
問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6781

全ての市民が互いの人格と個性を尊重し、
支え合う共生社会へ

全ての市民が互いの人格と個性を尊重し、
支え合う共生社会へ

令和3年9月27日
制定・同日施行

新型コロナワクチン情報8面 12歳以上の全ての人の予約受付中

　手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる
環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者※は、音声言語が
中心の社会で情報を得ることやコミュニケーションをとることの困難
を強いられてきました。また、ろう者でなくても障がいのある人の中
には、情報の取得や周囲とのコミュニケーションが困難であるなど、
日常生活において不便や不安を感じている人も少なくありません。
　そこで市では、草加市手話言語条例と草加市障がいのある人のコミ
ュニケーション条例を制定しました。全ての市民が互いの人格と個性
を尊重し支え合える共生社会を目指します。

※ろう者…聴覚に障がいがあり、手話を第一言語として使用する人

　手話は、手・指や体の動き、表情を使っ
て視覚的に表現する言語です。ろう者は、
物事を考え、コミュニケーションを図り、
お互いの感情や考えを分かり合うために、
また、知識を蓄え文化を創造するために必
要な言語として手話を大切に育んできまし
た。
　手話が言語であることの理解及び普及に
関する基本理念のもと、手話に対する理解
の促進及び手話を利用しやすい環境の整備
に関する施策を推進していきます。

右手にこぶしを作り、こめか
み辺りから下におろします。
右手にこぶしを作り、こめか
み辺りから下におろします。

右手小指を左手の甲に
垂直にあて、上にあげる
右手小指を左手の甲に
垂直にあて、上にあげる

両手のひらを上に向け、指先を合わせ、指先を
上にはね上げる。（せんべいを割るしぐさです）
両手のひらを上に向け、指先を合わせ、指先を
上にはね上げる。（せんべいを割るしぐさです）

　コミュニケーション手段には、口話、手話のほか、要約筆記、
点字、音訳、代筆、代読、平易な表現などがあります。
　障がいのある人が障がいの特性に応じた手段で情報を取得し、
その特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう環
境づくりをしていくことが大切です。

　聴覚に障がいのある人の情報伝達手
段を確保する手話通訳者の担い手を養
成。聴覚に障がいのある人の理解を深
め、手話で情報伝達するための技術を
習得します。

　点訳・朗読に必要な技術等を習得し
た奉仕員を養成。視覚に障がいのある
人の理解と点字書籍や文書の作成方法
（点訳奉仕員）、発声方法やCDへの録
音技術（朗読奉仕員）を習得します。

問障がい福祉課☎922-14365922-1153

『手話』は言語です『手話』は言語です 手話で話そう！手話で話そう！～草加市を表すオリジナル手話を知ってる？～～草加市を表すオリジナル手話を知ってる？～

様々なコミュニケーション
手段があります
様々なコミュニケーション
手段があります

コミュニケーション方法を身に付けたい人へコミュニケーション方法を身に付けたい人へ

■手話奉仕員養成講座(入門・基礎)
■手話通訳者養成講座

『広報そうか』読み上げCD・点字版も発行しています。
●市民ボランティアの協力で、読み上げCDを中央図書館に設置しています。
●視覚障がいのある人のために、広報そうかの一部を点訳し、自宅へ届けます。
　問広報課☎922-05495922-3041

草加
オリジナル
手話

草加
オリジナル
手話

■点訳奉仕員養成講座(初級・中級)
■朗読奉仕員養成講座(初級・中級)

点字 筆談

読み上げ
（代読）

分かりやすい
表現

ゆっくり
大きく話す

手話
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）9月20日現在　人身事故290件（－123）　死者6人（＋4）

　保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育（小規模・家庭
的）、家庭保育室への令和4年4月入園（室）申し込みを受け付け
ます。
■対　　象
・保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育（小規模・家
庭的)：保護者の就労や疾病等により保育を必要とする乳幼児

・家庭保育室：保護者の就労や疾病等により保育を必要とする生
後6週以上満2歳未満の乳幼児

■必要書類
①保育所等入園申込書または家庭乳幼児
保育申請書

②子どものための教育・保育給付認定
（変更）申請書

③確認票
④保育所等の申し込みに関する同意書
⑤児童記録票
⑥提出書類チェックシート（郵送時のみ）
⑦稼働証明書等保育を必要とすることを
証明する書類

⑧マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認書類等
⑨家庭保育入室に関するチェックシート（家庭保育室申込のみ）
※上記②記入の保護者以外が申請する場合は、配偶者であっても
委任状が必要です。

■書類配布　10月5日㈫から保育課・各保育所等・子育て支援セン
ターで配布します。市ホームページからも入手できます。

■申込方法

■対　　象　保護者や同居者の就労等により放課後保育を必要とす
る小学生（令和4年4月現在）

■必要書類　児童クラブ入室申込書・稼働証明書等保育を必要とす
ることを証明する書類

■書類配布　10月5日㈫から子ども育成課・各児童クラブ・子育て
支援センターで配布します。市ホームページからも入
手できます。

■申込方法

　葬儀にかかる経費の負担が困難な市民を対象に、経費の一部を市
が負担する市民福祉葬を実施しています。
　亡くなった人と葬儀を行う人がいずれも草加市の住民基本台帳に
記録されている場合に利用でき、市の規定する仕様（葬儀場、寝台
車、祭壇、棺・骨つぼ、火葬を含む）で行います。会葬者への飲食
を提供する葬儀は対象外。
　基本仕様の利用者負担額は5万円ですが、寝台車の利用距離や火
葬までの棺の管理にかかる経費などにより追加負担が生じる場合が
あります。
ω下表中いずれかの指定葬儀社に市民福祉葬利用の旨を連絡した後、
死亡届と市民福祉葬申請書を市民課に提出してください。

