤時９：00～17：00　週５日勤務
■学校教育課☎587－6017　締・選（下記のとおり）
▽【学校教育支援員（特別支援教育担当）】26人　締２/14
　・選２/18　資幼稚園教諭、小学校教員、中学校教員の

免許　報1,261円/時　勤時週30時間、年間38週　勤場市
内小・中学校

▽【外国籍児童生徒等日本語指導支援員（ポルトガル語）】
１人　締２/14・選２/17　資ポルトガル語の通訳ができ
る人　報1,261円/時　勤時週24時間、年間40週　勤場祇󠄀
王小学校

▽【外国籍児童生徒等日本語指導支援員（中国語）】２人
締２/14・選２/17　資中国語の通訳ができる人　報1,261
円/時　勤時週20時間、年間40週　勤場北野小学校

▽【外国籍児童生徒等日本語指導支援員（中国語）】１人
締２/14・選２/17　資中国語の通訳ができる人　報1,261
円/時　勤時週10時間、年間40週　勤場野洲中学校

▽【英語指導支援員】４人　締２/14・選２/18　資英会話
および英語の通訳ができる人　報1,512円/時　勤時週20
時間、年間38週　勤場中主小学校、祇󠄀王小学校、野洲小
学校または北野小学校

▽【英語指導支援員】２人　締２/14・選２/18　資英会話
および英語の通訳ができる人　報1,512円/時　勤時週10
時間、年間38週　勤場篠原小学校または三上小学校

▽【医療的ケア支援員】１人（２人１組での申し込み可）
締２/14・選２/19　資看護師　報1,406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（特別支援教育コーディネーターマネ
ジメント加配）】４人　締２/14・選２/19　資小学校教
員、中学校教員（音楽または家庭）、高等学校教員（音
楽または家庭）のいずれかの免許　報1,512円/時　勤時
週30時間、年間38週　勤場市内小学校　※中学校は３月
に募集予定

▽【学校教育指導員（通級指導教室）】１人　締２/14・選
２/19　資中学校教員免許を有し、かつ通級指導教室担
当や特別支援学級の担任等の経験がある人　報2,007円/
時　勤時週30時間、年間38週　勤場中主中学校

▽【心のオアシス相談員】７人　締２/14・選２/17　資教
育相談機関、小学校または中学校の実務経験がある人　
報1,008円/時　勤時週12時間、年間35週　勤場中主小学
校、祇󠄀王小学校、野洲小学校、北野小学校、中主中学校、
野洲中学校または野洲北中学校

▽【スクールソーシャルワーカー·スーパーバイザー】１人
締２/14・選２/18　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、技術および経験を有すると認める人で、スクー
ルソーシャルワーカーや教職員等に対し指導助言が行な
えると認める人　報5,000円/時　勤時週３時間、年間38
週　勤場学校教育課・市内小・中学校

▽【スクールソーシャルワーカー】５人　締２/14・選２
/21　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　報3,500円/時　勤時週８時間、年間
38週および週３時間、年間12週　勤場市内小・中学校

▽【スクールサポートスタッフ】９人　締２/14・選２/21
資不問　報1,008円/時　勤時週15時間、年間38週　勤場
市内小・中学校

▽【小·中学校給食配膳員】13人　締２/14・選２/17　資不
問　報942円/時　勤時10：30～15：00　勤場市内小・中
学校

▽【中学校用務員補助】３人　締２/14・選２/17　資不問
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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、報…時給職員・月額職員

（パートタイム）、給…月額職員（フルタイム）、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）
▽【障がい者雇用（一般事務補助）】１人　締２/14・選２

/26　資ワード・エクセルの操作ができる人　報942円/
時　勤時９：00～16：00　週５日勤務　勤場配属課未定

▽【一般事務】臨５人程度　締２/25・選２/26　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　報942円/時　勤時９：
00～17：00　週５日勤務　勤場配属課未定

■市民交流センター☎589－5000　締２/14・選２/18
▽【子育て人権指導員】１人　資保育士資格または幼稚園

教諭免許を保有し、かつ勤務経験のある人、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　報957円/時　勤時９：00～14：00　週５日勤務

