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　令和4年草加市議会2月定例会開会に
当たりまして、市政運営に臨む所信の
一端を申し述べ、議員の皆様をはじめ
とする市民の皆様のご理解とご協力を
賜りたいと存じます。

　昨年一年間を振り返ってみますと、
依然として社会に多大な影響を与える
新型コロナウイルス感染症については、
市内でも感染第4波、第5波と呼ばれる
感染拡大の大きな波を経験し、多くの
市民の皆様が不安の中で過ごされまし
た。
　また、年明け以後、新型コロナウイ
ルスの変異株である「オミクロン株」
のまん延により、これまで以上に感染
者が急増し、第6波といえる感染状況
が続いております。
　このような厳しい状況の中で、行政
が実施する感染症対策においては、こ
れまでの新しい生活様式の実践やイベ
ントの中止、縮小といった守りの対策
に、ワクチン接種やPCR検査などの重
症化予防や感染収束の鍵を握る攻めの
対策が加わり、本市においても総力を
挙げて取り組んでいるところでござい
ます。

　市民の皆様や草加八潮医師会をはじ
め、多くの方々のご協力をいただき、
令和4年1月現在、対象者の約86％の方
が2回目のワクチン接種を終え、現在
は3回目のワクチン接種が行われてい
るところでございます。

　新型コロナウイルスの感染拡大によ
って、私たちの生活が大きく変化する
中、行政に対しても、社会の発展に向
けた変革を促す新たな課題が与えられ
ました。
　コロナ禍においては、短期間で多く
の方々に行政サービスを行き渡らせる
ことが強く求められ、行政サービスの
デジタル化や利便性の向上、さらには
業務の効率化や迅速化をより一層推進
することが課題となっております。
　また、行政が実施する対策や支援な
どの様々な情報を分かりやすく、市民
や事業者の皆様にお届けすることが、
これまで以上に強く求められており、

迅速かつ効果的な情報発信が課題とな
ってきております。
　これらの課題の克服は、アフターコ
ロナにおける平常時や災害発生時など
においても、市民生活に大きく貢献す
るものです。
　私は、この課題の克服を、困難や苦
難の中に隠れた貴重な機会と捉え、市
民の皆様の明るい未来に向け、決意を
新たに、市政運営に取り組んでまいり
ます。

　世界経済に目を向ければ、国、地域
の差こそあれ、総じて「コロナ危機」
による落ち込みから回復を続けるとと
もに、我が国をはじめ欧米先進国では、
ワクチンの接種比率が60％を超え、
「ウィズコロナ」とも言うべき防疫と
経済活動の両立が進んでいます。
　しかしながら、世界経済の回復ペー
スは、部品・原材料不足の深刻化、資
源価格の上昇等による生産減速などを
背景に鈍化も見られ、今後、政策効果
に支えられた回復から、自律的な回復
へのシフトが本格化するためには、海
上物流のひっぱく、サプライチェーン
を通じた供給制約、及び半導体・労働

力不足等の解消が必要とされていると
ころです。
　オミクロン株による急激な感染拡大
に直面し、国民生活や経済への影響が
依然として続く中、現時点では世界経
済が回復へと向かうのか見通しが不透
明な状況が続いているため、今後の経
済動向を十分に注視していく必要があ
ります。

　令和4年度の市政運営に向けては、
第四次草加市総合振興計画、第二期基
本計画における3つの重点テーマに加
え、「コロナ対策」「経済対策」「情
報発信」「行政のデジタル化」「災害
対策」の5つの柱を軸とした各種事業
に重点的に取り組んでまいります。
　はじめに「コロナ対策」についてで
す。

　新型コロナウイルス感染症について
は、オミクロン株による感染が拡大し

　2月22日、市議会2月定例会が開会され、
浅井市長が施政方針を表明しました。「コ
ロナ禍で社会が大きく変化する中、行政に
おいても、短期間で広く行政サービスを行
き渡らせるためのデジタル化や利便性の向
上、迅速かつ効果的な情報発信など社会の
発展に向けた変革を促す新たな課題が与え
られた。これらの課題の克服は、アフター
コロナや災害発生時においても、市民生活

令和4年度施政方針
市民の皆様と共に新たな変革の時代へ

に大きく貢献する。令和4年度は『コロナ対
策』『経済対策』『情報発信』『行政のデジタ
ル化』『災害対策』の5つの柱を軸に、引き
続き市民の皆様の生命と生活を守る取組を
進め、未曽有の危機を乗り越えていく」と市
政運営の基本的な考え方及び令和4年度にお
ける重点施策の具体的な取組を述べました。
　以下、令和4年度施政方針の全文を掲載し
ます。 浅井昌志市長

❸市政運営の
　基本的考え方

❶令和3年度を振り返り

❷経済状況等
ワクチン接種会場の様子

自宅療養者貸出用のパルスオキシメーター
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ており、依然として厳しい状況が続い
ております。市民の皆様の生活の安定
を確保するため、引き続き職員一丸と
なって対策と支援に取り組んでまいり
ます。
　次に「経済対策」についてです。
　昨年、多くの市内事業者の皆様にお
いては、緊急事態宣言やまん延防止等
重点措置などによる長期間にわたる休
業要請や営業時間の短縮等にご協力い
ただいたところです。
　消費喚起を通じた着実な地域経済の
回復とともに、更なる発展につながる
よう、市内事業者の販売促進や新分野
展開、業態転換などを包括的に支援す
る「第二次産業強靱化戦略」に取り組
んでまいります。
　次に「情報発信」についてです。
　市政に関する市民の皆様への情報発
信には、ホームページや広報そうかに
加え、「草加お知らせメール」や市の
公式SNSも活用しております。コロナ
禍以降、ワクチン接種などの情報を必
要とする多くの方々の関心もあり、こ
れらへの登録者数が増加しております。
　今後につきましても、市政に関する
多方面にわたる情報を、幅広い世代の
方々に、迅速かつ効果的に発信してい
くことで、市政への理解を深め、市民
生活の向上につなげてまいります。

