
★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
だちも参加できます。（申し込み不要）
【今月のあそび】「来年のカレンダーを作ろう」
▽12月４日㈪10：00～　主に２歳以上
▽12月５日㈫10：00～　主に１歳～２歳
▽12月６日㈬13：30～　主に１歳未満
持ち物…のり、手拭用おしぼり、持ち帰りの袋
【クリスマス会】（申し込み制）
▽12月15日㈮
　申し込み期間は終了しています。ご了承ください。
【12月の誕生会＆ランチデー】

▽12月18日㈪10：00～　12月生まれのお友だちをみん
なでお祝いしましょう。誕生会のあと、ランチタイ
ムです。
持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、シート
　お弁当を食べない人は11：30で解散です。
■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　毎週土曜日13：00～16：00要予約

■フレンド広場（申し込み不要）
　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
※年末年始の休み…12月29日㈮～１月３日㈬ 

１月４日㈭～開館

■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
【12月のわくわく遊び】
「ランチデーの月」週に1回程度、ランチデーを開催
します。詳しい内容は職員までお尋ねください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽12月15日㈮14：00～15：00
内容…「お正月飾り作り」　持ち物…お茶
申し込み…12月１日㈮～８日㈮応募者多数の場合は抽
選します。12月11日㈪以降ご確認ください。
【親子講座】（要申し込み）
▽12月７日㈭14：00～15：00
内容…「助産師さん講座」母乳育児・子どもの発達に
ついて、助産師の渡辺さんのお話を聞きます。交流の
時間も設けますので、質問や相談などしてみてください。
申し込み…12月１日㈮～６日㈬
【12月のおやつの日】（１歳以上、要申し込み）
▽12月19日㈫14：00～15：00　
「オレンジポテト」健康推進委員さんに手作りおやつ

■子育て広場（申し込み不要）
　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９：30～16：00センター内、園庭で
自由に遊べます。（12：00～13：00は持参された昼食
をとる場所として開放します。）
※土曜日広場開放日…２日、９日（パパデー）
※休館日…16日㈯、23日㈷
※年末年始の休み…12月29日㈮～１月３日㈬ 

１月４日㈭～開館

を教わりながら、一緒にクッキングをします。
持ち物…�お茶、材料費50円、エプロン（あれば）、三角巾
申し込み…12月１日㈮～先着10組
【パパデー】「クリスマスパーティー」（要申し込み）
▽12月９日㈯11：00～13：00
持ち物…�お茶、お皿（15cm程度）、お箸（フォーク）、

材料費１人200円
申し込み…12月１日㈮～７日㈭
【子育て相談】随時実施しています。

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。

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831
■子育て支援講座（要申し込み）
※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は抽選します。
【ミュージックケア】（30組）
▽12月４日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
対象…1歳半以上
申し込み…申し込み終了
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
▽1月15日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
対象…１歳半未満
申し込み…12月27日㈬～１月９日㈫
【ベビーマッサージ】（15組）
▽12月11日㈪10：30～11：30（受付10：15～）
対象…２カ月からハイハイする前の乳児親子
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
申し込み…12月５日㈫まで
【リズム遊び】

▽12月18日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
申し込み…12月６日㈬～12日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽12月１日㈮10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�12月生まれ誕生会、「てぶくろ」
対象…�全年齢、誕生月でない人もOK
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
■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（個別面談は要申し込み）

■にこにこ広場（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
月曜４、11、18日・金曜１、８、22日13：00～16：00
毎週火曜・水曜日　９：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日　　　　９：30～12：00
月曜25日・金曜15日９：30～12：00、13：00～16：00
※年末年始の休み…12月29日㈮～１月３日㈬ 

１月４日㈭～開館
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
　問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）8：30～17：15

※12月４日㈪～受付（先着順）
　受付日は月初めの開庁日の翌日（翌日が閉庁
日の場合は次の開庁日）からです。

　★印は今月号からの掲載分です。
　　　防犯登録済の自転車を取引する場合は、防犯登録を
　　抹消した上で、お譲りください。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成29年12月23日午前10時～正午
回収場所：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

462 セニアカー（スズキ、ＥＴ4Ｄ、ステッキホルダー付き、青みがかった灰色） 中古 相談

464 木馬（1～2才用） 中古 無料
470 ベッドマットレス（シングル） 中古 2,000円
471 チャイルドシート（小学生用、アメリカ製） 中古 無料
472 子ども用長靴（女の子用、20ｃｍ、ピンク色） 中古 無料
474 スーツ（半袖、Ｍサイズ、オレンジ色） 未使用 無料

476 五月人形カブト（ガラスケース入り、45×60ｃｍ） 中古 無料

477 日本人形（ガラスケース入り、2体、30×50ｃｍ） 中古 無料

478 植木鉢（角1、35×26ｃｍ、5×11ｃｍ） 中古 無料
479 植木鉢（5つ、陶器、丸型、直径20ｃｍ） 中古 無料
480 小物入れ（布張り、和装、36×27ｃｍ） 中古 無料
481 着物（男性用、ウール素材、紺色系） 未使用 1,000円
482 抱っこひも（新生児用） 中古 無料
483 整理タンス（7段、132×88ｃｍ） 中古 無料