▽【人権文化指導員】１人　資小学校または中学校教員免
許を保有し、かつ勤務経験のある人、来館者（小学生以
下の児童および保護者等）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　報1,261円/時　勤時13：15～17：15　（春・
夏・冬休み期間中は８：30～17：15）　週５日勤務

▽【生活・就労指導員】１人　資地域住民の生活や就労に関
する相談対応、関連機関との連携、ワード・エクセルの操
作ができる人　普自　報174,400円/月　勤時９：15～17：15
週５日勤務

■市民課☎587－6086　締２/18 ・選２/19
▽【一般事務（個人番号カード交付等業務）】３人　資ワー

ド・エクセルの操作ができる人　報942円/時　勤時９：
00～17：00　週５日勤務、月に１～２回休日勤務あり

■市民生活相談課☎587－6063　締・選（下記のとおり）
▽【相談支援包括化推進員】１人　締２/26・選２/27　資

生活困窮支援もしくは相談窓口での勤務経験が１年程度
ある人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自　報
957円/時　勤時８：30～16：30　週５日勤務

▽【相談支援員・就労支援員】２人　締２/12・選２/13　
資社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事またはキャ
リアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー等の
いずれかの資格を有する人または同等以上の能力があり
相談支援の経験が１年程度ある人、ワード・エクセルの
操作ができる人　普自　報251,100円/月　勤時９：00～
17：00　週５日勤務

■社会福祉課☎587－6024　締２/18 ・選２/20
▽【一般事務（生活保護事務等補助）】１人　資ワード・

エクセルの操作ができる人　報942円/時　勤時８：30～
16：30　週５日勤務

■障がい者自立支援課☎587－6087　締・選（下記のとおり）
▽【障がい認定等訪問調査員】１人　締２/５・選２/７　

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、介護福祉士、介護支援専門員のいずれかの資
格（免許）を有する人または都道府県が主催する障害支
援（程度）区分認定調査員研修を修了した人、ワード・
エクセルの操作ができる人　普自　報158,720円/月　勤
時８：30～17：15　週４日勤務

▽【手話通訳員】１人　締２/25・選２/26　資手話通訳士
または手話通訳者（都道府県認定試験または手話通訳者
全国統一試験）の資格を有する人、ワード・エクセルの
操作ができる人　普自　報181,200円/月　勤時８：30～
17：15　週４日勤務

▽【福祉相談員】１人　締２/25・選２/26　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
護福祉士、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）を有し、かつ障
がい者相談の経験が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202,400円/月　勤時９：00
～17：00　週５日勤務

■発達支援センター☎587－0033　締２/19・選２/20
▽【療育指導員】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）を有し、
かつ療育または障がい児保育の経験のある人　普自　給
202,400円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務　

▽【心理判定員】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、かつ発達障がいに精通している
人で臨床経験が２年以上ある人　普自　報200,880円/月
　勤時８：30～17：15　週４日勤務

▽【療育指導員】２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　報1,008円/時　勤時８：30～12：30　週５日
勤務

▽【社会参加促進事業指導員】２人　資社会福祉士、社会
福祉主事、保育士、教員のいずれかの免許（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　報1,008円/時　勤時13：00～16：00　週３日勤務

▽【おやこ教室指導員】３人　資幼稚園教諭、保育士のい
ずれかの免許（資格）　普自　報1,008円/時　勤時８：30
～15：30　㈮のうち、月１～２日勤務

▽【巡回発達相談補助員】１人　資保育士資格　普自　報
1,008円/時　勤時９：00～16：00　月６日勤務

■子育て家庭支援課☎587－6884　締２/17・選２/19
▽【一般事務】１人　資ワード・エクセルの操作ができる

人　報942円/時　勤時９：00～17：00　週５日勤務
■家庭児童相談室☎587－6140　締・選（下記のとおり）
▽【家庭児童相談員】２人　締２/18・選２/20　資社会福

祉士、社会福祉主事、保健師、保育士、教員のいずれか
の資格（免許）を有し、かつ児童福祉業務の経験が２年
以上ある人、ワード・エクセルの操作ができる人　普自
報181,200円/月　勤時８：30～17：15　週４日勤務