　次に「行政のデジタル化」について
です。
　社会が大きな変革を迎える現在、行
政サービスや住民の利便性向上が必要
なものとなっておりますが、このこと
は、市役所における業務手順の見直し
など、業務改革による効率化や迅速化
を進める大きな機会であると捉えてお
ります。
　そこで、その手段として、高いセキ
ュリティレベルを維持し、全ての市民
の皆様がデジタル化の恩恵を受けられ
るよう、行政のデジタル化を推進して
まいります。
　最後に「災害対策」についてです。
　昨年10月に千葉県北西部で発生した
地震では、市内で震度5弱を観測し、
大きな揺れを感じました。コロナ禍に
おいても、自然災害の脅威は常に間近
にあることを改めて実感いたしました。
　今後発生が懸念される首都直下地震
や大型台風の襲来などの自然災害に備
え、市民の皆様の安全・安心を最大限
確保するための取組については、さら
に強化していく必要があります。
　そこで、これまで以上に、災害時に
備えた、防災拠点機能の強化や避難所

の環境整備などに積極的に取り組んで
まいります。
　以上の5つの柱に加え、第四次草加
市総合振興計画、第二期基本計画にお
ける3つの重点テーマである「持続可
能性の向上」「ブランド力の向上」
「コミュニティ力の向上」に寄与する
各種事業を推進していくことで、「こ
のまちに住み続けたい」「このまちで
子どもを育てたい」「このまちを訪れ
たい」と思っていただけるような、魅
力あるまちづくりに取り組んでまいり
ます。

　こうした基本的な考えに基づき、新
年度の予算編成に当たっては、厳しい
財政状況の中、引き続き新型コロナウ
イルス感染症対策を最優先課題として
取り組むとともに、新しい生活様式へ
の対応を図りつつ、市民の皆様の生活
を守るため、中長期的に持続可能な財
政を維持していくことを基本的な方針
として取り組んでまいりました。
　先行きが不透明なコロナ禍において
は、これまで以上に、限られた財源を
有効に活用しながら、必要な施策を推
進していくことが求められております。
　今後も人口減少や少子高齢化の進展
により、経済の縮小に伴う市税収入の
減少や社会保障経費の増大、老朽化す
る公共施設への対応など、厳しい財政
運営が継続するものと予想されます。
　そのような厳しい状況だからこそ、
新たな財源の確保やデジタル化による
行政の効率化を図るとともに、将来世
代に過度の負担を強いることのないよ
う、健全かつ計画的な財政運営に努め
てまいります。
　こうした取組を進める中で、市民の
皆様と連携し、民間の活力やノウハウ
を積極的に生かしながら、社会情勢の
変化や多様化する市民ニーズに適応し
た行政サービスを着実に提供してまい
ります。
　それでは新年度の主要な事業につい
て、第四次草加市総合振興計画、第二
期基本計画における3つの重点テーマ
に沿って述べさせていただきます。

　重点テーマの一つ目は、「持続可能
性の向上」です。
　未だ収束の見えない新型コロナウイ
ルス感染症の拡大は、これまで築き上
げてきた経済や社会システムに対する
課題を浮き彫りにし、人々の行動や価
値観に変化をもたらしただけではなく、
市政運営においても大きな変革を促す
ものとなりました。
　本市では、これまで感染防止対策と
社会経済活動の両立に全力で取り組ん

でまいりました。引き続き市民の皆様
の生命と生活を守る取組とテレワーク
の環境整備や教育のICT化など行政の
デジタル化を推進し、ウィズコロナ、
アフターコロナの新しい生活様式への
適応を図り、未曽有の危機を乗り越え
てまいります。
　また、我が国が直面する人口減少や
少子高齢化という構造的な問題への対
応や年々激甚化する大型台風などの自
然災害への備えも喫緊の課題となって
おります。
　今後も変化に対応した新たな視点を
取り入れながら、行財政運営に取り組
むととともに、公共施設の維持・更新
やインフラの整備など社会基盤の強靱
化を進めることで、将来にわたって持
続的に発展し、市民の皆様が安心して
暮らせるまちづくりに取り組んでまい
ります。

　はじめに、「安全・安心なまちづく
り」に関わる取組について申し上げま
す。
　現在、建設工事を進めている本庁舎
の建て替えにつきましては、災害時に
おける防災拠点としての機能強化を図
り、令和4年度中の完成に向けて、引
き続き取り組んでまいります。
　また、新庁舎完成後の組織配置の集
約化に伴い、新庁舎、西棟、第二庁舎
が有機的に連携し、市民の利便性と業
務効率を向上させていくため、第二庁
舎のレイアウト変更に関する設計業務
を行ってまいります。

　

