
がん患者の  
アピアランスケア支援 
事業助成金
　医療用ウィッグや帽子、乳房補整
具の購入費用の一部（上限10,000円）
を助成する事業を行っています。令
和 ４年度から申請書などの変更があ
りますので、詳しくは、
市ホームページをご覧く
ださい。
問 健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2４82

中小企業退職金共済制度
　中退共は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（独行）勤労者退職金共済機構
　☎03-6907-123４、03-5955-8220
　商工観光労政課（ ４階）
　☎561-2351、561-2４86

令和 ４年度さわやか健康だより
年間保存版 変更のお知らせ

8 ページ：しづ井上内科(青地町、
☎567-850２)の子どもの予防接種
のロタウイルスワクチン種類が、
ロタリックスに加えて、ロタテック
も実施（予約要）
問 健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2４82

募 集 観光ガイドの 
　　 募集
　市で観光ガイドをして
みませんか？市観光ボランティアガ
イド協会では市の魅力を多くの人に
知ってもらうため、観光ガイドを実
施しています。ご興味のある人は、
気軽に連絡ください。
�10月３1日㈪まで

定 �15人〔先着順〕
申 �住所・氏名・年齢・電話・ファクス
を書いて、郵送かファクスで市
観光ボランティアガイド協会（く
さつ夢本陣内、〒5２5-00３４�草津
二丁目10-２1、☎・56３-３700）へ

問 商工観光労政課（ ４階）
　☎561-2351、561-2４86

募 集 草津商工会議所起業家 
　　 大賞に応募しませんか？
　創立50周年記念事業として、革新
的・独創的な事業に果敢に取り組む
起業家を表彰し、市内での活発な創
業や創業者の育成を推進・地域経済
の活性化を目的に「草津商工会議所
起業家大賞」を募集しています。受
賞者には、奨励金・賞状に加え、専
門家による支援などを受
けることができます。詳
しくは、草津商工会議所
にお問い合わせください。
対 �◦�個人 � �市内在住か市内で事業を

行う事業者
　◦�法人 � �市内に本店・事業拠点を

置く事業者
申 �1 次書類審査  ９ 月３0日㈮〔必着〕
までに、草津商工会議所（☎56４-
5２01、56９-56９２）へ

問 草津商工会議所
　（大路二、キラリエ草津内）
　☎56４-5201、569-5692
　商工観光労政課（ ４階）
　☎561-2352、561-2４86

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）

◦�湖南広域行政組合運営指針  
【基本指針】（案）
　問 �湖南広域行政組合総務課（栗東市）
　　☎551-2727、551-2729

まめバス「商店街循環線」の
運行ルートの変更など
　東草津地区のバス交通不便地で、
地域住民の移動手段を確保するため、
10月 1 日㈯からまめバス「商店街循
環線」の運行ルートの変更などを行
います。
￥ �〔運賃〕�大人２00円、こども100円
他 �運行ルートやダイヤなどは、広
報くさつ ９ 月号と同時に配布す
る「まめバスマップ」を確認し
てください

問 交通政策課（ 5階）
　☎561-23４3、561-2４87

下水道へ接続しましょう
　 ９月10日㈯は下水道の日です。生
活環境の向上と、琵琶湖をはじめと
する自然環境を守り、きれいな水を
未来へつなぐため、下水道へ接続し
ましょう。 ９ 月 7 日㈬～16日㈮に、
市役所 1階で下水道の歴史について
のパネルを掲示します。

水道水以外の水（井戸水など）を下
水道に流す場合は、必ず申告をし
てください。
問 水道お客様センター（ 2階）
　☎561-2４４1、561-2４81
　上下水道総務課（ 2階）
　☎561-2４４0、561-2４81

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10月 ４ 日㈫ 1３：00～11日㈫
　 1３：00
対���ハイゼットカーゴ消防車、干支
の陶器の置物、リサイクル家具
など

申�９ 月 ２ 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

長寿祝金
　社会に尽くされた高齢者を敬愛
し、長寿をお祝いするため、 ９月の
敬老月間に、地域の民生委員児童委
員などを通じて渡しています。

対象者 金額

満88歳
（�昭和 8年 ９月17日～� �
昭和 ９年 ９月16日生）

10,000円満９９歳
（�大正11年 ９ 月17日～�
大正1２年 ９ 月16日生）

満100歳以上
（大正11年 ９ 月16日以前生）

男女最高齢者 ３0,000円

対 �９ 月15日㈭時点で、市内に ３カ月
以上在住の対象者

問 �長寿いきがい課（ 1階）
　☎561-2362、561-2４80

募 集 ひとまちキラリまちづくり活動助成・ 
　　 イキイキ活動賞を同時募集
　詳しくは、直接お問い合わせいただくか、まちサポくさつホームページをご
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
●ヒアリング（参加要）11月２３日（水・祝）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17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

高齢者 
インフルエンザ 
予防接種料免除 
申請が始まります
対 �接種日当日に65歳以上の人、60～
6４歳で厚生労働省指定の障害が
ある人（詳しくは、かかりつけ医
にご相談を）のうち、生活保護世
帯、市民税非課税世帯

他 ◦対象者は、接種 1 週間前まで
の申請で接種費用（1,500円）免
除(郵送可。本人確認書類 ２点
要、接種後の申請不可)。詳し
くは、市ホームペー
ジをご覧ください
※�接種期間は、� 10～
1２月

　◦�草津・栗東・守山・野洲市以
外での接種は、健康増進課へ
事前に連絡してください

申 �９ 月 1 日㈭～1２月２1日㈬〔必着〕
申・問 �健康増進課（ 2階）
　☎561-2323、561-2４82

上下水道事業運営委員会
　上下水道事業の運営につい
て審議します。
●任期　�1２月～令和 6年11月� �

※年 ２回程度の会議
定 �２ 人〔選考（面接）〕
申 �９ 月 1 日㈭～２２日㈭〔必着〕
申・問 �上下水道総務課（ 2階）
　☎561-2４４0、561-2４81

委員の募集
対 �18歳以上で、市内在住か通勤・
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 �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 �申し込み方法につい
ては、市ホームペー
ジをご覧ください

草津市情報公開・  
個人情報保護審議会
　市政情報の公開や個人情報
保護に関することについて審
議します。
●任期　�11月～令和 6年11月� �

※年 ２回程度の会議
定 �２ 人〔選考（面接）〕
申 �９ 月 1日㈭～15日㈭〔消印有効〕
申・問 �総務課（ 3階）
　☎561-2301、561-2４83

募 集 草津市教育委員会委員
　「子どもが輝く教育のまち・出会
いと学びのまち・くさつ」の実現に
向けて協議します。詳しくは、市ホー
ムページの「草津市教育委員会委員
候補者公募要項」をご覧ください。
●任期　1２月～令和 8年1２月
定 �1 人〔書類選考、面接〕
申 �９ 月３0日㈮まで〔消印有効〕
申・問 職員課（ 7階）
　 �☎561-231４、� �
561-2４90
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