▽【養育支援訪問員】１人　締２/19・選２/21　資保健師、
助産師、看護師、保育士、児童福祉士、児童指導員のい
ずれかの免許（資格）を有し、かつ母子保健業務または
児童福祉業務の経験が２年以上ある人、ワード・エクセ
ルの操作ができる人　普自　報181,200円/月　勤時８：
30～17：15　週４日勤務

■子育て支援センター☎518－0830　締２/７・選２/12
▽【保育士】１人　資保育士資格を有し、かつ経験のある

人　給202,400円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務
■高齢福祉課☎587－6074　締２/13・選２/20
▽【介護保険認定調査員】１人　資保健師、看護師、社会

福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のいずれかの免許
（資格）　普自　報200,880円/月　勤時８：30～17：15　
週４日勤務

▽【介護認定事務補助】１人　資ワード・エクセルの操作
ができる人　報942円/時　勤時９：00～17：00　週５日
勤務

令和２年度

会計年度任用職員募集！
★ 雇用期間… 令和２年４月１日～令和３年３月31日
　　　　　　（再度の任用の可能性あり　最大４回）
★各資格・免許は令和２年３月末取得見込者含む
★週30時間以上勤務のある場合、期末手当の支給あり
★通勤手当…月額職員／正規採用職員に準じる
　　　　　　時給職員／日額150円（2km以上～10km未満）、
　　　　　　　　　　　日額250円（10km以上～20km未満）、
　　　　　　　　　　　日額350円（20km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、面接、作文

★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

　また、重複申し込みされる場合は、各課へ申し出ください。
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報942円/時　勤時６：30～８：30または７：00～９：00
および17：00～19：00　勤場市内中学校

▽【小·中学校用務員】３人　締２/14・選２/19　普自　給
146,100円/月　勤時７：40～16：20（小学校）または８：
20～17：05（中学校）　勤場市内小・中学校

■ふれあい教育相談センター☎587－6925　締・選（下記のとおり）
▽【適応指導教室指導員】１人　締２/12・選２/13　資小

学校または中学校教員免許　普自　報171,974円/月　勤時
９：15～17：15　週５日勤務

▽【適応指導教室指導補助員（メンタルフレンド）】４人　
締２/12・選２/13　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　報942円/時　勤時10：30～
14：30　週１日勤務

▽【ことばの教室指導員】１人　締２/12・選２/13　資言語
聴覚士、保育士、幼稚園教諭、小学校教員のいずれかの免
許（資格）を有し、かつ幼児児童の言語指導の経験が３年
以上ある人　普自　報200,880円/月　勤時８：30～17：15
週４日勤務

■スポーツ施設管理室☎587－3477　締・選（下記のとおり）
▽【施設管理補助 ･ 一般事務】４人以上　締２/６・選２/

７　資ワード・エクセルの操作ができる人　普自　報942
円/時　勤時①８：30～12：00　②８：30～16：00　③
９：00～13：00　④13：00～17：00　施設ごとのシフト
制　㈯・㈰・㈷の勤務あり　勤場総合体育館、中主B&G
海洋センター

▽【施設管理員】４人　締２/15・選２/17　資ワード・エ
クセルの操作ができる人　普自　給174,400円/月　勤時
①８：30～17：15　②12：45～21：30　施設ごとのシフ
ト制㈯・㈰・㈷の勤務あり　勤場総合体育館、中主Ｂ＆
Ｇ海洋センター

■学校給食センター☎589－1011　締２/14・選２/19
▽【調理師】３人程度　資調理師免許を有し、かつ調理業

務の経験がある人　報175,135円/月　勤時８：15～16：
15　週５日勤務

▽【栄養士】１人　資栄養士免許　給204,200円/月　勤時
８：00～16：45　週５日勤務

（以下４職種作業員共通）　
　学校給食が実施されない夏休み等は勤務なし。ただし、

研修等、特別な事情がある場合、出勤あり
▽【調理補助 · 洗濯 · 食器等洗浄作業員】２人　報1,008円/

時　勤時８：15 ～15：45　週５日勤務
▽【調理補助 · 洗濯作業員】３人　報1,008円/時　勤時８：

15～12：15　週５日勤務

▽【食器等洗浄·清掃·洗濯等作業員】３人　報1,008円/時　
勤時13：30～17：30　週５日勤務

▽【調理補助 · 洗濯 · 食器等洗浄作業員】２人　報1,008円/
時　勤時①８：15～16：15　②８：15～12：15　③13：
15～16：15のいずれか　週14時間勤務