486 くまのプーさんぬいぐるみ（3体、体勢それぞれ異なる） 中古 無料

489 ★空気清浄機（プラズマクラスター、シャープ） 中古 無料
490 ★家庭用エアロバイク 中古 無料
491 ★洗濯機（バケツ型） ほぼ未使用 無料

492 ★油絵用画材　（額縁、木製仮縁、キャンバスなど） 中古 相談

493 ★お琴セット（お琴、譜面台、お琴用台） 中古 無料

494 ★磁気メディアディスク用ブック　（120枚以上3冊、96枚以上2冊、24枚以上2冊） 中古 無料

495 ★学習机　（くろがね、縦65×横100×高さ67.5ｃｍ） 中古 無料

496 ★ベビーバス 中古 無料
497 ★ベビーカー（アップリカ） 中古 無料
498 ★食器棚（125×195×45ｃｍ） 中古 無料
499 ★スキーウェア（上下、160ｃｍ） 中古 無料
500 ★寝間着（女性用、夏用） 未使用 無料
501 ★寝間着（男性用、女性用、冬用） 未使用 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
956 アップライトピアノ 相談
957 カロム 1,000円まで
958 自転車（男の子用、20インチ） 1,500円まで
959 自転車（中学生用、ブリヂストン） 3,000円まで
960 スカート（野洲北中学校制服、冬用） 相談

961 子どものせ自転車（24インチ以下、ブレーキがしっかりしているもの） 無料

962 ダイニングテーブル用ベビーチェア（美品） 無料
963 夏布団（綿付き、中古可） 5枚300円
964 布団一式（掛け布団、毛布、敷き布団、シングル） 無料
965 自転車（大人用、26インチ、変速機付き希望） 相談
966 ★長机（会議用、2台、中古） 1台300円まで
967 ★イス 無料
968 ★カッターシャツ（男女問わず、長袖、半袖、通学用） 無料
969 ★マッサージチェア（レザー生地、新しめのもの） 1,000円まで

　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 － 6036、FAX 586 －
2200

【ご意見】
この８月に野洲に越して来ました。他市出身でこれ
まで他県で働いていましたが、子育てを機に地元に
帰って来ました。ここ数年出身地では非常に多く家が
建ち、子育て世代が入ってきたことで、保育園が不足
し、待機児童が 100 人を超えています。
そこで待機児童の比較的少ない野洲に住むことにし
ました。
ただ、野洲においても新しい家、マンションの建築
が進んでおり、今後 5年の間に出身地と同じ状況にな
るのではと考えています。共働き家庭も増える中、女
性の働き方改革は政府としても進められています。
その一助とすべく、是非今の内から保育園や公園の
整備を進めていただきたいです。
【回答】
ご指摘の待機児童については、既に、このことが大
きな社会問題化する以前の平成 22 年度に幼保一元化
方針を策定し、市立の保育園について遅れていた耐震
対策とあわせて、保育園の整備拡充を進めてきていま
す。具体的には、それまでの他市と同様の民営化方針
を転換し、市立の幼稚園と保育園を一体化した、独自
のこども園整備を計画し、順次整備を進めています。
現在、計画最終の三上のこども園を整備中です。
さらに、民間保育所の移転拡充整備への支援も行い、
保育所定員の拡充に努め、現時点ではすべての希望者
に入所いただけるだけの施設は確保できることになり
ました。
しかし、入所希望者の増加と全国的にも課題となっ
ています保育士の不足により待機児童が完全には、解
消できない状況です。これについても、民間保育所も
対象とした「野洲市保育人材バンク事業」を平成 28
年７月より開始し、独自に保育士確保に取り組んでお
り、実績を上げています。また、市の保育士採用も拡
大しています。このように、今後も高まるであろう低
年齢児の保育ニーズも視野に入れ、引き続き、保育の
質を重視しつつ、定員の拡充に取り組んでいます。
本市では、待機児童の問題にとどまらず、子育て支
援を重要な施策として位置付け、小中学校や市内保育
園の耐震化や建て替えと全施設への空調設備の設置、
民間保育所への独自補助、市学童保育所での 6年生ま
での待機児童なしの受入と、来年度からの土曜保育の
実施、中学校までの市直営の給食、生活困窮や児童虐
待といった問題を抱える家庭への支援、特別支援教育
の充実、スクール・ソーシャル・ワーカーの独自配置、
病児保育、児童虐待対策など緊急度の高い課題から取
り組みを行い、子どもの健全な成長を保障し、子育て
のしやすいまちづくりを進めています。　
公園の整備については、本市では子どもの安全な遊
び場を確保するため、都市公園や地域ふれあい公園、
児童公園の遊具等公共施設については毎年一度の安全
点検を行い、修繕の必要な遊具などについては修繕を
行うとともに、日常の維持管理については、地域の参
画を得ながら行うことで、安全性の確保に努めていま
す。また、野洲駅南口周辺整備において市民広場の整
備を計画しています。
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