
市内の在宅乳幼児と保護者の『遊び』『出会い』『交流』
『相談』の場となるよう開設、事業を実施しています。

■子育て支援センター

★きたの子育て支援センター
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226
■子育て広場（予約不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子でセンター内、
園庭で自由に遊べます。
毎週月曜～土曜日 10：00～12：00、13：00～16：00
※土曜広場開放日…４日、11日、18日、25日
【６月のわくわく遊び】「小麦粉粘土」 

　小麦粉を粉の状態から粘土になるまで、感触遊びを
楽しみます。色をつけて粘土になったら、いろいろな
ものを作って遊びましょう。汚れてもよい服装で来て
ください。
【０歳児サロンありんこ】３～11か月児の親子（要申込）
▽６月24日㈮ 14：00～15：00
内容…「水遊びのおもちゃ作り」
申し込み…６月１日㈬～17日㈮来所または電話で申し
込んでください。応募者多数の場合、抽選にいたしま
す。20日以降、来所又は電話で確認してください。
【パパデー】（予約不要）
▽６月11日㈯ 10：00～11：30、13：00～15：30
内容…「感触遊び」
　わくわく遊びの小麦粉に加え、片栗粉や石鹸を加え
ながら、いろいろな感触を楽しみましょう。広場の時
間にお越しください。
【おやつの日】（要予約）　先着10組
▽６月16日㈭ 14：00～15：00
　健康推進員さんにおやつの作り方を教えてもらいま
す。子どもたちにお手伝いをしてもらって、おいしく
頂きます。
持ち物…お茶、材料費50円、あれば三角巾、エプロン
申し込み…６月１日㈬来所または電話で申し込んでく
ださい。
■子育て相談　随時実施しています。

★あやめ子育て支援センター
　☎・FAX589 － 2928
■ ミックスクラブ（テーマや行事に沿った遊びをします。）
　対象年齢を設定していますが、対象年齢以外のお友
達にも遊びに来ていただけます。（予約不要）
▽６月６日㈪ 10：00～「簡単なおもちゃ作り」主に２
歳以上
▽６月７日㈫ 10：00～「簡単なおもちゃ作り」主に１
歳～２歳未満
▽６月８日㈬ 13：30～「赤ちゃんとするおもちゃ作り」
主に１歳未満　
持ち物…のり、手拭用おしぼり（６日、７日、８日）
▽６月13日㈪ 10：00～「６月のお誕生会」
　６月生まれだけではなく、みんなでお祝いしましょう。

▽６月17日㈮ 10：00～わんぱく＆ランチデー
　みんなで一緒にお弁当を食べましょう
持ち物…お弁当、お茶、おしぼり、シートなど
　お弁当を食べない人は11：30解散
■フレンド広場　（予約不要） 
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
ミックスクラブのない時間帯 10：00～16：00
土曜日 10：00～12：00
■子育て相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00
■子育て電話相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00
■個別相談事業（要予約）　毎週土曜日 13：00～16：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831
■にこにこ広場（予約不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜・金曜日 13：00～16：30
毎週火曜・水曜日 ９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日 ９：30～12：00
○ 火曜～木曜日は、最後に少しふれあい遊びをします。
■いどばた広場

【全年齢】（予約不要）
▽６月３日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
内容…ふれあい遊び、保護者交流、６月生まれお祝い
【双子・三つ子の会】（要予約）
▽６月６日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
■子育て支援講座

【ベビーマッサージ】（要予約：15人程度）
▽６月13日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…２ヶ月からハイハイする前の乳児親子
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…尾﨑朋子さん
申し込み…６月２日㈭～７日㈫来所または電話で申し
込んでください。※申込多数時調整有り、初回の人 
優先
【太極拳】（要予約）
▽６月20日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…新富邦子さん
申し込み…６月８日㈬～14日㈫来所または電話で申し
込んでください。
【リズム遊び】（要予約）
▽６月27日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
講師…北野輝重さん
申し込み…６月15日㈬～21日㈫来所または電話で申し
込んでください。
■子育て相談事業　毎週月曜～金曜日 ９：30～16：30
電話相談・個別面談（個別面談は要予約）
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象者…市内在住者（古物商除く）
　問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　受付時間…月曜～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
　※６月１日㈬～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成28年６月25日午前10時～正午
回収会場：市役所別館横電話ボックス付近　回収物：廃食油、牛乳パック、アルミ缶
環境課☎ 587－ 6003、エコロジーマーケットやすの会・増村☎ 586－ 1441

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格

239 県立守山中高の長袖ブラウス（女子用、 サイズBL） 未使用 1,500円

240 ひな人形（横50cm×縦80ｃｍ×高さ50cm） 中古 無料
243 クラビベース（グランドピアノの足の下に敷くもの） 中古 4,000円
244 濃縮酸素（アシックス、４本） 未使用 無料

