
ダニ・蚊媒介感染症の対策
　気温が高くなる夏には、肌の露出が
増え、病原体を媒介する蚊やダニに刺
されたり、かまれたりすることが予想
されますので、注意してください。
●蚊やダニにかまれないポイント
・肌の露出を少なくする
・明るい色の服を着る
・虫よけ剤を使用する

問  健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2482

8 月は食品衛生月間です
　食中毒の発生を防ぐため、食品
の取り扱いに注意しましょう。
食中毒予防の 3原則 
・�� 菌をつけない
こまめに手を洗いましょう

・� 菌をふやさない
調理後の食品は早めに食べ、冷
蔵庫内であっても、長期保存は
避けましょう

・� 菌をやっつける
食品は十分に加熱し、調理器具は
こまめに消毒しましょう

問  健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2482

【体色】
黒色または
濃い褐色 【特徴】赤色の帯状の模様

イラスト出典：大阪府HP

未成体のメス成体のメス

成体のオス

オスは毒性無し

セアカゴケグモ
の特徴

体長15㎜

体長 3 ～ 5 ㎜

特定外来生物に 
注意しましょう
●オオバナミズキンバイ
　この花は、特定外来生物に指定
されています。栽培や保管、運搬
が禁止されているので、持ち帰っ
たり、他の地域で捨てたりしない
でください。
特徴　 直径約 5㎝、黄色い花

●アライグマ
　市内で出没しています。野生動物
であるため、むやみに近づいたり、
えさを与えたりしないでください。

●セアカゴケグモ
　毒を持つクモで、市内でも発見
事例があります。攻撃性は無く、
比較的おとなしいといわれていま
すが、素手で捕まえたり、うっか
り触ってしまったりすると、かま
れることがあるので注意してくだ
さい。見つけたときは、市販の殺
虫剤をかけ、弱ったことを確認し
て、直接触れずに踏みつぶすなど
して駆除しましょう。

農業委員会委員と 
農地利用最適化推進委員が 
決定しました
　任期満了により、新しい農業委
員会委員が議会の同意を得て、市
長から任命されました。農地利用
最適化推進委員も農業委員会から
委嘱されました。いずれも任期は、
7 月20日から 3 年間です。

問  農林水産課（ 4階）
　☎561-2347、561-2486
　農業委員会事務局（ 4階）
　☎561-2415、561-2486

農業委員会委員 〔敬称略〕

氏名 住所

山元　泰宏 追分南六

石田　隆司 大路二

中野　隆史 野路町

横江　岩美 矢橋町

横江　年男 北山田町

堀井　信一 南山田町

山本　英裕 野村三

木村　幸夫 川原四

木下　範明 志那中町

中島　紀昭 下寺町

小川　雅嗣 穴村町

横江　吉美 北山田町

中村　好明 上笠一

堀　裕子 野路八

農地利用最適化推進委員 〔敬称略〕
区域 氏名 住所

志津 奥村　和夫 馬場町

草津 吉川　眞史 矢倉二

老上
田村　捨要 南笠町

中西　真由巳 新浜町

山田
久保　和久 木川町

三澤　茂 御倉町

笠縫
山田　稔幸 下笠町

中川　正平 下笠町

常盤
杉江　日出男 北大萱町

葛原　孝博 長束町

ごみの減量に 
ご協力ください！
　安定的にごみ処理が行えるよ
う、マイバッグ、マイボトルの
利用やリユースショップを活用
するなど、ごみの減量にご協力
をお願いします。

市指定ごみ袋引換券の 
使用期限 9月30日㈬
背景が薄茶色の券です。期限が
過ぎたものは使用できません。
※ 使用状況に合
わせて、計画
的に引き換え
ましょう

問  資源循環推進課
　（馬場町、クリーンセンター内）
　☎562‒6361、566‒1694

指定

募 集 市営住宅の入居者
団地名 号室 築年度 間取り 備考

玄甫北団地
（東矢倉三）

1号
昭和53年 3 DK 長屋 6戸建て 1戸部分

浴槽・風呂釜設置要5号
6号

陽ノ丘団地
（木川町） 206号 平成27年 2 DK 2 階（ 6階建て）

エレベーターあり、風呂あり

橋岡団地
（橋岡町） 303号 平成19年 2 LDK 3 階（ 3階建て）

エレベーターあり、風呂あり

入居時期   11月中旬予定　抽選会  ８ 月31日㈪ 10：00～、市役所 5階 502会議室
他  ・入居には要件あり
　・新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申し込みを推奨
申  ８ 月 5 日㈬～19日㈬〔消印有効〕に、直接か郵送で
申・問  住宅課（ 5階）☎561-2395、561-2487

試験内容については、受験案内や市ホームページをご覧ください。
第一次試験
SPI試験 9月19日㈯ 9：00～、教養試験 9月20日㈰ 9：00～、市役所
採用予定　来年 4月 1日　

申・問  �職員課（7階）☎561-2314、561-2490

上級一般行政職A
採用人数 11人程度
受験資格 平成 ８年 4月 2日～平成11年 4 月 1 日に生まれた人

上級一般行政職B
採用人数 若干名
受験資格 平成 4年 4月 2日～平成 ８年 4月 1日に生まれた人

初級一般行政職
採用人数 若干名
受験資格 平成11年 4 月 2 日～平成15年 4 月 1 日に生まれた人

市職 員募集

問  環境政策課（ 1階）
　☎561-2341、561-2479

国スポ・障スポ 追加内定
　令和 6 年に滋賀県で開催が予定されている、第79回国民スポーツ大会の「デモンストレーションスポーツ」に
おいて、市内の会場で内定がありました。

実施競技 開催予定施設

ノルディック・ウォーク 草津川跡地公園de愛ひろば（大路二）

インディアカ YMITアリーナ（野村三）

スポーツウエルネス吹矢 YMITアリーナ

大会については、県ホームページをご覧ください。
問 スポーツ大会推進室( 6 階）
  ☎561-6896､561-2488

特別定額給付金の
支給を希望される人は

お早めに申請してください！

申請期限
令和 ２ 年 ８月２4日（月）

問 専用コールセンター
　☎599‒3151（平日 9：00～17：00）
　特別定額給付金推進室
　（ 1階101会議室）
　☎561‒6971、561‒6973

申請書が届いていない場合、
下記までお問い合わせください。

　いじめや不登校、虐待など、
子どもの人権に関わる相談に、
電話で応じます。
 ８ 月2８日㈮～ 9月 3日㈭  
８：30～19：00 
※土・日曜日は、10：00～17：00
相談専用電話 0120-007-110
問  大津地方法務局（大津市） 
☎522-4673、522-5317

　人権政策課（ 6階） 
　☎561-2335、561-2488

「子どもの人権110番」強化週間 

一人で悩まず 
相談してみませんか？

※ 名前は、常用漢字などに変更して
掲載しています。ご了承ください
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