
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）児とその保護者を対象に下記の催
しを実施しています。

■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…６日、13日、20日
【２月のわくわく遊び】「新聞遊び」
　形を作ったり、破ったり、身体に巻いたり…。めいっ
ぱい散らかして遊びましょう。
■ 【おやつの日】｢小松菜の蒸しケーキ｣（要予約）　
先着10組

▽２月18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。
申し込み…12日㈮までに来所または電話で申し込んで
ください。
参加費…１人50円
■【パパデー】｢おやつ作り｣（要予約）
▽２月20日㈯  14：00～15：00
　お父さんと簡単に出来るおやつ作りをして楽しみま
しょう。
申し込み…12日㈮までに来所または電話で申し込んで
ください。
■ 【０歳児サロンありんこ】「たこ焼きパーティー」  
（要予約）
▽２月26日㈮ 14：00～15：00
持ち物…材料費100円、（あればエプロン、三角巾、お茶）
申し込み…12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、15日㈪以降に確認して
ください。
■ 子育て講座「人形劇リトルシアター」（要予約）　先
着25組

▽２月23日㈫ 10：30～11：10
　はぐはぐカンパニーさんによる楽しい人形劇です。
申し込み…12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
すが、対象年齢以外のお友だちも遊びに来ていただ
けます。）

（共通）時間…10：00～（予約不要）
▽２月３日㈬ 豆まきをしよう
▽２月８日㈪ 主に２歳半以上「ひな人形作り」
▽２月９日㈫ 主に１歳～２歳半未満「ひな人形作り」
▽ ２月10日㈬ １歳未満「ひな人形作り」※この回のみ
13：30～

▽２月15日㈪「２月のお誕生日会」
　２月生まれのお友だちだけでなく、みんなでお祝い
しましょう。
▽２月19日㈮「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。

＊弁当を食べない人は11：30解散
持ち物…お弁当、おしぼり、お茶など
■フレンド広場　（予約不要） 
　０歳のお友達から自由に遊びに来てもらえます。
ミックスクラブのない時間帯の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
★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（未就園）児の親子で自由に遊べます。
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。