　災害時の避難所となる小中学校につ
きましては、避難所としての防災機能
の向上と、教育環境の充実に向けて、
屋内運動場へのエアコン等設置工事を
小学校11校、中学校7校、計18校で行
い、令和4年度に全ての小中学校の屋
内運動場へのエアコン等の設置を完了
させます。
　草加消防署の建て替えにつきまして
は、まつばら綾瀬川公園南側公共用地
への移転整備に向け、草加八潮消防組
合と連携し、令和7年度の供用開始を
目指して取り組んでまいります。
　コロナ禍における業務の継続性確保
につきましては、昨年よりテレワーク
環境を整備し、検証作業に取り組んで
きております。年明け以降の第6波と
いえる感染状況においては、職員が在
宅勤務を実施し、文書管理システムの

決裁や財務会計システムの処理を行う
など、これまで庁舎内で行っていた事
務処理の検証作業についても順次開始
しているところでございます。
　今後につきましても、テレワーク環
境の更なる整備、AI-OCR、RPAによ
る業務の効率化など、デジタル技術を
活用し、利便性やサービスの向上につ
なげる自治体DXの取組を進めてまい
ります。
　また、自治体DXの柱の一つである、
業務システムの標準化に取り組んでい
くとともに、来庁者の利便性を向上さ
せる仕組みである「スマート窓口」を
新庁舎において導入するための準備を
進めてまいります。
　さらには、今後の行政のデジタル化
とともに、様々な業務への活用が期待
される「ドローン」について、試行運
用を行ってまいります。
　都市基盤となるインフラにつきまし
ては、大型台風やゲリラ豪雨など激甚
化する風水害に備え、排水路、排水施
設の整備や適正な維持管理など、総合
的な治水対策を計画的に進めてまいり
ます。

　地域における防災力の向上につきま
しては、指定避難所の開設・運営及び
訓練に必要な備蓄品や資機材の更新・
充実を図るとともに、自主防災組織に
おける防災士資格の取得に要する費用
への補助を行い、自助・共助による災
害対応を促進し、「まちの防災力」の
強化を図ります。

　さらに、災害時に水道本管から給水
することができる応急給水栓を引き続
き避難所となる小中学校に順次、整備
してまいります。
　市民の皆様の足となる公共交通への
取組につきましては、東武鉄道株式会
社が順次実施する、市内4駅へのホー
ムドア設置に対する支援を行ってまい
ります。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止
に対する取組につきましては、3回目
のワクチン接種を希望する全ての方が
速やかに接種を受けていただけるよう、
国の動向を注視し、草加八潮医師会な
どの関係機関と連携を図りながら、引
き続き迅速に取り組んでまいります。

安全・安心なまちづくり

地域防災力の向上

新型コロナウイルス
感染症への取組

新庁舎建設イメージ図

持続可能性の向上
重点テーマ①

❹令和4年度の主要事業

谷塚小学校避難所運営訓練の様子

公式ホームページ
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　2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを
目指す「ゼロカーボンシティ」の推進
につきましては、市民や事業者の皆様
への周知啓発に取り組むとともに、省
エネルギー施策として、アコスホール
の舞台や客席の照明のLED化工事を行
うなど、地球温暖化対策の推進に段階
的に取り組んでまいります。

　次に、「地域経済の活性化」に関わ
る取組について申し上げます。
　産業振興に向けた取組につきまして
は、新型コロナウイルス感染症拡大の
長期化に伴う地域経済への甚大な影響
に対応するため、引き続き緊急経済対
策として「第二次産業強靱化戦略」に
取り組んでまいります。
　具体的には、地域経済を力強く支え
るため、消費喚起につながるプレミア
ム付商品券事業等を実施するほか、市
内事業者の新分野展開や業態転換など
の経営革新を支援するため、経営革新
チャレンジ支援事業等を実施すること
により、ポストコロナを見据え、地域
経済が着実に発展していく包括的な支
援を進めてまいります。
　また、「企業立地促進奨励金」によ
る市内での企業立地の促進に引き続き
取り組むとともに、工場見学などがで
きる産業観光施設の開設など、地域貢
献に資する取組に対して支援を行い、
住環境と操業環境の共生を図る「住工
共生のまちづくり」を推進してまいり
ます。

　次に、「だれもが地域で、いつまで
も元気に暮らせるまちづくり」に関わ
る取組について申し上げます。
　スポーツ・健康づくりに関する取組
につきましては、旧松原団地D街区に
テニスコートを整備し、令和4年10月
の供用開始を目指すとともに、スポー
ツ健康都市記念体育館の競技場におい
ては、スポーツ施設としての環境向上
と避難所としての機能強化を図るため
に、空調設備の設置に向けた取組を進

次に、「地域経済の活性化」に関わ
る取組について申し上げます。

めてまいります。
　また、「草加市スポーツ推進基本方
針」において、健康づくりの拠点エリ
アと位置付けている市北東部地域にお
けるスポーツ施設の整備、更新を進め
てまいります。
　具体的には、市北東部地域での屋外
スポーツ施設整備や老朽化した市民温
水プールのリニューアルを行ってまい
ります。
　また、東京2020オリンピックを契機
に人気が高まっているスケートボード
パークの整備に向けた取組を進めてま
いります。
　地域福祉の推進に向けた取組につき
ましては、複雑化・複合化した課題を
抱える市民の皆様への包括的な支援と
地域づくりに向けた支援の総合的な実
施に向け、重層的支援体制を整備して
まいります。