※郵便料は自己負担（基本料金+特定記録郵便料160円）

※入場は保護者1人で。対象児の同伴は不要。公共交通機関での
　来場にご協力を。
※10月11日㈪～11月23日㈷は保育課窓口では受け付けません。

　全ての人が互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分
らしく輝いて暮らせる社会の実現を目指すため、パートナーシップ
宣誓制度の考え方を作成しました。この考え方について意見を募集
します。
　考え方及び意見用紙は、市役所情報コーナー・人権共生課・サー
ビスセンター・公民館等の公共施設で配布するほか、市ホームペー
ジからも入手できます。意見のある人は、意見用紙を10月5日㈫～
11月4日㈭に、〒340-8550人権共生課へ。ファクス・メールでも可。

郵送受付　特定記録郵便で保育課へ。

会場受付
・受付期間　11月20日㈯～23日㈷　午前9時～午後5時
　　　　　　（日曜日、祝日も受け付け）
・受付会場　中央公民館

　受付期間　10月11日㈪～11月4日㈭（消印有効）

※郵便料は自己負担（基本料金+特定記録郵便料160円）

※入場は保護者1人で。対象児の同伴は不要。公共交通機関での
来場にご協力を。

※10月11日㈪～11月23日㈷は子ども育成課窓口では受け付けま
せん。

※葬儀社の新規指定届け出の相談も随時受け付けています。

郵送受付　特定記録郵便で子ども育成課へ。

会場受付
・受付期間　11月20日㈯～23日㈷　午前9時～午後5時
　　　　　　（日曜日、祝日も受け付け）
・受付会場　中央公民館

　受付期間　10月11日㈪～11月18日㈭（消印有効）

葬儀社名（指定順）

㈱本郷屋

フルールウーノ㈱

アルファクラブ武蔵野㈱

㈱親愛

㈱東冠

神明1-11-4
（本郷屋斎場）

谷塚町836-5
（瀬崎5-29-25　西往寺光明殿）

旭町3-1-1
（さがみ典礼　草加葬斎センター）

氷川町2139-18
（親愛セレモニーホール）

西町1450-1
（ファミリーホール）

氷川町833
（東冠メモリアル草加）

氷川町2124-5
（東冠メモリアル草加駅前）

☎931-4444

☎0120-4949-29

☎0120-33-8411

☎0120-66-2186

☎924-0144

☎927-0044

☎926-7800

電話 所在地（葬儀場）

保育所等・家庭保育室申込受付

問保育課☎922-1491Ü922-3274Ü

令和4年4月からの入園(室)

≪郵送受付≫…10月11日㈪～11月4日㈭
≪会場受付≫…11月20日㈯～23日㈷

放課後児童クラブ申込受付

問子ども育成課☎922-1448Ü922-3274Ü

令和4年4月からの入室

≪郵送受付≫…10月11日㈪～11月18日㈭
≪会場受付≫…11月20日㈯～23日㈷

市民福祉葬を実施しています
問市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

（仮称）草加市パートナーシップ
宣誓制度の考え方
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

Ü

　

皆さんの意見を募集します

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年10月5日号



　国の仕事などで、「分からない」「説明に納得できない」「処理
が間違っているのではないか」と思ったときは、苦情や要望を受け
付け、行政運営に役立てる行政相談制度を利用してください。
■総務省関東管区行政評価局との合同行政相談
・日時　10月8日㈮午後1時30分～4時
・会場　市役所西棟第5会議室
■市役所・行政相談員宅
　毎月第2金曜日に総務大臣から委嘱された行政相談委員が相談を
受けています。また、市内の行政相談委員宅でも相談に応じます。
・醍醐洋子さん（氷川町☎925-1930）
・中村久夫さん（中根三丁目☎936-0054）
・山川邦子さん（栄町二丁目☎931-8689）
・竹村博之さん（遊馬町☎925-4151）
・山口久男さん（遊馬町☎925-0795）
■総務省関東管区行政評価局（きくみみ埼玉）「行政苦情110番」
☎0570-090110Ü048-600-2336
　インターネット（「行政相談受付」で検索）でも相談できます。

　令和4年4月1日採用の新規採用職員を募集します。詳しくは採用
試験案内書を確認してください。
■試験日
　11月6日㈯
■試験内容
　論文・面接
■採用予定人数
　若干名
■受験資格等
　昭和60年4月2日以降生まれで、言語聴覚士の免許を有する人ま
たは、令和4年3月31日までに免許を取得見込みの人
ω10月29日㈮（消印有効）までに市立病院（同病院ホームページ
からも入手可）、市職員課、各サービスセンターで配布する試験申
込書を市立病院経営管理課へ郵送。

　市内全域で実施します。時間は町会・自治会ごとに異なりますの
で、確認の上、清掃活動に協力をお願いします。
■収集したごみは…
①可燃、不燃、資源物に分別し、町会・自治会などが配布する「美
化運動専用ごみ袋」に入れてください。

②集めたごみは、「美化運動専用の集積所」に出してください。
■収集できないごみ
・家庭から出たごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、粗大ごみ）
・事業所（工場、店舗、会社、飲食店等）から出たごみ
・家電リサイクル法対象品目
・処理できないごみ

　なお、U字溝等の清掃を行う町会・自治会は、事前に同協議会に
ヘドロ収集を依頼してください。
※収集作業中のごみ収集車は危険ですので近
づかないでください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮
しながらの実施をお願いします。

　多くの皆さんの協力をお願いします。

●自転車、座椅子などの粗大ごみ
●石、コンクリート、ブロックなどの
　処理困難物
●テレビ、エアコン、洗濯機、
　衣類乾燥機、冷蔵庫などの
　家電リサイクル法対象品目