毎週月曜・金曜日13：00～16：00
※19日㈮は午前中も開放しています。
■いどばた広場
【全年齢】（予約不要）
▽２月５日㈮ 10：30～11：30
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、２月生まれお祝い
■子育て支援講座
【リズム遊び】（申込終了）
▽２月１日㈪ 10：30～11：30
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…南井早苗さん
【ミュージックケア】（要予約）　先着30組
▽２月８日㈪ 10：30～11：30
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…堤芹華さん
申し込み…２日㈫まで来所又は電話で申し込んでくだ
さい。
【ヨガ】（要予約）
▽２月15日㈪ 10：30～11：30
対象…未就園（在宅）児保護者10名程度＊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…兒玉志織さん
申し込み…３日㈬～９日㈫来所または電話で申し込ん
でください。申し込み多数の場合抽選
【ベビーマッサージ】（要予約）
▽２月22日㈪ 10：30～11：30
対象…２か月から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
申し込み…10日㈬～16日㈫来所または電話で申し込ん
でください。申し込み多数の場合抽選
【運動遊び】（要予約）
▽２月29日㈪ 10：30～11：30
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…スポーツ推進員さん
申し込み…17日㈬～23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
　※２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28年２月27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】
　私は野洲市の嘱託職員として働いております。
　嘱託職員は正規職員に比べて、雇用も不安定で、退
職金・ボーナス・昇給・残業代もありません。
　それにもかかわらず、責任と仕事内容が正規職員と
同じだということに、ずっと納得がいきません。
　野洲市は差別ゼロを目標に掲げているのに、実際は
嘱託職員と正規職員の給料・雇用面では差別をしてい
ますよね。
　
【回答】
本市では、住民ニーズを充足するサービスを実施す
るため、任用形態、雇用時間、勤務日数、業務の専門
性等に応じて、正規職員、嘱託職員、臨時職員を雇用
し対応しています。
住民サービスを実施していく上での責任は、業務に
携わるすべての職員が自治体職員としてそれぞれ負っ
ており、中でも正規職員は、サービス実施の主たる役
割と責任を担う立場であると考えています。本市では、
国の行政改革にかかる指針を受け、平成 16 年の合併
後、定員の適正化を理由に正規職員数の大幅な削減が
進められました。
その結果、職務内容および人的な面で正規職員だけ
では対処しきれずに、嘱託職員や臨時職員を増やし、
対応してきた経緯がありました。
このため、現在では、核となる部分は、正規職員が
担えるよう定員管理の計画に基づき正規職員、特に専
門職員の増員に取り組んでいますが、一方で住民サー
ビスも充実していかねばならず、いきなり嘱託職員か
ら全てを切替えて正規職員を大幅に増やすことは困難
ですし、現実的には不可能です。
こうしたことから、より安定的に働いていただける
よう嘱託職員や臨時職員について、嘱託職員の雇用期
間の更新における回数の増加や臨時職員の賃金単価の
増額等その処遇改善に努めています。
なお、嘱託職員や臨時職員の任用（雇用）に際して
は、それぞれに応じた雇用条件を定めているところで
あり、うち嘱託職員の雇用条件については、その業務
等を勘案した中で、任用条件通知書にその条件を明示
し、承諾をいただいた上で任用しています。
また、業務の必要性から嘱託職員が正規の勤務時間
外に勤務した場合については、対価を支給することと
なっており、未支給等があれば法令違反です。もし、
未支給等の不適正な事実があれば、公平・公正な調査
をした上で、適正に対応いたします。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
192 植木鉢（大・小）、盆栽鉢（大・小）多数 一部未使用 相談
195 ひな人形（ガラスケース入り、３段） 未使用 10,000円
197 電気こたつ（正方形） 中古 1,000円
201 電験三種教材（カセットテープ） ほぼ未使用 相談
202 ムーン敷布団（ダブル） 中古 1,000円
203 COOK料理全集（10巻セット） 中古 500円
206 家庭用ルームランナー ほぼ未使用 5,000円
208 布のおむつ（多数あり） 未使用 相談
209 小学生用学習机（椅子付き）２個 中古 無料
211 ★VHS対応ビデオデッキ（２台あり） 中古 無料
212 ★ジョーバ（EU6401） 中古 無料
213 ★男の子用服（100cm～ 120cm） 中古 無料
214 ★男の子用くつ（３才～４才） 中古 無料
215 ★車のおもちゃ 中古 無料
216 ★ソファーベッド 中古 無料
217 ★夏用障子（４枚・１間半） ほぼ未使用 無料
218 ★鏡台（横長ドレッサー・横100cm×高さ50ｃｍ×奥行30cm） 中古 無料
219 ★折りたたみ式机（ライティングデスク・横90cｍ×高さ185cｍ×奥行44cｍ） 中古 無料
220 ★ドアモニター（パナソニック） 中古 2,000円
221 ★オートスウィングベビーラック 中古 5,000円
222 ★チャイルドシート 中古 無料
223 ★天然木座卓（雑誌ラック・引き出し付） 中古 無料
224 ★小型電気冷蔵庫（46ℓ） 中古 無料
225 ★木製組立式ベッド（大人用） 中古 無料
226 ★電池式噴霧器（園芸用） 中古 無料
227 ★学習机（横99cｍ×高さ70cm×奥行79cｍ、棚140cｍ） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
788 七五三用の男子スーツ（110cｍ～ 120cｍ） 無料
790 自転車（子どもを乗せられるシート付き） 無料
792 学生服（野洲北中・男子用） 無料
793 ラジカセ（カセットまたはMD） 相談
796 ★二口ガスコンロ 相談
797 ★ござ（６畳）、柄入りでも可 無料
798 ★ベビーベッド 無料
799 ★バランスバイク（ストライダー） 無料
800 ★自転車（大人用） 1,000円まで
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