　障がい者・障がい児の方々に対する
取組につきましては、「児童発達支援
センターあおば学園」の新園舎整備を
引き続き進めてまいります。

　また、市内における重症心身障がい
者の方が利用する生活介護事業所につ
いて、定員不足が見込まれることから、
重症心身障がい者の方を受け入れるた
め、「障害福祉サービス事業所つばさ
の森」を活用してまいります。
　さらに、手話通訳者派遣事業におけ
る草加市社会福祉協議会の正規職員の
専任手話通訳者を増員することで、聴
覚障がい者の支援体制を拡充してまい
ります。
　予防接種法で定期接種とされている
子宮頸がん予防ワクチンにつきまして
は、国が積極的勧奨実施の方針を示し
たことから、接種対象者に対して個別
に受診勧奨を行ってまいります。

　重点テーマの二つ目は、「ブランド
力の向上」です。
　まちの持続可能性を向上させるため
には、まちの活力を将来にわたって維
持していかなくてはなりません。その
ためには、市民の皆様に「いつまでも
住み続けたい」「ここで子どもを育て
たい」と思っていただけるまちをつく
らなければなりません。
　今後も、更なるまちの魅力づくりを
進め、草加のブランド力の向上に向け

て、都市基盤の整備、にぎわいの創出、
子育て支援や教育の充実など、ハード
とソフトの両面から取組を進めるとと
もに、草加の魅力や施策を内外に効果
的に発信してまいります。

　はじめに、「魅力あるまちづくり」
に関わる取組について申し上げます。
　まちづくりの基本となる計画、草加
市都市計画マスタープランは、平成29
年度から運用を開始しており、本年で
6年目を迎えます。
　その間、市街化調整区域の一部にお
いて、草加柿木産業団地の造成工事が
完了し、東埼玉道路の自動車専用部、
都市計画道路、蒲生・柿木川戸線など
の事業も動きが始まり、市街化調整区
域を取り巻く状況が大きく変化してい
ます。そこで、市街化区域への編入も
含めた土地利用の検討を行うとともに、
都市計画マスタープランの中間見直し
に取り組んでまいります。
　都市基盤の整備に関する取組につき
ましては、引き続き新田駅周辺におい
て、土地区画整理事業による公共施設
の整備などを進め、災害に強い良好な
居住環境の整備を図るとともに、にぎ
わいと親しみのもてるまちなみ景観の
形成に向けたまちづくりを進めてまい
ります。

　また、獨協大学前＜草加松原＞駅西
側地域においては、獨協大学、独立行
政法人都市再生機構、民間開発事業者
及び本市が連携を図り、地域のにぎわ
い創出に向けた取組を進めてまいりま
す。
　さらに、同地域において、新たなモ
ビリティサービスによるICTを活用し
た安全で快適な移動手段の構築を目指
す、MaaSの取組についての調査研究
を行ってまいります。
　公園・緑地の整備につきましては、
草加市みどりの基本計画に基づき、各
地区の実情に応じた公園・広場の整備
により、みどりのネットワークを形成
し、都市環境における環境保全や、地
域コミュニティ・防災機能などの向上
を図ってまいります。新規公園整備と
して、吉町一丁目のあずま保育園跡地

における公園整備工事を進めてまいり
ます。
　また、桜の名所として、本市の観光
資源にもなっている葛西用水沿いの桜
並木について、保全管理計画に基づい
た桜の植え替えや害虫駆除を行うとと
もに、護岸や遊歩道の改修などの取組
を引き続き進めてまいります。

　文化芸術に関する取組につきまして
は、松尾芭蕉にゆかりのある全国の自
治体や関係機関が参加して昭和63年度
から開催されている「奥の細道サミッ
ト」を本市で開催いたします。国指定
名勝「おくのほそ道の風景地　草加松
原」の魅力を広く発信する機会となる
とともに、第2回国際俳句大会の表彰
式も併せて行い、草加に息づくにぎわ
いと活力にあふれた草加らしい文化芸
術の振興を図ってまいります。

　情報発信の取組につきましては、市
民の皆様にとってわかりやすく効果的
に情報を伝えるために、SNSなどを活
用した情報発信力の強化に取り組んで
まいります。

　次に、「まちのにぎわいの創出」に
関わる取組について申し上げます。
　駅周辺のにぎわいや魅力の創造をも
たらす取組につきましては、草加駅東
口駅前広場の施設改修や歩道整備など
を引き続き進め、駅利用者の利便性の
向上を図るとともに、都市再生推進法
人等と連携した公共空間の利活用など、
まちの価値向上に向けた取組を引き続
き行ってまいります。
　また、谷塚駅周辺エリアにつきまし
ては、商店街の活性化やにぎわい創出
につなげるため、文教大学との連携を
深めるとともに、谷塚駅周辺エリアを
対象としたリノベーションスクールを
引き続き開催し、これまで提案のあっ
た事業計画の実現を支援するなど、民
間主導・公民連携によるリノベーショ
ンまちづくりを推進してまいります。

　

