
9 月10日㈮～16日㈭は自殺予防週間です
　自殺に対する誤解や偏見をなくし、正しく理解するために、 9月10日の
世界自殺予防デーからの 1 週間を自殺予防週間として啓発活動を進めて
います。市では各種相談窓口を掲載したリーフレットを作成しています。
一人で悩まず、まずは誰かに相談してみましょう。
　こころの悩みについて、次の窓口にご相談ください。

●電話相談
相談窓口 電話番号 開設時間

市健康増進課 ☎561-2323
561-2482 平日 8：30～17：15★

県草津保健所 ☎562-3534 平日 8：30～17：15★

県自殺予防電話相談 ☎566-4326 9：00～21：00（年末年始を除く）

こころの電話 ☎567-5560 平日��10：00～12：00★�
13：00～21：00★

滋賀いのちの電話 ☎553-7387 金～月曜日�10：00～20：30

いのちの電話 0120-7
なやみ

83-5
こころ

56 毎月10日� 8：00～翌日 8：00

よりそいホットライン 0120-279-338 24時間

★祝日・年末年始を除く●SNS相談
　「こころのサポートしが」LINE相談：16：00～21：00（来年 3 月31日㈭まで）。
LINE公式アカウント「こころのサポートしが」を友だち登録してご利用ください。
問 健康増進課（ 2階）☎561-2323、561-2482

草津市の
オープンデータ

　オープンデータとは、自治体
などが持つデータの利用方法（ラ
イセンス）を示し、誰でも自由に
利活用できるよう、二次利用が
可能な形式で公開するデータの
ことです。人口やごみ収集地区、
まめバス路線図など、市の情報
を公開しています。詳しくは、
市オープンデータカタログサイ
トをご覧ください。

HP �https://kusatsu.geocloud.jp/
webgis/Resource/OpenData/
index.html

問 経営戦略課（ 7階）
　 ☎561-2326、561-2489

 ご利用
ください

忘れずに納めましょう
国民健康保険税（ 4 期）

納期限（口座振替日）9 月30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

草津市AIチャットボットです 
あなたの質問に 
私がお答えします！
　「チャットボット」とは、「チャッ
ト（会話）」と「ボット（プログラム）」
を組み合わせた言葉で、AI（人工知
能）を活用した「自動会話プログラ
ム」のことです。 9月 1日㈬から、
市役所のさまざまな手続きや業務へ
の質問に対して、24時間365日、AI
が自動で回答します。
　市ホームページや市公式LINEか
ら利用できますので、ぜひ活用して
ください。

問 経営戦略課（ 7階）
　☎561-6544、561-2489

▲イメージ画面

詳しくは
こちら

社会生活基本調査の実施
　 1日のうちどのくらいの時間を仕
事、家事、地域での活動などに費や
しているかなどを調査し、ワーク・
ライフ・バランスの推進、少子高齢
化対策などの政策に必要な基礎資料
として活用します。
　 9月上旬から調査員が調査をお願
いする世帯に伺いますので、趣旨の
ご理解とご回答をお願いします。
問 県統計課（大津市）
　☎528－3399、528－4835
　企画調整課（ 7階）
　☎561-2320、561-2489

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）

（仮称）草津市地区計画の区域内
における建築物の制限に関する
条例に規定すべき事項（案）
問 �建築課（ 4階）
　 ☎561-2378、561-2486

景観審議会委員
　良好な景観形成に関する事
項を調査・審議します。
任期　10月～令和 5年 3月
　　　※年 3回程度の会議
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

定 �1 人〔選考（面接）〕
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

申 �9 月 1 日㈬～17日㈮まで〔必着〕
申・問 都市計画課（ 4階）
　☎561-6507、561-2486

委 員 の 募 集

手作り市民農園入園者
契約締結日～来年 8月　所 �笠縫東小学校東側（平井三）　対 �市内在住の人

定 �8 区画程度〔先着順〕�※ 1 区画約30㎡　 ¥ �年5,000円を月割りして算出
他 �一部水はけの悪い区画があります。駐車場はありません　申 随時�
申・問 �市農業振興協議会事務局（ 4階、農林水産課内）☎561-2347、561-2486

募 集

募 集 ひとまちキラリ 
　　 まちづくり活動助成の提案・イキイキ活動賞
詳しくは、直接お問い合わせいただくか、まちサポホームページをご覧ください。

【まちづくり活動助成】
草津の魅力をより一層高める、まちづくり活
動を提案してみませんか。
●部門と助成額（上限）
①“はじめの”いっぽ… 1年目 5万円、
　　　　　　　　　　�� 2 年目10万円
②“そのさき”いっぽ… 1年間20万円

●助成期間��来年 4 月～
● ��採択数（上限）��各部門 3団体
● ��説明会� 9 月18日㈯ �10：00～11：00
　　　　UDCBK（野路一、西友南草津内）
●ヒアリング（参加要）11月27日㈯ 9：30～（予定）

【イキイキ活動賞】
課題解決や魅力創出のた
めの長年の活動に「あり
がとう」を伝える賞です。
応募をお待ちしています。
●授与��賞状・副賞 5万円
●授賞数（上限）�� 3 団体
●ヒアリング（参加要）
　12月18日㈯ 9：30～
　(予定)

申 10月25日㈪まで〔必着〕に、市コミュニティ事業団へ
申・問 市コミュニティ事業団（大路二、キラリエ草津内)�
　☎565-0477、565-0411、com-com@mx.biwa.ne.jp
　まちづくり協働課（ 2階）☎561-2337、561-2482

詳しくは
まちサポ

INFORMAT IONお知らせINFORMAT IONお知らせ

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
ページをご覧ください。

�入札� �10月 5日㈫�13：00～�
12日㈫13：00

対 �加湿器、アンプ、電源、グラフィッ
クイコライザー、リサイクル家具

申 �9 月 3 日㈮�13：00～21日㈫�14：00
申・問 ��総務課（ 3階）
　☎561-2305、561-2483

草津　市有財産売却 検索

草津市��ひとりで悩んでいませんか 検索

草津市応援チケット 
販売開始の延期
　滋賀県にまん延防止等重点措置が
適用されたことを考慮し、 9月から
予定していたチケットの販売開始を
10月に延期します。応援チケットの
販売は、新型コロナウイルス感染症
の感染状況により、中止・延期とな
る場合があります。
●チケット販売・使用期間（予定）
　10月 1 日㈮～12月31日㈮
問 商工観光労政課（ 4 階）
　☎561－2351、561－2486

フリースクール授業料助成
　市が認定するフリースクールを利
用する場合の費用を助成します。不
登校の子ども達に、通いの場を提供
することで、将来的に社会的自立が
できるよう支援します。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
問 児童生徒支援課（ 6 階）
　☎561－2437、561－2488

詳しくは
こちら
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マイナポイントの対象期間が 
9 月末から12月末までに 
延長されました
　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、12月末までに
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。
※申し込みの受付やポイント付与を
終了した決済サービスがあります。
マイナポイントの最新の情報につ
いて、詳しくは、総務省のホーム
ページをご確認ください

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

詳しくは
こちら




