
6月定例市議会

くさつシェイクアウト
　市で一斉に、シェイクアウト
訓練を行います。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

�9 月 1 日㈬ 10：00(約 1 分間）
所 �自宅や学校、職場など
他 �屋外スピーカーからの情報や、

えふえむ草津からの訓練放送
を合図に行います。参加人数
を把握するため、参加登録を
お願いします。詳しくは、お
問い合わせください

問 �危機管理課（ 1階）
　☎561-2325、561-6852

9 月末でマイナポイント 
事業が終了します
　今年 4 月末までにマイナンバー
カードの交付申請をした人は、マイ
ナポイントを受け取ることができま
す。マイナンバーカードの受け取り
後、マイナポイントの申し込みを行
い、電子マネーなどのキャッシュレ
ス決済を選んでチャージや買い物を
すると、利用金額の２5％（上限5,000
円分）のマイナポイントがもらえます。
　マイナポイントの申し込み・受け
取りがまだの人は、まもなくマイナ
ポイント事業が終了しますのでご注
意ください。
問 �マイナポイント事業について：� �

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178（ 9：30～20：00、

土・日曜日、祝日は17：30まで）
マイナポイント申し込みの支援
について：企画調整課（ 7階）�

　 ☎561-2320、561-2489 国勢調査令和 2年
人口速報集計結果が公表されました。速報値は次のとおりです。

速報集計結果
平成27年国勢調査結果との比較

前回結果（確定値） 増加数 増加率
人口総数 143,958人 137,２47人 6,711人 4.9％

男性 7２,634人 70,1２9人 ２,505人 3.6％
女性 71,3２4人 67,118人 4,２06人 6.3％

世帯数 66,857世帯 60,２２4世帯 6,633世帯 11.0％

※確定値は11月に公表予定
問 �企画調整課（ 7階）�☎561-2320、561-2489

　節電・省エネルギーの推進のため、 8 月16日㈪は、最小限の職員で業務
を行います。なお、本庁以外の各施設と次の窓口は通常どおりです。（閉庁
日や閉館日は施設により異なりますのでご注意ください）

1階 市民課、税務課、環境政策課、障害福祉課、介護保険課、
保険年金課、会計課

２階 新型コロナウイルスワクチン対策室、水道お客様センター
さわやか保健センター ２階 子ども家庭課
さわやか保健センター 3階 子育て相談センター

6階 学校教育課

問 �職員課（ 7階） ☎561-2314、561-2490

市役所本庁 8 月16日㈪に夏季集中休暇を実施します

国民年金 付加年金制度
　国民年金の保険料は定額ですが、
この他に月額400円を納めると、老
齢基礎年金に、付加年金が上乗せさ
れます。付加年金の年金額は、「２00
円×付加保険料納付月数」です。
対 �農業や自営業などの国民年金の

第 1 号被保険者（国民年金基金に
加入中の人を除く）

他 �付加保険料の納付は、申込月から
申・問 �保険年金課（ 1階）
　☎561-2367、561-2480
　日本年金機構�草津年金事務所
　国民年金課（西渋川一）
　☎567-2220、562-9638

住民票などのコンビニ交付を
一時停止します
　システムメンテナンスのため、コ
ンビニエンスストアなどでマイナン�
バーカードを利用した住民票や戸籍
謄（抄）本、所得証明書などの発行が
できません。
停止日�� 8 月19日㈭、２0日㈮
問 �市民課（ 1階）
　☎561-2344、561-2492
　税務課（ 1階）
　☎561-2308、561-2479

　 6 月 4 日に開会し、市長が提出した16議案を原案
どおり可決等しました。また、議員が提出した規則
案 1 件を可決し、 6 月２5日に閉会しました。主な議
案は次のとおりです。
《市長が提出したもの》
補正予算＝�令和 3 年度草津市一般会計予算を 3 億