地域経済の活性化

魅力あるまちづくり

草加らしい文化芸術の振興

障がい者・児への支援

まちのにぎわいの創出

だれもが地域で、
いつまでも元気に
暮らせるまちづくり ブランド力の向上

重点テーマ②

あおば学園整備イメージ図

新田駅東口駅前整備イメージ図

草加松原の松尾芭蕉翁像

新田駅西口駅前整備イメージ図

第1回リノベーションスクール＠やつか

「ゼロカーボンシティ」共同宣言

草加市プレミアム付商品券

見本
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　次に、「子育て・教育などの充実」
に関わる取組について申し上げます。
　子育て世代の支援に向けた取組につ
きましては、子どもたちの安全確保の
ため、ひかわ保育園及びせざき保育園
の耐震補強工事を実施するとともに、
にしまち保育園の耐震補強設計を実施
してまいります。　
　また、瀬崎児童クラブにつきまして
は、新たに小学校敷地内に専用施設を
建設するため、実施設計を進めてまい
ります。
　学力向上に関する取組につきまして
は、引き続き本市独自の学力・学習状
況調査の結果を分析・活用するととも
に、GIGAスクール構想に基づき配備
されたタブレット端末等のICTを効果
的に活用し、日々の授業改善を進めて
まいります。また、放課後学習等を実
施し、学習機会の充実を図ってまいり
ます。

　平和に関する学習の取組につきまし
ては、広島で実際に被爆を体験された
市内在住の方などを講師に迎え、被爆
体験をもとにした講話や演劇を実施し、
平和や命の尊さについての理解を深め
てまいります。

　重点テーマの三つ目は、「コミュニ
ティ力の向上」です。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、地域のイベントや会合が中止と
なるなど、地域コミュニティの活動を
停止せざるを得ない状況に陥りました。
まちの活力の維持には、地域コミュニ
ティの活性化とともに、そこに暮らす
方々の活力の向上も欠かせません。ま
ちづくりを推進するための最大の資源
である「人」の力、一人ひとりの市民
の力をまちづくりに生かしていくこと
が必要となります。
　まちづくりの主役である市民の皆様
に、草加の誇る市民力を最大限に発揮

していただき、多様化する地域の課題
を地域自らが主体となって解決する地
域コミュニティの醸成を図るとともに、
地域の皆様の活動を支援し、市民と一
体となり地域の課題解決に取り組むこ
とで、魅力あるまちづくりを進めてま
いります。

　はじめに、「市民協働によるまちづ
くり」に関わる取組について申し上げ
ます。
　まちの将来像の実現につきましては、
市内10のコミュニティブロックごとの
行動計画となる「コミュニティプラ
ン」を市民、町会・自治会、市民団体、
民間事業者の皆様と協働で策定し、引
き続き具体的なまちづくりの実施、実
現に取り組んでまいります。

　谷塚駅西口のまちづくりにつきまし
ては、引き続き整備区域、整備手法等
の検討を行い、駅周辺の利便性や防災
機能の向上、さらには市南部の核とな
る良好な住環境づくりに向け、まちづ
くりを推進してまいります。

　次に、「市民活動・支え合い」に関
わる取組について申し上げます。
　町会・自治会の活動拠点である町会
会館等につきましては、施設改修やエ
アコンの設置などにかかる費用の補助
を引き続き行ってまいります。
　また、松原児童青少年交流センター
につきましては、児童館の機能に加え、
青少年の活動の場・多世代交流の場・
音楽活動の場などの複合機能を有する
施設として、令和4年10月に供用開始
するため、引き続き建設工事を行って
まいります。

　生涯学習に関する取組につきまして
は、多くの人々が生きがいをもって暮
らせるように、地域を支える人材の育
成を通じて、学びの成果を生かせる人
づくり、まちづくりを行ってまいりま
す。

　以上が令和4年度における主要な事
業でございます。
　また、現在の第四次草加市総合振興
計画は、平成28年度の策定から、本年
で7年目を迎えます。
　これまでの成果や課題などを踏まえ、
本年は、令和6年度から始まる第三期
基本計画の策定に向け、次の4年間に
おける施策の目標や方向性の検討など
の準備を進めてまいります。
　併せて、施策評価市民アンケートな
どにより把握をした各施策への評価を、
第三期基本計画の実施にあたり生かし
ていくとともに、基本計画の目標を確
実に達成するために、進行管理サイク
ルの確立に向けた取組を進めてまいり
ます。

　先般開催された北京2022オリンピッ
ク競技大会では、多くの日本人選手が
活躍し、最後まで決して諦めない姿勢
や日ごろから地道に努力を重ねること
の大切さを教えてくれました。
　また、昨年開催された東京2020パラ
リンピック競技大会では、本市出身の
高橋和樹選手と、アシスタントの峠田
佑志郎選手が、ボッチャ混合ペアにお
いて見事銀メダルを獲得し、多くの
人々に、希望と勇気をあたえてくれま
した。
　高橋選手はリオデジャネイロパラリ
ンピックにおいて予選で敗退したのち、
世界を目指してより競技に専念できる
環境に身を置きました。
　そして峠田選手も、勤めていた特別
支援学校を退職され、競技のみならず、
高橋選手の生活の介助も担うなどして、
アシスタントに専念する道を選ばれま
した。
　高橋選手、峠田選手の両選手が、世
界を目指し、未来に向け、思い切って、
変化ある行動を実行したことが、大会
での銀メダルの獲得という素晴らしい
偉業達成につながったのです。

　令和4年度の市政運営にあたりまし
ては、コロナ禍という難局を乗り越え、
希望にあふれる未来を築くため、お二
人のように、失敗を恐れず、変化ある
行動を実行していくことで、魅力ある
まちづくりにつなげていきたいと考え