245 剣道の竹刀（93cm・子ども用と117cmの２本）袋つき 中古 無料

247 祇王小学校体操服（上着1枚、ズボン２枚） 未使用 各2,000円

248 ファンヒーター安全ガード（横70cm×奥行き50cｍ×高さ80cm） 中古 無料

249 紳士スーツ（Ａ６、ネーム入り、黒に近い紺色） 中古 2,000円
250 紳士礼服（Ａ５、ネーム入り、黒） 中古 2,000円
251 炊き出し用鍋（直径35ｃｍ、高さ17ｃｍ） 未使用 1,000円
252 保温調理鍋（18cｍ）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
253 パスタゆで鍋（18cｍ）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
254 おんぶだっこ紐（赤色） 未使用 1,000円

255 ★カワイドリマトーン（エレクトーン、AC100V50/60Hz　9/W） 中古 無料

256 ★ランドセル２個（黒、ピンク） 中古 無料

257 ★イヌ用ゲージ（グレー色、全長90cm×幅60cm×高70cm） 中古 無料

258 ★麻雀パイ 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
811 チャイルドシート 無料
812 チャイルドシート 無料
814 布おむつ（新しいもの） 無料
815 男性服（春夏用、Mサイズ） 無料
817 スキーウェア（男の子、100cm～ 120cm） 無料
818 ガス炊飯器（保温機能付き） 無料
819 二段ベッド（大人用） 無料
820 スクールベストまたはニット（紺色かグレー、150ｃｍ以上） 無料
823 布団（シングル） 無料
825 自転車（大人用） 無料
827 ３合用炊飯器（５合でも可、保温機能付き） 無料
830 リヤカー（小サイズ、鉄製） 相談
831 自転車（大人用） 無料
832 圧力鍋（リケン製、１ℓ炊き、直径26.5ｃｍ） 1,000円
833 プリンター（キャノン、インク50シリーズ） 相談
835 自転車（大人用） 相談
836 ★幼児用自転車（４～５歳対象） 無料
837 ★洗濯機（メーカー不問） 無料
838 ★シニアカー（高齢者用電動自動車） 無料
839 ★ガスコンロ（３口、プロパン型） 無料
840 ★テレビ（地デジ放送が見れるもの・メーカー不問） 無料
841 ★つけもの石（12㎏、取手付き） 相談

　このコーナーは、広聴制
度で寄せられたご意見・ご
提案等を掲載しています。
問い合わせ…広報秘書課☎
587 － 6037、℻ 586 －
2200

【ご意見】
　以前にも投稿がありましたが、指定ごみ袋の価格を
下げることはできないでしょうか？
　他市は野洲よりも約半額程度の金額だそうですが、
委託先を他市から納品させてもいいと思っております。
　ごみ袋作成に関して、長年の慣習で契約しているの
であれば、２年毎の競争入札等で業者選定をしてはど
うでしょうか？
　市民にとっては毎日のことなので、どうか削減努力
してほしいです。
【回答】
　本市が定めているごみ袋の料金は、ごみ袋の作成経
費で設定しているのではなく、「受益者負担」の考え
のもと、ごみの収集・運搬・処分に係る全体の経費に
対し、ごみ処理手数料としてその一部をご負担いただ
く制度を採っています。
　負担割合につきましては、廃棄物減量等推進審議会
等で検討いただき、家庭系のごみ処理手数料について
は 20％とする答申を受けていますが、近隣市の負担状
況等も考慮して 14％に抑えた料金設定としています。
　ごみ袋の料金設定の方法は自治体によって異なって
おり、１リットル当たりで換算しますと、結果的に本
市とほぼ同額の近隣自治体もあれば、ご指摘のように
安い自治体もあります。ただ、ごみ処理には国の補助
制度はなく、料金が安いとするなら、その分は住民が
別の形で負担しておられることになります。
　現在、野洲市ではごみの収集運搬と処理について安
全・衛生と市民の便宜に配慮しつつ効率化を図ってい
ますが、それでもごみ収集・運搬・処理にかかる年間
経費は約８億円であり、その内、ごみ袋の手数料でい
ただいている総額は約１億円で、その差額約７億円は
税金により賄っています。本市の一般会計の年間予算
が約 200 億円の中で、約４％をごみ処理等の費用に充
てており、子育て支援や教育、福祉に回せる約７億円
の税収をごみの処理に使っていることになります。
　これ以上、ごみ袋の値段を下げ、税金を投入するこ
とは、上記施策に充てる費用に影響を与えることとな
ります。今後、こども園や新発達支援センターの整備、
認知症対策や介護予防事業等、子育て支援や高齢者支
援に関する事業を数多く実施する予定をしており、こ
のような状況を踏まえると、ごみ袋の値段を下げるこ
とは合理的な施策ではないと考えています。
　なお、広報紙でもお知らせしていますが、平成 28
年 10 月１日の新野洲クリーンセンターの操業に合わ
せ、プラスチック容器類（プラごみ）を可燃ごみとし
て熱回収（サーマルリサイクル）します。このことに
より、施設運営経費が約４千万円節減できるため、負
担率を考慮したうえで、ごみ袋の値段の一部を引き下
げることで還元することにしています。
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