
市内にある3か所の子育て支援センターでは、0歳か 
らの在宅（未就園）児を対象に下記の催しを実施し 
ています。詳しくは、各支援センターにお問い合わせ
ください。

■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（未就園）児の親子でセンター内、
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…５日、19日（パパデー）、26日
【12月のわくわく遊び】「クッキング」

　簡単な調理をしたり、ランチデーを設けたりします。
詳しくはセンターにお問い合わせください。
■【０歳児サロンありんこ】｢ピザづくり｣（要予約）
▽12月18日㈮ 14：00～15：00
持ち物…参加費１人100円、エプロン、三角巾
申し込み… 12月11日㈮までに来所または電話で申し込

んでください。応募者多数時抽選、14日以
降に確認してください。

■【パパデー】｢クリスマスパーティー｣（要予約）
▽12月19日㈯ 11：00～13：00
　パパと一緒にプレゼント交換やゲームを楽しみま
しょう。お昼ごはんも作って一緒に食べます。
持ち物… 参加費１人200円、プレゼント（子ども１人

100円以内の品物）、エプロン、三角巾
申し込み… 12月15日㈫までに来所または電話で申し込

んでください。
■【おやつの日】（要予約）　先着10組
▽12月22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。今月のおやつは「芋つぶし」です。
参加費…１人50円
申し込み… 12月11日㈮までに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
だちにも遊びに来ていただけます。
▽12月７日㈪ 10：00～「クリスマス制作」申込終了
▽12月８日㈫ 10：00～「クリスマス制作」申込終了
▽12月９日㈬ 10：00～「クリスマス制作」申込終了
▽12月14日㈪ 10：00～「12月のお誕生日会」
　12月生まれのお友だちだけではなく、みんなでお祝
いしましょう。（予約不要）
▽12月22日㈫ 10：00～「クリスマス会」（要予約）
申し込み…12月４日㈮まで、先着25組

＊実費負担があります。詳細はセンターまで。
■フレンド広場（予約不要）
　０歳からの未就園児の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
毎週土曜日 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
年末年始の休み：12月27日㈰～１月４日㈪

★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歳からの未就園児の親子で自由に遊べます。
毎週月曜・金曜日13：00～16：00（25日・28日は午前も開放）
毎週火曜・水曜日９：30～12：00・13：00～16：00
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てい
ます。

■いどばた広場

【０歳からの未就園児全年齢】（予約不要）
▽12月４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、誕生会
■子育て支援講座

【リズム遊び】（要予約）
▽12月７日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…杉江のり子さん
申し込み… 12月１日㈫までに来所または電話で申し込

んでください。
【太極拳】（要予約）
▽12月14日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
対象… ０歳からの在宅（未就園）児の保護者10人程度

※お子さんは託児をします
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… 12月２日㈬～８日㈫に来所または電話で申

し込んでください。応募多数時抽選。
【ベビーマッサージ】（要予約）
▽12月21日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
対象…２か月～８か月児親子15組
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
持ち物…ベビーオイル、バスタオル、防水シート
申し込み… 12月９日㈬～15日㈫に来所または電話で申

し込んでください。応募多数時抽選。
※ 各種講座は、２人以上のお子さん（在宅）を連れて
の参加もできます。申し込み時にお知らせください。

■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
　※12月１日㈫～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

　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

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成27年12月26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

【ご意見】
　この度、政府が打ち出したマイナンバー制度が始ま
り、全国 5500 万件の家に書留で配布される。旧社会
保険庁時代の年金問題が解決できていない中で、日本
年金機構に移り、またしても年金の情報が流失してい
た。問題がいまだに解決していない事案が山積みされ
ている中で、地元野洲市役所では、マイナンバー制度
に関しての個人情報が 100％絶対に漏れない様な対策
はとられているのですか？

【回答】
ご承知のように社会保障・税番号制度（以下、マイ
ナンバー制度と言います。）は、複数の機関で扱う個
人の情報を同一の人の情報であると確認するための基
盤システムとして全国民を対象に全国一律に実施され
ます。
政府のねらいとしては、社会保障制度および税制度

の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公
平・公正な社会を実現するためのものとされています。
この制度の導入により行政の効率化が進み、国民の
利便性が向上する一方で、ご指摘のように情報漏えい
等のリスクが存在するため、システム上でのセキュリ
ティ強化および情報を取り扱う者の意識の向上が求め
られます。
情報漏えい等に関しては、住民基本台帳、国民健康
保険などの既存のシステムでも同様の課題があります
が、マイナンバー制度の場合は、その番号にさまざま
の個人情報を連携させようとしていることと、その利
用を公的機関に限らず、民間の事業者にも被雇用者情
報の処理等で利用を求めていること、さらには図書館
カードなどとして一般的なサービスや経済活動にまで
利用の幅を広げようとしていることにリスク増大の恐
れがあります。
政府が定めた制度の限界はありますが、市の利用業
務としては、基本的な分野に限るとともに、庁内通信
基盤運用の見直しなど物理的なセキュリティ強化対策
を進めます。また、個人番号を含む特定個人情報等の
個人情報の取り扱いについて、情報管理における制度
整備を行うとともに、従来以上に認識を深めるための
職員研修を実施するなど個人情報保護 100％をめざし
て取組みを進めます。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

174 衣紋かけ（帯用）高さ130cm×幅30cm） 中古 500円

175 厚地カーテン（110cm×110cm、２枚）（150cm×185cm、２枚） 中古 無料

176 ロッキングチェアー（イームス、座面はプラスチック、底部が木） 中古 無料

179 女児服（110cmが73着、120cmが38着） 中古 相談

182 低圧電力による精米機（30㎏） 中古 無料

183 ポリバケツ（グレー、18ℓ１個、15ℓ1個） 未使用 200円/個

184 旅行トランク（黒、32cm×25cm×高さ60cm） 中古 相談

185 野菜収穫かご（青、67cm×47cm×34cm）10個 中古 500円/個

187 洋服ダンス 中古 無料

188 インクカートリッジ（エプソン、46番、４色パッケージ）２セット 未使用 無料

189 本（世界文化シリーズ）25冊 未使用 500円

190 本（世界のメロディシリーズ）レコード付き 未使用 500円

191 卓球台 ほぼ未使用 10,000円

192 ★植木鉢（大・小）、盆栽鉢（大・小）多数 一部未使用 相談

193 ★電動自転車（ナショナル・取得は10年前） 中古 5,000円

195 ★ひな人形（ガラスケース入り、３段） 未使用 10,000円

196 ★チャイルドシート 中古 1,000円

197 ★電気こたつ（正方形） 中古 1,000円

198 ★ハイ＆ローチェアー（幼児用） 中古 無料

199 ★歩行器 中古 相談

200 ★ベビーチェアー 中古 相談

譲ってください

番号 品　名 希望価格

776 木工用端材（小学１年生使用） 無料

778 ポータブルＭＤプレーヤー 相談

779 ライフジャケット（小学低学年用、幼稚園児用）各1,000円まで
780 釣り用クーラーボックス（70ℓ以上の大型） 無料

781 子ども用三輪車 無料

782 メトロノーム 無料

784 着物用ハンガー（着物が吊り下げられればどんなものでも） 相談

785 ★ガーデンテーブル・椅子セット 相談

786 ★ダブルベッド（フランスベッド） 相談

787 ★男の子の服（100cm～ 120cm） 無料

788 ★七五三用の男子スーツ（110cm～ 120cm） 無料

789 ★ベビーカーＡ型 無料

790 ★自転車（子どもを乗せられるシート付き） 無料
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