　手代橋の負担を軽減するため、11月中旬から橋の一方通行規制
と大型車規制を開始します。開始日は決まり次第、改めてお知らせ
します。一方通行規制後は手代橋が草加市側→八潮市方面通行のみ
に。なお、大型車は通行できません（地図参照）。
　交通規制により、橋の延命化が図られるほか、歩行者などが安全
に通行できるようになります。ご協力をお願いします。

例

分別や処分方法、収集日など、
ごみに関する様々な情報を提供
しています。

処分方法などは、草加市ごみ収集カレンダーか、
草加市ごみ分別アプリで確認を。

▼ダウンロードはこちらから▼

iOS版 Android版
草加市リサイクルセンター
マスコットキャラクター

クルリ

ごみ分別アプリ

綾瀬川

伝
右
川 八潮市

手代1丁目

手代新橋

稲荷1丁目

手代
橋

南後谷（西）

産業道路→県道草加八潮三郷線←草加駅

大型車規制区間

手代橋

一方通行規制
（手代橋のみ）

総務省との
合同行政相談
問広聴相談課☎922-0566Ü922-3173Ü

問草加市クリーンふるさと推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-3972Ü931-9993Ü

10月31日㈰は
秋の美化運動

10月18日㈪～24日㈰は行政相談週間

市立病院
〈言語聴覚士〉
問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

令和4年4月1日採用

みんなのまちを、みんなできれいにしよう

問道路整備課☎922-2197Ü922-3249Ü

11月中旬から手代橋が
一方通行になります

10月8日㈮
開催

職員募集

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年10月5日号



・体調不良者の利用禁止

・利用人数の制限

・換気の徹底

・利用責任者が参加者を把握

・密閉、密集、密接を避ける
・マスクの着用
・こまめに手洗い、消毒
・うがい
・検温、健康チェックし、体調
　不良を感じたら外出しない

●広報「そうか」掲載の催事は、
　感染防止策を講じて開催します。
●公共施設を利用する時は、基本ルール
　と運営基準を守ってください。

※状況により中止・延期となる場合があります。
　詳細は市HPまたは各担当課へ確認してください。

基本ルール

【主催者と参加者】【主催者】

■かかりつけ医がいる人
　かかりつけ医に電話で相談してく
ださい。
■かかりつけ医がいない人

　近くの医療機関の連絡先、受付時
間が調べられます。医療機関に事前
予約の上、受診してください。
※事前連絡をせずに医療機関に行く
と、受診できない場合があります。

埼玉県指定 診療・検査
医療機関検索システム

埼玉県受診・相談センター

感染症県民サポートセンター

【受診先の確認・受診を迷う場合】

☎048-762-8026Ü048-816-5801
［9時～17時30分（㊊～㊐（㊗含む））］
【受診先の確認・一般的な質問】

☎0570-783-770Ü048-830-4808
［24時間年中無休］
※ファクスの場合、回答までに時間
がかかる場合もあります。
【救急の場合】
　迷わず119番へ連絡してください。

Ü

Ü

発熱など症状があるときの
受診の流れを確認しましょう

新型コロナウイルス感染症  問い合わせ先

è10/6㊌～利用希望日の2日前までに料金を添えて学校施設課へ。
☎922-2643Ü928-1178
　奥日光自然の家は市の保養施設です。自然保護のため車での現地乗り入れは
できません（赤沼車庫駐車場から千手ヶ浜行き低公害バスを利用・約30分）。
■利用期間　10/8㊎～11月上旬　㊊㊋定休（㊗の場合は翌平日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）。1部屋1人での利用不可。
■食事料金　朝食810円　昼食（おにぎり2個）324円
　　　　　　夕食Ａ1512円・Ｂ2700円

戦場ヶ原西ノ湖

奥日光自然の家
大自然の真ん中に泊まろう

10/8㊎～11月上旬
開所

千手ヶ浜

　個人賠償責任補償付総合保険「入っ
て安心！RinRinそうか」令和3年度加入
受付は、10/18㊊17時で終了します。
加入希望者は、市公共施設にある加入

依頼書に必要事項を記載し、郵便局で
支払いを。ε交通対策課☎922-1641Ü
922-1030

　災害時の被災地支援、福祉教育、ボ
ランティア体験、地域から孤立をなく
すための事業や地域の人々の交流を深
めるための事業など、様々な福祉活動
に活用されます。金融機関やインター
ネット（QRコード）を通じた募金も
可能です。ご協力をお願いします。ε

県共同募金会草加市支会（市社会福祉
協議会内）☎932-6770Ü932-6779

　災害時に地域住民の電気供給源と
して活用する発電機を、宝くじの助
成金で配備しました。これは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源として実施
しているコミュニティ助成事業によ
るものです。配備先は稲荷中央町会
自主防災会。ε危機管理課☎922-06
14Ü922-6591

　新春恒例「初笑い草加演芸会」を来
年はYouTube文化観光課チャンネルで
期間限定配信します（令和4年2月予
定）。出演はそうか宣伝隊長の三遊亭
圓雀さん（落語家）と林家二楽さん
（紙切り）。林家二楽さんに切っても
らいたい紙切りのお題を募集します。
è12/1㊌（消印有効）までにお題・住
所・氏名・電話番号を漸草庵、文化観
光課に設置の二楽ポストへ（用紙自
由）。メール（QRコード）でも可。
ε同課☎922-2968Ü922-3406

　10/19㊋8時～12時30分（雨天時は20
㊌）。会場はそうか公園。市内11校の
中学生が多目的広場及び公園内を走路
として利用します。また、事前にコー
スを下見する場合があります。なお、
大会はできる限りの新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策をして行います。
応援や観戦は、選手の保護者を含めお
断りしていますので、皆さんにもご遠
慮いただきますようご理解、ご協力を
お願いします。ε指導課☎922-2748Ü
928-1178