ております。
　また、社会が大きな変革を迎えるこ
の時期を、様々な行政課題を克服する
絶好の機会と捉え、積極的に行動を起
こしてまいります。
　平成30年10月、わがまち草加を良く
したいという、強い想いを胸に市長に
就任して以来、4年目を迎えることと
なり、いよいよ、現在の任期の総決算
の時を迎えました。
　これまでの間、公約である「“わが
まち”草加づくりの7つの戦略」の実現
に向け、全力で市政運営に邁進してま
いりました。
　就任直後の平成30年11月には、これ
までの多くの先人の皆様のお力に支え
られ、市制60周年を迎える中で、記念
式典を開催し、未来に目を向け、本市
の目指す都市像「快適都市‒草加‒ 」
を創っていきたいとの想いを伝えさせ
ていただきました。
　また、元号が変わった令和元年10月
には大型の台風第19号が上陸、本市で
は初となる避難情報の発令や多数の避
難所開設など、様々な対策を行いまし
たが、同時に、多くの課題も明らかに
なりました。
　そこで、それらの課題解決に向け、
避難所開設の判断基準の明確化や市内
の全小中学校の屋内運動場へのエアコ
ン設置などの方針決定を迅速に進めて
まいりました。
　また、令和2年度以降は、新型コロ
ナウイルス感染症への対応に邁進して
まいりました。各種コロナ対応への対
策につきましては、地方創生臨時交付
金や新型コロナウイルス感染症緊急対
策基金などを活用する中で、数多くの
事業を様々な分野において実施し、市
民の皆様の生命と生活を守るため、職
員とともに全力で取組を行ってまいり
ました。
　現在もなお、解決すべき課題は残さ
れておりますが、これまで多くの市民
の皆様、そして市議会の皆様のご理解
とご協力を賜る中で、市政の発展に向
け、様々な取組を実現できたことに、
深く感謝を申し上げます。
　今後も市民の皆様、事業者の皆様の
お力添えをいただきながら、さらには、
職員一丸となって、草加の総力により、
行動を起こすことで、「やさしさが
あふれるまち　草加」「快適都市‒草
加‒」の実現を目指してまいります。
　最後になりますが、本市の発展のた
め、市民の皆様、議会の皆様の、より
一層のご理解とご協力をいただきます
よう、お願い申し上げ、令和4年度の
市政に臨む所信といたします。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

市民活動・支え合い

市民協働によるまちづくり

子育て・教育環境の充実

コミュニティ力の向上
重点テーマ③

草加市長

❺むすびに

タブレット端末を使用した授業の様子

市内全中学校での平和公演会の様子

地区別懇談会の様子

　松原児童青少年交流センター整備
イメージ図

高橋選手・峠田選手に
市民栄誉賞特別賞授与



　市議会2月定例会が開会されました。市長提出議案は28議案。主
な議案は次のとおり。
○草加市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について…サー
ビスの向上とまちのにぎわいづくりに寄与するため、市内の都市
公園以外の公園に関する占用許可など管理のルールを定めます。

○草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について…安全で快適なまちづくりをより効率的に
推進するため、ごみ集積所の設置基準などの緩和、開発事業・小
規模開発事業の技術基準の明確化などを行います。

○草加市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に
ついて…令和4年10月からの供用開始に向け、松原テニスコート
（松原四丁目）を市の体育施設として設置し、使用料などを定め
ます。

○令和4年度草加市一般会計予算等…第四次草加市総合振興計画基
本構想第二期基本計画の重点テーマ（①持続可能性の向上②ブラ
ンド力の向上③コミュニティ力の向上）に係る取組を実施するこ
とを目的に令和4年度予算を計上します。

○令和3年度草加市一般会計補正予算（第15号）

　市内中小企業者の受注機会を確保し、地域経済を支えるため、令
和4・5年度分の小規模契約(工事等)希望者の登録を受け付けます。
■対象
　市内に主たる事業所（本店）があり、建設工事の入札参加資格の
登録をしていない法人または個人
■対象となる契約
　予定価格が130万円を超えない軽易な工事・修繕など
ω3月15日㈫から契約課で配布する申請書（市ホームページからも
入手可）に納税証明書などの必要書類を添えて同課へ。

　移動が困難な心身障がい者の自立した生活や社会参加を支援する
福祉タクシー利用券・自動車燃料費利用券の申請を受け付けます
（交付する利用券はいずれか一方のみ）。
■対象　次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳1～3級（上肢機能障がいのみでの3級は除く）
・療育手帳Ⓐ～B
・精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
※入院、特別養護老人ホーム等の施設入所者は、退院・退所後に
　申請してください。
※本人の住所が市内でも、市外で生活している人は対象外。

■発行枚数　一律38枚
■申請方法　郵送または窓口
　申請書は各担当課へ連絡または市ホームページで入手を。

必要書類を各担当課へ。
　●18歳未満　〒340-8550子育て支援課
　●18歳以上　〒340-8550障がい福祉課
【必要なもの】
　●福祉タクシー利用券
　　申請書、障害者手帳(写し)
　●自動車燃料費利用券
　　申請書、障害者手帳(写し) 、車検証(写し) 、運転免許証(写し)