■野洲図書館☎586－0218　締・選（下記のとおり）
▽【図書館司書】２人　締２/12・選２/14　選法面接、専

門試験（筆記）　資図書館司書資格　普自　報198,400円/
月　勤時９：30～18：15　㈫～㈰のうち、週５日勤務

▽【図書館司書（育休代替）】１人　締２/18・選２/18　資
図書館司書資格　報985円/時　勤時９：30～17：30　㈫
～㈰のうち、週５日勤務

▽【一般事務】１人　締２/12・選２/18　資ワード・エクセ
ルの操作ができる人　報942円/時　勤時９：30～17：30
㈫～㈰のうち、週５日勤務

▽【一般事務】１人　締２/12・選２/14　選法面接　資ワー
ド・エクセルの操作ができる人　報942円/時　勤時９：
30～17：30　㈫～㈰のうち、週１日勤務

▽【図書整理員】９人　締２/14・選２/18　選法面接　報
942円/時　勤時㈯・㈰９：30～18：15　月３日程度勤務

■歴史民俗博物館☎587－4410　締２/11・選２/13
▽【弥生の森体験学習指導員】３人　資陶芸指導ができる人

報942円/時　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】１人　資ワード・エクセルの
操作ができる人　報942円/時　勤時９：00～17：00　㈫
～㈰のうち、週５日勤務

■文化財保護課☎589－6436　締２/17・選２/18
▽【文化財調査補助員Ⓐ・Ⓑ】Ⓐ１人　選法実技、面接　資

調査補助員の実務経験が２年以上ある人、ワード・エクセ
ルの操作ができる人　報957円/時　勤時８：30～17：00　
週５日勤務　Ⓑ３人　選法面接　資ワード・エクセルの
操作ができる人　報942円/時　勤時８：30～17：00　週
５日勤務

市有地を売却します！

売 却 方 法… 競争入札（売買予定価格以上で最高価格による有効な入札書を投入した者を【落札者】として決定）

入札参加資格…個人または法人

入札日時・場所…３月12日㈭　午前10時～／市役所本館２階庁議室

申 込 書 類…総務課にて配布します。　※市ホームページからダウンロード可

申し込み・問い合わせ…２月３日㈪～21日㈮までに総務課☎587－6038、FAX587－4033

　　　　　　　　　　　（受付／午前８時30分～午後５時15分　土曜・日曜日、祝日は除く）

番
号 物　件 面　積 地　目 用　途 容積率 建ぺい率

売買予定価格

（最低売払価格）

１
小篠原字志礼

1409番20
19.80㎡ 宅地

市街化区域

（第一種住居地域）
200% 60% 1,584,000円

２
小篠原字東今

1475番
   98㎡ 雑種地

市街化区域

（第一種住居地域）
200% 60% 7,472,500円

2020.2　広報やす　　10



募集戸数…８戸（入居予定日／４月上旬）

申込資格（主なもの）…

次の①～⑥を全て満たす人

　① 市内に３カ月以上住所があるか、市内に６カ月以上勤務している人

　② 税金等を滞納していない人

　③ 現に同居している、または同居しようとする親族がある人

　④ 入居予定者全員の収入月額の合計が原則158,000円以下の人

　⑤ 住宅に困窮している人

　⑥ 申込者および同居人が暴力団員(※)でないこと

　（※）暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

募集期間…２月３日㈪～14日㈮　午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日は除く）※持参に限る。