　10/1現在外国人学校に在籍し、令和
4年3/31までに在学期間が6か月を超え
る子どもの保護者で、同3年4/1以降に
市の住民基本台帳に登録されている人
対象。補助額は通学費を超えない範囲
で、1人当たり小学生は年額3万円以内、
中学生は年額5万円以内。è在学校か
ら配布される補助金交付申請書・在籍
証明書を10/29㊎までに各校へ。ε総
務企画課☎922-2619Ü928-1178

　10/14㊍～12/17㊎。市役所情報コー
ナーで販売。縦14㎝×横9㎝。表紙色
は黒とグレイッシュブルー。価格は
550円（税込み）。ε庶務課☎922-097
3Ü922-1108

災害時に
役立て
られますオンライン草加演芸会

紙切りお題募集

外国人学校への通学費を補助

中学生の県駅伝競走大会
予選会に協力を

入って安心！RinRinそうか
令和3年度分の加入は10/18㊊まで

2022年版県民手帳を販売

赤い羽根共同募金に
協力を

宝くじの助成金で
発電機を配備

④ 2021年10月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

対象は市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー ・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
凡例 ε…問い合わせ先　è…申し込み　HP…ホームページ　QRコード…ウェブ・メール

ミニ情報、みんなの健康は5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

新型コロナの影響で催し・施設・窓口等に変更の場合あり。事前に確認を。

▶市県民税（普通徴収） 第3期
▶国民健康保険税（普通徴収） 第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第4期
▶介護保険料（普通徴収） 第5期

10月の
納税
・
納付 11/1㊊までに市指定金融機関、コンビニ、

スマートフォン決済で

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎  納税課、後期高齢者・重心医療室
日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで（緊急事態宣言等発出中は20時まで）



≪凡例≫ô対象　ö日時　é受付時間　ë定員　à会場　ß費用　ù内容　è申し込み　Ò所要時間　Ñ持ち物　ê通知時期（対象者へ通知あり。転入者・通知が届かない場合は連絡を）　

みんなの健康 問健康づくり課 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22（保健センター）※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※持ち物等は申し込み時に確認を☎922‒0200   Ü922‒1516

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を減らして実施しています。内容や申請方法を変更しているものがありますので、市HP等で最新の情報を確認してください。

■転入者は母子健康手帳を準備の上、健康づくり課へ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和3年9月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö10月下旬～11月中旬
ù訪問員が家庭を訪問（事前連絡無）し、予診票・診査票等を配布

離乳食講習　è電話・市HPで
初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児　ë各回12組　ö10/29㊎13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö10/29㊎10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö10/27㊌10時～

マタニティクラス両親学級　è11/1㊊から電話・市HPで
ô令和4年2月～4月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö12/8㊌　①9時10分～②9
時55分～③13時10分～　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過、乳房ケア講話

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö11/17㊌9時30分～11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和2年4月生まれ
ô平成30年7月生まれ

ö11/2㊋・16㊋
ö10/12㊋・26㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê10月末
ê9月末

母子保健　

■対象年齢は令和4年3/31現在
■がん検診の無料対象者…①75歳以上②65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保
険者③非課税者(世帯全員）④生活保護受給者⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者

成人保健

ô20歳以上　ö11/30㊋まで　ß頸部1700円、頸部・体部2500
円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô30歳以上　ö12/17㊎まで　ß500円

子宮がん検診
子宮頸部の細胞検査

大腸がん検診
便潜血反応検査

個別検診（à指定医療機関）受診通知票不要　è指定医療機関へ（健康カレン
ダー、市HPに掲載。保健センター、公共施設にも配置）
Ñ健康保険証または住所が確認できるもの（無料対象者は必要な証明等）

健康相談など　è電話で
ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊…原町コミセン、㊌…瀬崎・八幡コ
ミセン、㊍…稲荷コミセン、㊎…氷川・柳島コミセン
ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン（オンラインも可）

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö10/20㊌13時～14時30分　ù歯科講話、マタニティレシピ&
離乳食の紹介

■日　時

■会　場
■対　象
■定　員
■受講料
■講　師

11/20㊏、12/18㊏
13時15分～16時30分（全2回）
草加市文化会館
「皮革講座」初級コース修了者
15人　
4000円・材料費5000円
茂垣隆生氏、中野重美氏、
佐々木勇太氏
（市内革製品製作会社職人）

中・上級コース（初級コース修了者対象）

そうか市民大学後期講座
「まちの匠～作る・皮革講座～」

è10/6㊌から生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
　本革のリュックサックを作ります。

　浄化槽を使用する人は、清掃や保守
点検とは別に年1回の定期水質検査受
検が義務づけられています。定期水質
検査は、浄化槽からの放流水などをチ
ェックして、浄化槽が十分浄化機能を

発揮しているかどうかを検査するもの
です。è県浄化槽協会へ。☎048-501-
5707Ü048-501-5709

　10/25㊊13時30分～15時。会場は瀬
崎コミセン。自宅で簡単にできるイス
・ヨーガ、ストレッチなどを体験しま
す。瀬崎・谷塚地区居住者対象。定員
30人。室内靴、タオル持参。è10/18
㊊10時から電話で同コミセンへ。☎Ü
924-5300

　10/9㊏14時～15時。昭和時代初期に
製作されたフロア型機械式蓄音機で、
懐かしのSPレコードを鑑賞します。ε

歴史民俗資料館☎922-0402Ü922-1117

　市の税金は、9割以上の人が年度内
に納付されています。皆さんが安心し
て暮らしていくための財源と税負担の
公平性を確保するため、県と県内全市
町村では、10～12月を滞納整理強化期
間として、滞納者に対する差押えの強
化など、滞納の解消に向けた取り組み
を集中的に行います。うっかりした納
め忘れを防止するためには、手続き簡
単で安心な口座振替がおすすめです。
引き続き期限内納付へのご協力をお願
いします。ε納税課☎922-1126Ü920-
1502