郵送で申請したい人

令和2・3年度小規模契約（工事等）希望者に登録されている
場合でも、再度手続きが必要です。

　下表に該当する人は、保険年金課またはサービスセンターで国民
健康保険（以下、国保）の届け出をしてください。

　国保の資格が発生した月の分（職場の健康保険をやめた月
など）から国民健康保険税を課税するため、
さかのぼって保険税を納めることになります。

　国保加入が継続しているとみなされます。
職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に
納めてしまうことがあります。

届け出は
速やかに

入る届け出
が遅れると
入る届け出
が遅れると

やめる届け出
が遅れると
やめる届け出
が遅れると

届け出に必要なもの

他の市区町村から転入してきた時

職場の健康保険をやめた時

職場の健康保険の被扶養者でなくなった時

子どもが生まれた時

生活保護を受けなくなった時

外国籍の人が入る時

他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた証明書

被扶養者でなくなった証明書

扶養義務者の保険証

保護廃止決定通知書

在留カード、パスポート

必要書類●国保に入る時

他の市区町村に転出する時

職場の健康保険に入った時

職場の健康保険の被扶養者になった時

死亡した時

生活保護を受け始めた時

保険証

保険証、保護開始決定通知書

国保と職場の健康保険の保険証（後者が未交
付の場合は、加入したことが分かる証明書）

保険証

必要書類●国保をやめる時

●その他
市内で住所が変わった時

世帯が分かれたり、一緒になったりした時

世帯主や氏名が変わった時

修学や施設入所のため、別に住所を定める時

保険証をなくした時、汚れて使えなくなった時 －

保険証、在学証明書または入所証明書、他市区
町村の住民票

保険証

必要書類

●本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）
●マイナンバーが分かるもの（マイナンバーカード、通知カード等）

下表の
必要書類 +

国民健康保険の届け出を
職場の健康保険をやめた時・入った時などは

問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

【必要なもの】※申請書の記入で代筆が必要な人は印鑑の持参を。
　●福祉タクシー利用券
　　障害者手帳
　●自動車燃料費利用券
　　障害者手帳、車検証、運転免許証、手帳所持者の印鑑

窓口で申請したい人
●受付時間　午前9時～午後5時

受付窓口
勤労福祉会館
谷塚文化センター

市役所第二庁舎　臨時交付窓口

実施日
3月22日㈫・23日㈬
3月25日㈮・28日㈪
3月29日㈫以降

福祉タクシー・
自動車燃料費利用券
問18歳未満：子育て支援課☎922-1483Ü922-3274
　18歳以上：障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153

Ü

Ü

令和4年度

市議会2月定例会
希望者の登録を受け付け
問契約課☎922-1129Ü922-3091Ü

令和4・5年度分の小規模契約(工事等)
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令和4年の市内交通事故状況（前年比）2月20日現在　人身事故56件（－2）　死者1人（－1）

　ひとり親家庭のキャリアアップのための資格取得費用の補助や長期にわたる資格取得のための給付金。
　いずれも支給には事前審査があります。

　ひとり親家庭の親が、看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉
士、歯科衛生士、調理師など、就労に結びつきやすい資格を取得す
る際に、就学中の生活費等の一部を支給します。
■条件　1年以上の過程を修了し、その資格取得が見込まれること。
　　　　就労しながら資格取得を目指す場合は、通信制も対象です。
■対象　次の全てを満たす場合
　①20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当

を受給している、または同等の所得水準にある。
　②求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法の教

育訓練支援給付金等を受けていない。
　③過去に高等職業訓練促進給付金の交付を受けたことがない。
■支給月額
　・非課税世帯　10万円（最終学年の12か月間は14万円）
　・課税世帯　7万500円（最終学年の12か月間は11万500円）
■支給期間　4年を限度に修業する全期間
　入学金等の修学準備費用を貸し付ける県事業（限度額50万円。連
帯保証人が要る場合は無利子、条件により返済免除）もあります。

　医療事務、介護職員初任者研修など、雇用保険制度の指定教育訓
練講座を受講した人に、費用の一部を支給します。
■事前確認
　申請前にハローワークで教育訓練給付金の受給資格を確認するこ
とが必要です。対象講座は厚生労働省ホームページ（QRコード）
で検索することができます。
■対象　次の全てを満たす場合
　①20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当

を受給している、または同等の所得水準にある。
　②訓練を受けることが就職やキャリアアップに必要と認められる。
　③過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない。
■支給月額
　受講費用の60％（上限20万円。受講費用は2万円超であることが
条件。雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がある場合は差額
支給）
※受講する講座により支給額等が変わる可能性があります。詳細は
問い合わせてください。

　令和3年1月2日以降に草加市に転入した人で対象者と思われる皆さん
へ、2月下旬に申請書を発送しました。
　申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。

　確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。

①家計急変世帯
　新型コロナ感染症の影響を受け令和3年1月以降に家計が急変し、住民
票に記載されている人全員の収入や所得が非課税世帯と同等の事情にあ
ると認められる世帯
②配偶者からの暴力（DV）等を理由に草加市へ避難している人
　配偶者からの暴力等を理由に草加市に避難し、住民票を草加市に移す
ことができない人で、住民税非課税世帯（令和3年度分）または家計急
変世帯に該当する場合
ωいずれも9月30日㈮までにコールセンターへ連絡または市
ホームページ（QRコード）で申請書を入手し、必要書類を
添えて〒340-8550臨時特別給付金室へ郵送してください。

