
市有財産を売却します
　KSI官公庁オークションでの一般
競争入札です。詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、Eメールで
お問い合わせください。

��入札 5月 9日㈪ 13：00～
　 16日㈪ 13：00
対���チャイルドチェアー、石油ファン

ヒーター、可搬消防ポンプ、リサ
イクル家具など

申�4 月 4 日㈪�13：00～20日㈬�14：00
申・問 ���総務課（ 3階）
　☎561‐2305、561‐2483
　somu@city.kusatsu.lg.jp

草津　市有財産売却 検索

草津クレアホール  
貸館休止のお知らせ
　各設備の改修工事を行うため、来
年の貸館を一時休止します。

�来年 5月 1日㈪～31日㈬
問 �【工事について】� �
生涯学習課（ 6階）� �
☎561‐2428、561‐2488� �
【施設利用について】� �
草津クレアホール（野路六）� �
☎564‐5815、564‐5851

草津用水の送水開始
�送水期間　 �5月1日㈰～9月16日㈮

（計画休止日あり）
　運転時間　 7：00～17：00
※�7 月14日㈭～ 8月23日㈫の平日は

7：00～18：00、 8 月30日㈫～ 9月16
日㈮は 7：00～16：00。天候により、
休止や時間延長、連日運転をします

問 �草津用水土地改良区（下笠町）
　☎568‐3149、568‐1285

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）

◦草津市地域防災計画修正（案）
　問 �危機管理課（ 1階）
　　☎561‐2325、561‐6852
◦�第 3 次草津市一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画（案）
　問 �資源循環推進課� �

（馬場町、クリーンセンター内）
　　☎562‐6361、566‐1694
◦第２次草津市農業振興計画（案）
　問 �農林水産課（ 4階）
　　☎561‐2347、561‐2486
◦�草津市文化芸術機能等施設整備

基本計画の見直し（案）
　問 �生涯学習課（ 6階）
　　☎561‐2428、561‐2488

委員の募集
対 �18歳以上で、市内に在住か通

勤・通学しているか、市内で市
民公益活動を行っている人。た
だし市の議員や職員、他の審議
会などの委員を除く
※他に制限のある場合は個別に

記載
他 �会議出席の際、託児が必要な場

合は、担当課にご相談ください

青少年問題協議会委員
　未来を支える青少年の豊かな
人間性を育て、よりよい社会環
境を整えるため、青少年の指導
や育成、保護、矯正について、調
査・審議します。
任期　�6 月～令和 6年 5月　�

※�年 2 回程度の会議に出席
※18歳未満の子どもの保
護者枠あり

定 �5 人〔選考（面接）〕
申 �4 月15日㈮～28日㈭〔必着〕
申・問 �子ども家庭・若者課
　（さわやか保健センター 2階）
　☎561‐6899、561‐6780

教育研究所運営委員会委員
　同研究所の円滑な運営や、必
要事項を調査審議します。
任期　�6 月～令和 6年 5月�

※�年 2 回程度の会議に出席
定 �2 人〔選考（面接）〕
申 �4 月22日㈮まで〔必着〕
申・問 �教育研究所（青地町）
　☎563‐0334、563‐0117

部落解放女性のつどい実行委員・
青年集会実行委員
　同和問題をはじめ、さまざま
な人権問題の解決に向けて、研
修を積み重ね、集会の企画や運
営・発表をします。

�5 月～来年 3月
　※�女性のつどいは11月13日㈰、青年

集会は来年 1月22日㈰開催予定
所 �市役所、キラリエ草津（大路二）
対 �市内に在住か通勤・通学している人
申 �4 月28日㈭まで〔消印有効〕
申・問 �人権センター
　（大路二、キラリエ草津内）
　☎563‐1765、563‐7070

都市計画審議会委員
　まちづくりの基盤となる道路
や公園、土地利用など、都市計
画の決定などについて審議します。
任期　 5 月～来年 1月
　　　※�年 4回程度の会議に出席
定 �1 人〔選考（面接）〕
申 �4 月 1日㈮～11日㈪〔消印有効〕
申・問 �都市計画課（ ４階）
　☎561-2375、561-2486

環境審議会委員
　自然環境や生活環境、文化環
境の保全と増進に関する調査・
審議を行います。
任期　�6 月～令和 6年 5月�

※�年 3 回程度の会議に出席
定�4 人〔選考（面接）〕
申�4 月20日㈬まで〔必着〕
申・問 �環境政策課（ 1階）
　☎561-2341、561-2479