　里親とは、様々な理由で家族と離れ
て暮らす子どもたちを家族の一員とし
て迎え入れ、家庭的な環境で育ててい
く児童福祉法に定められた制度です。
県では、一定期間（数週間～数年間）
0～18歳の子どもたちを家庭で育てて
くださる養育里親を募集しています。
養育里親になるには、特別な資格や子
育て経験は不要ですが、養育里親研修
を修了する必要があります。ε草加児
童相談所☎920-4152Ü922-3600

　10/1から埼玉県の最低賃金は時間額
956円（引上げ額28円）に改正されま
した。最低賃金は、賃金の最低限度を
定めるもので、年齢や雇用形態に関係
なく、パートや学生アルバイトを含め、
県内の事業場で働く全ての労働者に適
用されます。なお、特定（産業別）最
低賃金の改定は12月を予定しています。
ε春日部労働基準監督署☎048-735-52
26Ü048-735-3748

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成され、ボートレース事業の
収益金は市内の道路整備に充てられて
います。なお、競艇の開催期間は10/9
㊏～12㊋、16㊏～19㊋、22㊎～25㊊、
11/3㊗～7㊐、10㊌～14㊐、17㊌～22
㊊、27㊏～30㊋、12/3㊎～7㊋、10㊎
～13㊊、17㊎～22㊌、28㊋～31㊎。
会場はボートレース戸田。ε財政課☎
922-0761Ü922-1547

　市の審議会等を傍聴できます。市内
在住の聴覚障がい者で手話通訳者の派
遣を希望する場合は、会議開催1週間
前までに各担当事務局へ連絡を。
■環境審議会〈環境課☎922-1519Ü92

2-1030〉…10/20㊌14時～　市役所西
棟第1･2･3会議室で　定員2人（当日先
着順）
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…10/22㊎10
時～　市役所第二庁舎第1･2委員会室
で　定員2人（当日先着順）
■社会資本整備総合交付金評価委員会
〈都市計画課☎922-1802Ü922-3145〉
…10/25㊊14時～　中央図書館多目的
ホールで　定員5人（当日先着順）
■総合教育会議<総合政策課☎922-07
49Ü927-4955>…10/25㊊13時～　紅
藤カナダビル職員研修室で　定員2人
（15分前に抽選）
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…10/28㊍10時
～　市役所西棟第2・3会議室で　定員2
人（当日先着順）

イス・ヨーガ教室

歴史民俗資料館
蓄音機コンサート（軽音楽特集）

ストップ!滞納　10～12月は
市税等の滞納整理強化期間

10月は里親推進月間
養育里親募集中

年1回は浄化槽の定期水質検査を

埼玉県最低賃金
時給956円に改定

ボートレース事業の
収益金で道路整備

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2021年10月5日号



⑥ 2021年10月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、みんなの健康は5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

①街中を大音量で巡回 ②空き地で回収
無許可の不用品回収業者
によって回収された廃家
電などの粗大ごみを不法
投棄

環境対策を行わずに廃家
電を破壊することで、フ
ロンガスや鉛などの有害
物質が放出

廃家電に含まれる電池や
プラスチックにより、発
火・火災が発生

③チラシを配布

「無許可」の不用品回収業者の例 不適正な処理の例 全て荷物を積み込んだ後に…

違法な不用品回収業者は
利用しないでください

粗大ごみ・家電製品（テレビ・
エアコン・冷蔵庫・洗濯機）の
適切な処分に協力してください。
処分方法の詳細は市HPで確認を。

ε廃棄物資源課
☎931-3972Ü931-9993Ü

④インターネット
　の広告

　市の許可や委託を受けずに家庭から出た
廃家電などを不用品回収業者が回収するこ
とは認められていません。

全てが無料
ではないん
です。

ほとんどの不用品回収業者は市の
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を
得ずに、廃家電などの廃棄物回収の
営業をしています。

違法な不用品回収業者によって回
収された廃家電の多くが、不法投棄
されたり不適正に処理され、環境に
悪影響を及ぼしています。

高額な料金を請求されるなど、
トラブルの元となる事例も報告さ
れています。

不法投棄

不適正処理

不適切な管理による
火災

♪

♩

無
料
回
収

　日時等は変更になる場合があります。
埼玉県赤十字血液センターHPまたは
電話で確認を。ε同センター☎048-68
4-1511
■10/7㊍　ベルクス草加青柳店　10時
～12時、13時15分～16時30分
■10/15㊎　草加駅東口　10時～11時
45分、13時～16時
■10/15㊎　獨協大学前<草加松原>駅
西口　10時～16時
■11/7㊐　草加駅東口　10時～11時45
分、13時～16時

北足立郡市町
人権フェスティバル

聴覚障がい者
教養講座

　10/22㊎～11/21㊐。オンライン開催
（申込者へURLを送信します）。内容
は①車いすラグビー元日本代表三阪洋
行氏による講演「違いを受け入れ世界
を変える」②作品展示③人権に関する
啓発ほか。è 11/18㊍までに申込フォ
ーム（QRコード）で。ε人権共生課
☎922-0825Ü927-4955

è

Ü

愛の献血

シルバーカルチャー教室

■初めてのABC　木曜コース　10/14
・28、11/4の㊍15時30分～17時　会場
は中央公民館　金曜コース　10/22・
29、11/5の㊎15時～16時30分　会場は
勤労青少年ホーム。いずれも全3回。
定員10人。参加費2000円。
■プリザーブドフラワーのアレンジメ
ント体験会　10/18㊊13時～15時。会
場は中央公民館。定員15人。参加費