808万円増額し、535億5,553万 5 千円に
する補正予算など

条例案件＝�草津市附属機関設置条例の一部を改正す
る条例案など

一般議案＝�契約の締結につき議決を求めることにつ
いてなど

人事案件＝�草津市教育委員会委員の任命につき同意
を求めることについてなど

《議員が提出したもの》
規則案件＝�草津市議会会議規則の一部を改正する規

則案
問 総務課（ 3階）☎561-2301、561-2483
　議事庶務課（ 3階）☎561-2413、561-2485

下水道排水設備工事責任 
技術者試験

�11月17日㈬ 14：00～16：00
所 �ピアザ淡海（大津市）
申 �8 月17日㈫～31日㈫の平日

9：00～17：00に、申込書を書き、
直接

申・問 �給排水課（ 2階）
　☎561-2443、561-2481
問（公財）県建設技術センター（野路六）�
　☎565-0216、565-0108

現況届・所得状況届の手続きを 
お忘れなく 
児童扶養手当 
特別児童扶養手当
　手当を受給している人（所得制限
で全部停止の人も含む）は、窓口で
手続きをしてください。
●児童扶養手当 7 月末に通知
　申 �8 月の平日
【臨時受付】
・�8 月 1 日㈰ 8：30～17：15
・ 8 月�10日㈫～13日㈮、 16日㈪
　各 8：30～19：00

●特別児童扶養手当 8 月上旬に通知
　申 �8 月1２日㈭～9月13日㈪の平日
申・問 �子ども家庭課
　（さわやか保健センター 2階）
　☎561-2364、561-6780

中小企業退職金共済制度
　中小企業のための国の退職金制
度です。掛金助成や税法上の優遇
が受けられ、社外積立で管理も簡
単です。短時間労働者のための特
例掛金制度もあります。
対 �中小規模事業者
問 商工観光労政課（ 4階）
　☎561-2351、561-2486
　 (独行)勤労者退職金共済機構
　☎03-6907-1234、03-5955-8211

忘れずに納めましょう
市・県民税（ 2 期）

国民健康保険税（ 3 期）
納期限（口座振替日）

8 月31日㈫
・納付には口座振替が便利です
・�コンビニやスマホ※、金融機関でも納

付できます�
　※一部の税、納付書を除く
・�納期限を過ぎると延滞金が発生します

納付書を紛失したときは
ご連絡ください。再発行します。

問 納税課（ 1階）
☎561-2311、561-2479

幼稚園・認定こども園 
（教育認定）説明会
　来年度園児募集に向けて、保育
参観と教育方針の説
明を行います。詳し
い日程や問い合わせ先
については、市ホーム
ページをご覧ください。
他 ・�参加希望者は当日、直接、各施

設へお越しください
　・�園児募集について、私立幼稚

園・認定こども園は広報くさつ
9月号、市立の各施設は10月号
でお知らせします

問 �幼児課（さわやか保健センター 2階）�
☎561－2365、561－6780

パブリックコメントの結果・
概要については、市ホーム
ページをご覧ください。

ご意見ありがとうございました

パブリックコメント（意見公募）

◦第３次草津市みどりの基本計画（案）
　問 �公園緑地課（ 5階）
　　☎561-2393、561-2487

農業委員会の新役員
　 7月1２日に農業委員会の新しい役
員が決まりました。任期は 7月２0日
から 1年間です。
農業委員会役員　　　　　(敬称略)

役職名 氏名（ところ）

会長 石田隆司
（大路二）

副会長 堀井信一
（南山田町）

農地利用最適化�
推進委員会委員長

杉江日出男
（北大萱町）

農地利用最適化� �
推進委員会副委員長

田村捨要
（南笠町）

問 �農業委員会事務局（ 4階）�
☎561-2415、561-2486

教育委員会委員が決まりました
　 6 月25日の閉会日に、教育委員
会委員として、我

あ

孫
び

子
こ

智
とも

美
み

さん（33
歳、草津市）を任命することに同意
しました。任期は、6 月２5日から10
月11日までです。
問 教育総務課（ 6階）☎561-2425、561-2488
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