障害者福祉センター教養文化講座〔抽選〕
　だれでも、気軽に楽しく参加できる講座です。詳しくは、お問い合わせ
ください。

5月～来年 3月　対 �市内に在住か、通勤（園）している、障害のある人を優先
申 �4 月 4 日㈪～16日㈯に、障害者福祉センター窓口に直接か、電話、ファクスで

講座名 内容 とき 定員 受講料／回

アートで冒険 表現の自由と冒険
を楽しむ

第 2土曜日
13：30～15：30 10人 500円

一緒にあそぼ 音楽に合わせて体
を動かそう

第 3土曜日
10：00～12：00 10人 250円

ふくふく講座� �
前期・後期�
〔各全 5回〕

障害についての正
しい知識や理解を
深める

第 1土曜日
10：00～12：00

各
15人

各500円
（資料代込み）

リカバリーカレッジ��
〔全10回〕

互いの経験から学
び合い、心の元気
回復をめざす

第 3土曜日
13：30～15：30 15人 250円

パソコン教室� �
ワード＋エクセル� �
コース�(初級)� �
〔全 6回〕

チラシ完成を目標�
に、ワード・エクセ
ルを基礎から学ぶ

土曜日
10：00～12：00
※12月開講

6人 250円
教材費（1,000円）

申・問 障害者福祉センター（西渋川二、渋川福複センター内） 
　☎569‐0351、569‐0354
問 障害福祉課（ 1階）☎561‐6972、561‐2480

就労支援相談  
窓口の変更
　 4月 1日㈮から相談窓口が、商工
観光労政課から、人とくらしのサ
ポートセンター( 2 階)に変更にな
ります。今までの経験や資格を活か
した仕事をしたい、仕事をする前に
諸問題を解決したいなど、就労に対
するお困りごとに対して就労支援相
談員が一人一人に合った支援を行い
ます。
問 �人とくらしのサポートセンター（ 2階）
　☎561‐6927、561‐0180

手話奉仕員養成 
講座（前期）

�6 月 3日～10月28日の金曜日� �
〔全20回〕�19：00～21：00� �
※別途実習 3回（ 6～10月）� �
※後期は来年度

所 �市役所 8階�大会議室
対 �18歳以上で、市内に在住してい

る手話の学習経験がない人か、
サークルなどで活動経験がおお
むね 1年未満の人で、後期も履修
できる人

定 �20人〔抽選〕
￥ �3,300円（テキスト代）
申 �4 月 1日㈮～28日㈭に、申込書を

書き、直接かファクス、Ｅメールで
申・問 �障害福祉課（ 1階）
　☎561‐2363、561‐2480
　 shogaifukushi@city.kusatsu.lg.jp

春の全国
交通安全運動

4 月 6 日㈬～15日㈮の10日間、
春の全国交通安全運動が展開
されます。また、 4 月10日㈰
は「交通事故死ゼロを目指す
日」です。
【運動の重点】
①子どもを始めとする歩行者

の安全確保
②歩行者保護や飲酒運転根絶

等の安全運転意識の向上
③自転車の交通ルール遵守の

徹底と安全確保
④横断歩道利用者ファースト

運動の推進
問 交通政策課（ 5階）�
　☎561‐2343、561‐2487

K
く さ つ

USATSU B
ブ ー ス タ ー ズ

OOSTERS
わたしがしている

環境 への
取り組み

教えて！

過度な包装を
断る、雑紙は
分別ゴミとし
てリサイクル
するなど、可
燃ごみを減ら
す努力をしています。えふえむ草
津（78.5MHz）で、毎月第 1水曜日
の9：15から「くさつ�ゼロカーボン
アクション！」を放送しています。
ぜひ、お聞きください！

G
ぎ ん ら ら

INLALA 音楽ユニット

　

4 月出演予定
3 日㈰��史跡草津宿本陣

�����17日㈰��水生植物公園
　　　　　みずの森
�����10：00～、11：00～、12：00～

たび丸定期出演

皆さんをお出迎えするたび！

健康推進員養成講座
　食育や生活習慣病予防など、健康
づくりのアドバイザーとして、地域
の健康づくりを推し進める健康推進
員の養成講座を行います。
対 �市内在住で、年間25時間（月 1

回）程度の養成講座を受講後に、
健康推進員としてボランティア
活動ができる人

定 30人〔先着順〕
申 �4 月 1 日㈮～ 5月 9日㈪〔必着〕
申・問 �健康増進課（ 2階）
　☎561‐2323、561‐2482

INFORMAT IONお知らせINFORMAT IONお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、市主催のイベントなどは中止・延期となる場合が
あります。詳しくは、担当課に直接お問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。 広報くさつ 2022. 4広報くさつ 2022. 4 1617