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、
する予定の人対象。
■介護者のつどい　10/9㊏13時30分～
15時。会場は新里文化センター。定員
10人。ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü92
9-5222
■認知症介護者のつどい　10/20㊌13
時15分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。ε新田西部（包）☎946-0520Ü946-
0523

Ü

Ü

普通救命講習Ⅰ
　11/6㊏9時～12時。会場は西分署。
成人の心肺蘇生法・AED・異物除去法
ほか。市内または八潮市在住・在勤の
中学生以上対象。
定員10人。応募
多数の場合は抽
選。è 10/20㊌
までに西分署へ。
☎925-3251Ü9
25-3269

è

Ü

無業の子どもの
お金を考えるセミナー

　11/10㊌14時～15時45分。会場は勤
労福祉会館。様々な事情で働けない子
どもの将来やこれからのお金の見通し
等について、講師とともに考えます。
講師はファイナンシャルプランナーの
浜田裕也氏。定員20人。è 10/12㊋か
ら若者自立支援センター埼玉へ。☎04
8-255-8680εくらし安全課☎941-6111
Ü941-6157

è

Ü

■ダンスフェスティバル　10/31㊐12
時～。会場は市民体育館。交流とJDSF
アマA級の模範演技。定員120人。参
加費1000円。室内靴持参。
■バウンドテニス大会　11/7㊐9時～。
会場は市民体育館。部門は男女別ダブ
ルス、混合ダブルス。小学5年生以上
対象。参加費1500円（高校生以下は
500円）
■バレーボール大会　11/14㊐9時～。
会場は記念体育館。部門は小学生～高
校生、一般（男女）。参加費1チーム
5000円（高校生以下は1000円）
èダンスは10/6㊌～18㊊に、バウン
ドテニスは10/15㊎までに電話で市民
体育館☎Ü936-6239へ、バレーは10/6
㊌～11/5㊎に電話で市民温水プールへ。
☎936-6824Ü935-8981

è

Ü

Ü

市民体育祭

　11/4～25の㊍10時～12時。全4回。
会場は柳島コミセン。ばね口のポーチ
（17㎝×10㎝）を製作。定員10人。材
料費1000円。裁縫道具・定規・はさみ
・木綿糸（白・茶）持参。è 10/6㊌
10時から同コミセンへ。☎Ü928-2321

è

Ü

パッチワーク教室

　10/14㊍10時～11時30分。会場は草
加市文化会館。認知症と診断された人、
もの忘れ等で悩んでいる人対象。定員
6人。本人同士だからこそわかり合え
ることがきっとあると思います。日々
の生活の中で感じていることや、ご自
身の経験などを語り合ってみませんか。
è10/6㊌から長寿支援課へ。☎922-28
62Ü922-3279
è

Ü

認知症
ご本人ミーティング

　11/7㊐8時30分～。会場はそうか公
園。走行距離は1人2km。部門は小・
中学生、一般の各男女。4人1チーム
（補欠2人まで）。参加費1チーム1000
円（小学生は500円）。è 10/23㊏ま
でに草加市スポーツ協会HPにある申
込用紙をメールで同協会へ。928-6361
Ü922-1513

è

Ü

健康駅伝大会　10/31㊐10時～12時。会場は中央公
民館。聴覚障がい者、音声または言語
機能障がい者と家族、聴覚障がい福祉
関係者等対象。市立病院薬剤部の伊藤
剛貴氏・本石寛行氏による講演「抗体
や免疫ってどんなもの？冬に気を付け
たい感染症」。定員30人。手話通訳・
要約筆記がつきます。è10/6㊌から草
加市社会福祉協議会へ。メール（QRコ
ード）でも可。☎932-6770Ü932-6781

è

Ü

■介護者のつどい　10/20㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加
安行（包）☎921-2121Ü928-8989
■いきいき体操教室　10/20㊌14時～
15時30分。会場は花栗会館。トレーナ
ーによる運動機能向上プログラムで転
倒しにくい体をつくる。65歳以上対象。
定員15人。è10/6㊌から草加安行（包）
へ。☎921-2121Ü928-8989
■はつらつバルーン体操　10/27㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。ボール等を使用した介護予防
運動。65歳以上対象。定員30人。è
10/6㊌から草加川柳（包）へ。☎932-70
07Ü931-0993

Ü

è

Ü

è

Ü
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎0120-777031　▶火災・防災情報　☎997-8511 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/7㊍・10㊐・14㊍・19㊋・24㊐・
29㊎、11/2㊋・5㊎9時～11時　中央公
民館　無料　ε関根☎090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/9㊏・16㊏9時～11時　柿木公民館
　初心者歓迎　用具は不要です　参加
費無料　ε山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験　10/9
～30の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■卓球体験　10/12㊋・14㊍9時～11時
　市民体育館　ラリー中心です　ε松
が根クラブ須藤☎922-4789
■中・高生の不登校相談会　10/13㊌
15時30分～16時50分　勤労福祉会館
第5会議室　不登校に悩む中・高生、
保護者対象　εそうか不登校支援ネッ
ト森泉☎932-5139
■介護者サロン「らくだ」　10/15㊎

