
～ 家庭のあたたかさを子どもたちへ ～
里親としてのあなたの力を貸してください

里親になるまでのステップ
①�事前相談……�事前に、フォスタリング機関こばとで里親に関する相談をします。制度の説明や分からないこ

とを質問できます。
②�ガイダンス…里親になる意思が固まったら、県中央子ども家庭相談センター（笠山七）で説明を受けます。
③�研修、調査…研修や実習を受けた後、家庭訪問で養育環境などの調査を受けます。
④�審査、登録…審議会での審査を経て里親として認定されると、県の里親として登録されます。

里親おしゃべり会
　里親と交流し、気軽に話を聞ける「里親おしゃべり会」を開催します。興味のある人は、都合の合う日程で
ぜひご参加ください。申し込みはフォスタリング機関こばとまで。
�来年 2月19日㈰�13：30～15：00　所 キラリエ草津（大路二）
来年 2月26日㈰�10：30～12：00　所 小鳩会分室（大津市）

問 �家庭児童相談室
　（さわやか保健センター ３階）
　☎561-2460、561-6780

　安心して身を委ねられる場所である「家庭」を望む子どもたちのために、私たちにできることを考えてみ
ませんか？里親制度について興味のある人は、社会福祉法人小鳩会�フォスタリング機関こばと（以下、フォ
スタリング機関こばと）（☎525-0030、572-5131）へご相談ください。

里親制度とは？
　保護者の入院、離婚、経済苦、
養育の拒否、虐待など、さまざ
まな事情から家庭で暮らすこと
ができない子ども（要保護児童）
を、自らの家庭に迎え入れて養
育する、児童福祉法に定められ
ている子どものための制度です。

県全体で約300人の子どもたちが施
設、里親・ファミリーホームで暮らし
ています。
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里親・
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いろいろな里親を
求めています

あなたの子育て 
応援します！ 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ）
　保護者の病気や出産、育児疲れな
どで、子どもの養育が一時的に困難
となった場合に、市が委託している
里親会や児童養護施設、保育施設な
どで預かります。
�原則 7日以内

対 �市内在住で、家庭での養育が一時
的に困難となった18歳未満の子ども

￥ �子ども 1人当たりの 1日の利用料

　 2歳未満 2歳以上
生活保護世帯か
ひとり親の非課税
世帯

無料 無料

非課税世帯
（ひとり親を除く） 1,100円 1,100円

その他の世帯 5,350円 2,750円

※ �他に実費が必要となる場合があ
ります

他 �市里親会が受託する場合、近く
の里親家庭でお預かりします

問 家庭児童相談室�
　（さわやか保健センター ３階）
　☎561-2460、561-6780

在宅腹膜透析 
実施者に 
市指定ごみ袋を配布
　使用済み透析用バッグなどの処理
の負担を軽減するため、市指定ごみ
袋を配布します。詳しくは、お問い
合わせください。
対 �市内在住で、在宅で腹膜透析を
している人

申・問 �障害福祉課（ 1階）
　☎561-6972、561-2480

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11月22日㈫ 13：00～
　 29日㈫ 13：00
対���消防指令車（いすゞ ビッグホー
ン）、陶器の置物、花瓶、リサイ
クル家具など

申 �10月14日㈮�13：00～11月 8 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

就学時健康診断
�11月 8 日㈫～10日㈭、
11月29日㈫～12月 1 日㈭、7日㈬、
8日㈭�14：00～（受付13：30～14：45）

所 �Y
ワイミット

MITアリーナ（野村三）
対 �来年 4 月に小学校へ入学する子
ども（平成28年 4 月 2 日～平成29
年 4 月 1 日生）

他 ・��受診日は、通知か、
市ホームページで
確認してください

　・��新型コロナウイルス感染症対策
として、 1日の受診人数を少な
くする取り組みを行っています

　・��原則、指定日での受診や公共
交通機関の利用に協力してく
ださい

問 �学校教育課（ 6階）
　☎561-2421、561-2488

 
 
人権擁護委員
　谷

たに

川
がわ

尚
なお

巳
み

さん（山田学区選出）が法
務大臣から人権擁護委員に委嘱され
ました。任期は10月 1 日㈯から令和
7年12月31日㈬までです。人権相談
や啓発活動などを行います。
問 �大津地方法務局人権擁護課（大津市）
　☎522-467３、522-5３17
　人権政策課（ 6階）
　☎561-2３３5、561-2488

募集  公立認定こども園  
（教育認定）令和 5年度  
新規入園申込受付

　募集人数や申込受付開
始日など、詳しくは、市
ホームページをご覧くだ
さい。申込受付は各施設で行います。
対 �市内に住民票があるか、来年3月31
日までに転入する予定の3～5歳児

申 �10月28日㈮～11月 4 日㈮の平日
に、入園申込書を各施設に提出

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

募集  育児・家事・  
介護のアイデア

　育児・家事・介護のシーンで役立
つ「これがおすすめ！」なアイデア
を募集します。12月 3 日㈯開催の男
女共同参画・女性活躍推進フォーラ
ムで掲示します。
�掲示� 12月 3 日㈯��13：00～15：30

所 �キラリエ草津（大路二）
申 �10月 1 日㈯～31日㈪に、担当課へ
申・問 �男女共同参画センター
　（大路二、キラリエ草津内）
　☎565-1550、565-1518

K
く さ つ

USATSU B
ブ ー ス タ ー ズ

OOSTERS

新規メンバー
追加！

NEW！

俳優の土平ドンペイさんがKUSA
TSU�BOOSTERSメンバーとして
新たに加わりました!!

昭和41年 7 月10日生まれ。
大阪市出身、草津市在住。比叡山
高等学校卒業後、京都撮影所の大
部屋俳優を経て上京、本格的に俳
優としての�活動を行う。

● 映画�「パッチギ！」「GANTZ」
「探偵はBAR�にいる」
● 大河ドラマ「功名が辻」「龍馬伝」
「平�清盛」「軍師�官兵衛」
● 連続テレビ小説「べっぴんさん」
「カムカムエヴリバディ」など
現在もバイプレーヤーとして活
躍中。

土
つち

平
ひら

 ドンペイ

俳優

Donpei
Tsuchihira

プロフィール

出演作品

INFORMAT IONお知らせINFORMAT IONお知らせ

詳しくは
こちら

 あなたの資格を生かして 
くさつで保育してみませんか？ 
保育士・幼稚園教諭等 
（会計年度任用職員）を 
募集します

　ハローワーク草津（草津公共職業
安定所）を通して、�会計年度任用職員
を募集しています。
●試験日�10月16日㈰
●雇用期間
�来年 4月1日㈯～令和6年 3月31日㈰
※再度の任用の可能性あり

対 �保育士資格か幼稚園教諭免許を
持っている人（認定こども園は両
方必要）

申 �10月14日㈮まで

職種 保育士・幼稚園教諭等

勤務日

・�保育所、幼保連携型認定
こども園（ 7：15～19：00）
・�幼稚園型認定こども園�
（ 8：00～17：05）
月～金曜日（月 1～ 2回、
土曜日の出勤あり）

勤務
時間

1日 3 ､ 4 ､ 5 ､ 6
時間勤務

1日 7時間
45分勤務

募集
人数

詳しくは、幼児課にお問い合
わせください

申・問 �ハローワーク草津（野村五）
　☎562-３720、562-9692
　幼児課（さわやか保健センター 2階）
　☎561-6878、561-6780

募集
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