募集団地一覧…

団地名 号棟 階 目 的 構 造 使用料（令和元年度） 学校区 備 考

１ 小篠原団地 － １ 老人 ３DK 16,100円～ 野洲 EV無／駐車場有

２ 小篠原団地 － ２ 一般 ３DK 16,100円～ 野洲 EV無／駐車場有

３ 永原第1団地 ３ １
老人・身体障がい者

（単身可）
２DK 19,900円～ 祇󠄀王

EV無／駐車場有
（事故住宅）

４ 新上屋団地 1 ３ 一般 ２DK 20,400円～ 祇󠄀王 EV無／駐車場有

５ 新上屋団地 ２ １ 老人・身体障がい者 ３DK 24,000円～ 祇󠄀王 EV有／駐車場有

６ 新上屋団地 ４ ３ 一般 ２DK 21,500円～ 祇󠄀王 EV有／駐車場有

７ 木部団地 － １ 老人・身体障がい者 ２DK 21,400円～ 中主 EV有／駐車場有

８ 吉地団地 ２ ３ 一般（単身可） ２DK 19,700円～ 中主 EV無／駐車場有

○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考します。

○ 使用料は、すべての入居者の所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等の

改正により、毎年変更される可能性があります。

○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円／月の使用料が必要です。

○別途共益費が必要です。

申し込み・問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX586－2176

市 営 住 宅 入 居 者 募 集

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達試験

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のと

おり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時

警報システム（Ｊアラート）(※)を用いた試験で、野洲

市以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達試

験が行われます。

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）◦ 野洲市メール配信サービスでもテスト配信を行

います。（データ放送、緊急速報メール等の配

信は行いません。）

　　◦ 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・気象や武力攻撃など

の緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛星などを通

じて瞬時に伝達するシステムです。

問い合わせ…危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

２月19日㈬　午前11時ごろ

暮らしの情報
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　合葬墓とは１つのお墓に多くの焼骨を一緒に埋蔵する共同のお墓です。４月に供用開始を予定しています。

　供用開始に先立ち、内覧会を開催するとともに、施設の利用概要をご案内します。

デザインコンセプト

　野洲市さくら墓園合葬墓は墓園の木立のなかにあります。そこに参

拝者のための通路が大地を彫刻するかのように作られています。参拝

の場の正面には、野洲市の象徴である三上山の雄大な姿が見えます。

ここでは三上山という地域のシンボルに見守られ、木立のなかに眠る

魂と向き合うことができます。

デザイン監修　滋賀県立大学教授　白井宏昌+村上修一

 内　覧　会 ： ３月14日㈯  ①午前10時～ ②午後２時～

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　※予約不要

 埋葬・改葬 ： ２月25日㈫より随時受け付け

 生前登録申し込み：２月25日㈫～３月19日㈭

　●合葬墓（埋蔵可能数：焼骨 2,000体）

　　焼骨を骨袋へ納めて共同で埋蔵します。

　　※埋蔵した後は焼骨を返還することはできません。一度埋蔵した焼骨は他の墓地等へ改葬できません。

　●記名板（希望者のみ）

　　記名板の使用は、希望される人のみとなります。

　　※埋蔵後に申し込みすることもできます。設置日の指定はできません。

　●参拝方法

　　参拝スペースでお参りしてください。また、献花、焼香等火気使用は行っていただけますが、お帰りの際に

　　はお持ち帰りください。（献花台、焼香台はご用意しておりませんので、各自でご用意ください。）

【 埋葬・改葬 】　　２月25日から随時受け付けします。
　　納骨日は環境課と事前に調整し、日時を決定します。

　　申込者（生前登録にあっては埋蔵指定者またはそれに類する人）により焼骨を骨袋へ移し、直接埋蔵してい

　　ただきます。

　　焼骨以外の埋蔵は認めておりません。誤って投入された場合であっても、カロートから取り出すことはでき

　　ません。

　　（注）土葬されているご遺骨を納骨する場合は事前に火葬する必要があります。

　●使用資格、使用料金　

　　　※申請書類等詳細はお問い合わせください。

【 生前登録 】　
　　自己の死亡後に焼骨を合葬墓に埋蔵することを希望される人は生前に登録を行うことができます。

　●生前登録資格、登録手数料

資　格 使用料

生前登録 市内に住所を有する人
 1,000円／５年
 ※更新可（1,000円／５年）
 ※ 登録抹消となった場合でも、手数料の返金はできません。

◇ 施設の利用概要 ◇

申し込み・問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

野洲市さくら墓園に合葬墓が完成します!!