è

高年者向け

　さかえ～る　「こもれび」　10/28
㊍　市民活動センター　各13時～15時
　参加費100円　ε介護者支援の会草
加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　10/16
㊏10時～12時　中央公民館　10/26㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　11/2㊋
13時30分～15時30分　氷川平成塾　ε
山田☎928-5332
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
10/16㊏13時15分～16時10分　谷塚文
化センター　飲み物付き　男女競技選
手、会員多数待機　参加費700円　ε
太田☎090-3520-7309
■ミシン洋裁基礎講座　10/17㊐9時～
13時　新田西文化センター　洋裁の基
礎を学び作品を作りましょう　材料費
1000円　è竹花☎090-6657-4005
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/22㊎13時～15時　10/26㊋9時～11
時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎
090-9310-5460
■講演会「北京の想い出」　10/24㊐
13時30分～16時　中央公民館　講師は
慶応大学講師の文光茹老師　発展著し
い中国を学ぼう 参加費500円　èサー
クル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/30㊏10時～12時　中央公民館クラ
ブ室　一般対象　定員9人　参加費無
料　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■第58回草加母親大会　11/23㊗10時
30分～12時　草加市文化会館第1会議
室　講演「命とくらしを守り平和な未
来を子ども達に」高田公子　どなたで
も参加できます　ε浜野☎942-3482

è

è

è

にこにこサロン楽楽

　10/15㊎13時30分～14時30分。会場
はふれあいの里。簡単なゲーム・ぬり
え・おりがみなど。60歳以上対象。ε
ふれあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

集まれ料理男子（経験者コース）

　10/19㊋10時～13時。会場はふれあ
いの里。60歳以上の男性対象。定員6
人。参加費800円。エプロン、三角巾
またはバンダナ持参。è 10/6㊌10時
から電話でふれあいの里へ。☎920-62
22Ü920-6251

è

Ü

これから始めよう
介護予防運動

　11/9㊋・16㊋・23㊗・30㊋の13時
30分～14時30分。全4回。会場はふれ
あいの里。ストレッチを取り入れた介
護予防運動。60歳以上対象。定員15人。
ヨガマットまたはバスタオル持参。運
動靴で。è10/7㊍10時から電話でふれ
あいの里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

手芸教室
～軍手で作ろう干支・寅（とら）～

　11/1㊊10時～12時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員10人。材料費
600円。はさみ持参。è10/11㊊10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

Ü

軍手人形
～来年の干支「寅」を作ろう～

　10/22㊎10時～12時、11/24㊌13時
30分～15時30分。会場はふれあいの里。
60歳以上対象。定員各10人。参加費
600円。糸切りはさみ、タオル持参。

まんまるよやく
システム一時停止

　10/27㊌0時～28㊍24時。まんまるよ
やくシステムリニューアルのため、イ
ンターネットを使用したシステムでの
予約を一時停止します。施設窓口での
予約等は停止しません。ε総合政策課
☎922-0749Ü927-4955Ü

かけはしサロン 市民サークルの非営利活動を紹介しています。交渉
は当事者間で。市は関与しません。掲載依頼は発行
日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）　11/10㊌13時～14時。会場はであい

の森。正月飾り作りほか。60歳以上対
象。定員10人。材料費200円。持ち帰り
用袋持参。è10/12㊋10時から電話で
であいの森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

勤労青少年ホーム

　10/21㊍13時～21時30分。館内消毒
のため臨時休館します。ε勤労青少年
ホーム☎928-5550Ü928-9632Ü

稲荷コミセン

　11/1㊊～30㊋、空調設備改修工事の
ため施設利用を休止します。予約受付
などの窓口業務は利用できます。ε稲
荷コミセン☎Ü931-5333Ü

草加市文化会館休館日変更

　11/3㊗は「文化の広場」開催のため、
休館日を11/10㊌に変更します。ε草
加市文化会館☎931-9325Ü936-4690Ü

è 10/8㊎10時から電話でふれあいの
里へ。☎920-6222Ü920-6251
è

Ü

2600円(材料費込み)。文具用はさみ・
木工用接着剤･持ち帰り袋･新聞紙持参。
è10/6㊌からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209
è

Ü

休日等上水道工事店

㈲東洋開発
竹内セントラル㈱
㈲東洋開発
㈲駒崎設備

両新田西町246
氷川町2112-6
両新田西町246
氷川町818-3

☎928-5520
☎928-5525
☎928-5520
☎924-4136

10/9㊏
10㊐
16㊏
17㊐

㊏㊐㊗等の漏水・出水不良など
の水道トラブルに対応します。
受付時間：9時～17時

草加内科呼吸ケアクリニック
9時～12時・14時～17時

草加1-4-5
☎999-5941

マミー薬局☎943-2827

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局草加店☎928-1431

10/10㊐

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

中町クリニック
9時～12時・14時～17時

谷塚1-22-18
☎954-8962

あけぼの薬局谷塚店☎926-1189

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

10/17㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

休 日 当 番 医
㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療は、下表の医療機関で行います（保険証
持参）。薬局は当番医周辺の営業している薬局です（時間は各局へ問い合
わせてください）。市立病院周辺の薬局は㊐㊗も交代で営業しています。

市立病院（☎946-2200）では表内の医
療機関（一次救急）での診療が困難な場
合や入院治療が必要な患者を受け入れ
ます（二次救急）。

休日当番医
QRコード

休日当番医の駐車場は混雑します。満車の際は民間駐車場等をご利用ください。 ■診療時間
　㊊～㊎ 19時30分～22時30分
　㊏㊐㊗、年末年始 18時30分～22時30分
■場所　
　草加2-21-1 市立病院心臓・脳血管センター1階

子ども急病夜間クリニック（小児科）
夜間に急変した0～15歳を応急診療します。

☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

急病への対処・受診の必要性や緊急診療ができる
医療機関を看護師が助言（365日24時間対応）

☎♯7119

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!



　10月4日㈪から、午後3時の下校時見守り放送と、青色パトロール
車の防犯放送を新里小児童の声でアナウンスしています。今後、両
新田中、両新田小の児童生徒の声でも流れます。ぜひ放送に耳を傾
け、子どもたちの安全や防犯に一層のご協力をお願いします。

①10/11㈪午後4時～4時40分
会場：草加マルイ1階
出演：井田美幸、井田結貴乃（以上ハー

プ）、井田真理乃（バイオリン）他
②10/12㈫午前11時～11時30分
会場：イトーヨーカドー草加店1階
出演：カフェ・ドゥ・ラ・ハープ

　草加市美術展では、市民の美術作品約200点を展示。県展作
品展（特別展）では、県美術展覧会（県展）が延期になったた
め、過去3年分の市民の県展展示作品のうち16点を展示します。

　参加店舗で販売する草加産野菜に貼られたシー
ルを7枚集めて応募すると、抽選で300人に野菜の詰め合わせな
どが当たります。
■台紙配布場所　参加店舗（下表）、都市農業振興課
■応募締切　令和4年1月14日㈮（消印有効）

10月かどまちごとでき

10/18㈪午前11時～11時30分　会場：子
育て支援センター。定員26人（1組3人まで）
出演：田中淳子、小林秀吏（以上ハープ）

ω10/7㈭午前9時から草加市
文化会館HP（QRコード）へ。

1次：10/20㈬、2次：21㈭、
本選：23㈯いずれも午前10時～。
会場：草加市文化会館

問新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501問新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

新型コロナワクチン情報 問い
合わせ

草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570-666-578

㊏㊐㊗を含む午前8時30分～午後5時15分

　新型コロナウイルス感染症の拡大は続いており、仕事や家庭等、生活の身近な
場所でも感染のリスクがあります。ご自身や大切な家族等を守るため、また、地
域医療の崩壊を防ぐため、今一度、感染対策の徹底をお願いします。

▲（左から）新里小の木暮ほのかさんと崇田悠斗さん ▲（左から）両新田中の鈴木颯斗さん、三上楓さん

問草加市農業振興協議会事務局（都市農業振興課内）☎922-0842Ü922-3406問草加市農業振興協議会事務局（都市農業振興課内）☎922-0842Ü922-3406

問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

問文化観光課☎922-2968Ü922-3406問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

【予約方法】必要なもの：接種券、スマートフォン

　ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症予防、重症化予防に効果
が期待されています。厚生労働省では、ワクチンの効果や副反応などに関
する「新型コロナワクチンQ&A特設サイト」（QRコード）を設けていますの
で、活用してください。

●2回目は3週間後の同会場・同時間が自動選択されます。
●接種券が届いていない場合や紛失してしまった場合は、コールセンターへ。
QRコードを
読み取る 接種券に記載

の予約受付番
号と生年月日
を入力

会場や日付を
選択
(カレンダーの
〇印のある日
が選択可)

受付時間を
選択対象者の約60％が1回目の接種を終えました

※シール対象の草加産野菜が品切れの場合もあります。なお、当選の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

「見守ってくださりありがとうございます」
子どもたちの声で見守り放送をアナウンス

草加市美術展
県展作品展（特別展）

草加市美術展 県展作品展（特別展）
【第1部：洋画・彫刻】
10月19日㈫～24日㈰
【第2部：日本画・工芸・書・写真】
10月26日㈫～31日㈰
いずれも午前10時30分～午後6時
24日・31日は午後3時まで。
会場：草加マルイ7階

「詩と絵画－画家の詩・詩人の絵」
10月23日㈯午前11時～正午
■会場　アコスギャラリー大　■定員　40人
ω10月21日㈭までに講演会名、住所・氏名、
電話番号を文化観光課へ。ファクス・メール（QRコード）も
可。

【洋画・彫刻・工芸・書・写真】
10月22日㈮～27日㈬
午前10時30分～午後6時
23日は午後1時から。27日は午後
3時まで。
会場：アコスギャラリー大

土方明司
美術講演会

#草加産
#うまい野菜
#食べて

あつまれ
やさいの森2 シール配布

12/28㊋
まで

「ワクチンの接種」と「感染対策の徹底」
にご協力をお願いします。
現在の草加市のワクチン接種の状況は？

12歳以上の
全ての人
予約受付中

個別・集団
どちらの会場も
ファイザー

社製

夜間接種あり
㊋㊌㊍の

午後7時30分～8時45分
アコスホール会場

完了
「予約の確認」
ボタンを
必ず押して
ください。

予約はお済みですか？
スマホで
簡単！

20～30代の皆さんへ

スポットコンサート

0歳からのハープコンサート

草加－日本
国際ハープコンクール公開審査
（プロフェッショナル部門）

メーンコンサートよ
り一足早くハープの音色をお届け♪

国際ハープフェスティバル

★国や県の大規模接種会場もご利用ください（予約は各ホームページへ）。

ＪＡさいたま グリーンショップ草加
住所：西町1213-3

ＪＡさいたま移動販売車（新田支店前）
毎週㊍午前10時30分～午後0時30分
住所：金明町349-4

ＪＡさいたま移動販売車（谷塚支店前）
毎週㊎午前10時30分～午後0時30分
住所：谷塚町757

イトーヨーカドー新田店
住所：旭町6-15-30

オザム草加両新田店
住所：両新田西町441-1

ヨークマート草加店
住所：中央1-6-9

イトーヨーカドー草加店
住所：高砂2-7-1

ヤオコー草加原町店
住所：原町2-3-67

いなげや草加谷塚店
住所：瀬崎1-9-1

いなげや草加瀬崎店
住所：瀬崎2-5-22

ダイエー草加店
住所：氷川町2102-3

マルエツ松原店
住所：栄町3-8-13

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント情報　できごとまちかど2021年10月5日号

市の人口　令和3年9月1日現在　25万808人（男12万6748人・女12万4060人）/前月比83人増/世帯数12万1362世帯
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