イメージ図

　★☆★ 生前登録第１期募集 ★☆★

　受付期間…２月25日㈫～３月19日㈭　午前８時30分～午後５時15分　（土曜・日曜日は除く）　※郵送可（必着）

　受付場所…環境課　　募集内容…生前登録 100件

　申し込み… 申込書に必要事項を記入の上、受付期間内に提出してください。　※応募多数の場合は抽選します。

　※申込書は、環境課、北部合同庁舎に設置しています。市ホームページからダウンロード可

　※詳細は、お問い合わせください。

資　格 使用料

 埋蔵および改葬
市内に住所を有する人で、現に焼骨をお持ちの人 100,000円／体

※ さくら墓園永代使用墓所の区画を返還して改
葬する場合は半額

死亡当時に市内に住所を有していた死亡者の焼骨
をお持ちの人

 記名板（石製） 合葬墓に埋蔵された人
 30,000円／枚（プレートサイズ縦20㎝×横７㎝）

「氏名、没年月日（和暦）、没年齢」または「〇〇家、
住所（野洲市の住所に限る）」
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ピー・アンド・ジー
滋賀工場

野洲事業所

西横関

第一三共㈱ より 旧三共㈱ 野洲川工場跡地等の

土壌 ・ 地下水調査の結果報告を受けました

　第一三共㈱（旧三共㈱）が旧三共㈱野洲川工場跡地および野洲川河川敷

において土壌・地下水の調査を実施し、その結果について報告を受けまし

たのでお知らせします。

　当該工場閉鎖後、平成18年～平成20年に第一三共㈱は当該工場跡地の敷

地内において汚染土壌の洗浄処理や掘削・除去等の土壌汚染対策工事を実

施し、工事終了後、敷地周辺に観測井戸を設け地下水のモニタリング調査

を継続してきました。

　当該地の西側にある観測井戸においてPOPs農薬エンドリン※１の環境管

理指針値※２（以下、指針値という）を超過する値が継続して検出されるこ

とから調査を実施されました。

　なお、指針値を超過した地下水は活性炭処理等により指針値以下にし、

放流されています。

※１ エンドリンとは、昭和29年～昭和50年に農業用殺虫剤等として広く用いられていた農薬の成分ですが、POPsに関するス
トックホルム条約の対象物質に指定され、製造・使用が禁止されました。

※２ 環境管理指針値とは、１日２ℓの地下水を毎日飲用し続けても健康に影響を及ぼさない値の10分の１の値で設定されてお
り、エンドリンは0.53μg/ℓとなっています。

【調査期間】　平成30年３月～令和元年９月

【調査箇所】　 旧三共㈱野洲川工場跡地内西側観測井戸周辺および敷地外である野洲川河川敷　　　　　　　　

全156地点（約10,000㎡）

【調査結果】　 エンドリンによる指針値超過は地図に示された範囲であることが特定され、約5,000㎡（49地点：

土壌溶出量）でした。当該敷地内での最大値が土壌溶出量で120μg/ℓ（深さ１ｍ）、野洲川河川

敷での最大値が土壌溶出量で26μg/ℓ（深さ２ｍ）でした。

　　　　　　　　 ★ 第一三共㈱の見解では、指針値超過範囲のうち、当該敷地内については地表面がアスファル

トで覆われており、フェンスにより仕切られた立入禁止区域となっていること、野洲川河川

敷については堤防内に留まっていること、地下水についても指針値超過範囲が特定されてお

り、その外側では指針値を下回っていることから、エンドリンが当該範囲より広がる可能性

は低いと考えられています。

【今後の対応】　 第一三共㈱が土壌汚染対策を所管する滋賀県と協議したうえで改善に向けた対策を行います。  

また、野洲川河川敷での対策については河川管理者である国土交通省との協議を進めていくとの

報告を受けています。

　市としては原因者である第一三共㈱に対し、土壌汚染対策等の所管機関である滋賀県、野洲川の管理者である

国土交通省と連携し、引き続き、市民の安全・安心を最優先とした対策となるよう求めていきます。

問い合わせ…市環境課☎587－6003、FAX587－3834　第一三共㈱☎03－6225－1111

舗装修繕工事に伴う通行制限のお知らせ

　市道大篠原入町線の舗装修繕工事に伴い、通行

規制を行います。工事期間中はご迷惑をおかけし

ますが、ご協力をお願いします。

規制時間…昼夜間連続片側交互通行

規制期間… ２月10日㈪～21日㈮

　　　　　（うち６日間程度）　

※天候、工程により、変更になる可能性があります。

問い合わせ…道路河川課

　　　　　　☎587－6323、FAX586－2176

暮らしの情報
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