高等職業訓練促進給付金

●市職員がATM操作のお願いや手数料の振り
込みを求めることは絶対にありません。
●市職員や内閣府から世帯構成や銀行口座の
情報を聞くことはありません。
●不審な電話や訪問者、郵便物があった場合
は、迷わず最寄りの警察署または警察相談専
用電話（☎＃9110）へ連絡を。

詐欺にご注意を！

自立支援教育訓練給付金
厚労省
HP

草加市防犯啓発キャラクター
「子どもポリス　のり夫くん」

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）が届いた人
9月30日㈮までに申請を

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書が届いている人
4月30日㈯までに返送を

申請書が届いていなくても、次の人は対象者となる場合があります。
※申請が必要です対象に該当すると思う人は、コールセンターへ相談を。

オリジナル啓発
動画公開中

問臨時特別給付金室☎922-0182

　多くの皆さんに利用してもらえるように、使用用
途と対象者を拡大します。詳しくは、草加市文化会
館ホームページ（QRコード）で。

　日本文化振興の場としての用途の幅を広げます。また、結婚式や
七五三等の撮影場所としても利用できるようになります。
・利用の際は利用日前日までに利用内容等の事前打ち合わせを。
・以下の用途以外の利用も相談可能です。

使用用途を拡大その1

■市民優先のため、受付開始日が異なりますので注意してください。

■予約方法
　草加市文化会館窓口または電話で。電話の場合は予約した日から
7日以内に同窓口での手続きを。なお、まんまるよやくシステムか
ら予約はできません（空き状況の照会は可）。

対象者を拡大、市外の人も利用可能にその2

落語、講談、書、文学、絵画の展
示、瞑想、童謡、日本の曲のコン
サート、撮影場所（結婚式、成人
式、七五三等）等

4月1日から
茶道、華道、着付け、短歌、俳句、
書道、和楽器(三味線・琴ほか)、
詩吟、謡曲、日本舞踊、能、狂言
等

現在

▲草加市文化会館
ホームページ

市内在住者
市外在住者

対　象 予約開始日
利用日の6か月前の月の1日から
利用日の3か月前の月の1日から

市外在住者が7月10日に利用したい場合例
4/1 7/9 7/10

利
用
日

この期間に申請書を提出

▲松の間（8帖）

○高等職業訓練促進給付金　○自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します

□申受講開始前・入学前に子育て支援課へ。☎922-1476Ü922-3274□申 Ü

臨時特別給付金申請書を郵送
住民税非課税世帯等の皆さんへ

☎0570-000-653
受付時間：午前9時～午後6時（毎日）

問い合わせ
臨時特別給付金
コールセンター

漸草庵
利用内容を拡大
問草加市文化会館
　☎931-9325Ü936-4690Ü

4月1日㈮から

⑥ 市政情報 草加人のための情報紙　広報「そうか」2022年3月5日号



2製品・1技術・1食品が認定

マイナンバーカードがあれば、
近くのコンビニで

待たずにすぐ発行できます！
証明書コンビニ発行サービスをぜひ
ご利用ください。

草加モノづくりブランド

コンビニ交付の手数料を
一律〝100円〞に引き下げ

問草加商工会議所☎928-81115928-8125　産業振興課☎922-34775922-3406

　草加モノづくりブランド実行委員会では、市内の優れた工業製
品・技術・食品を「草加モノづくりブランド」として認定していま
す。
　今年度は、新たに2製品、1技術、1食品を認定。この制度は平成
18年に創設され、今年度までに39社42製品等が認定されています。
　実行委員会では、引き続き全国に広く認定製品等を発信し、販路
拡大を支援していきます。

　全国のコンビニ等で住民票の写し等の証明書が取得できる「コン
ビニ交付」の発行手数料を期間限定で一律100円に引き下げます。
　証明書が取得できるのは、マルチコピー機（キオスク端末）を設
置しているコンビニ等で、手数料の引き下げ期間は、4月1日から2
年間です。

認定製品

交付にはマイナンバーカードが必要です
4/1
から

問い合わせ
住民票、
印鑑登録証明書、
戸籍証明書
市民課総合窓口係
☎922-1526
5920-1501

課税・非課税証明書、
所得証明書

市民税課
☎922-1049
5920-1502

納税証明書

納税課
☎922-1098
5920-1502

マイナンバーカード
の申請、電子証明書
（暗証番号再設定）
市民課住民記録係
☎922-1536
5920-1501

証明書

手数料 100円

4月1日～令和6年3月31日利用期間

・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）
・手数料

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートほか
※マルチコピー機（キオスク端末）を設置している全国5万6000店舗で利用可能

利用時間
毎日午前6時30分～午後11時

（年末年始、メンテナンス時を除く）
平日午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日、
　年末年始を除く）

持ち物

利用できる
場所

附票の写し住民票の
写し

印鑑
証明書

納税証明書
（個人市県民税のみ）

戸籍謄本
戸籍抄本

課税・非課
税証明書、
所得証明書

電熱式燃焼促進装置　clever（クレバー）
　自動車等のエンジンの燃焼効率を
向上させる装置です。この装置は後
付け可能な製品で、燃費が良くなる
（エネルギーの使用を抑制する）効
果や、エンジンの性能を引き出す効
果がある他、排ガスを低減すること
で環境にやさしい製品となっていま
す（特許取得済み）。

イージーカスタマイズ株式会社
代表者　尾形　伸一　谷塚2-27-12 ☎933-9042

認定技術
同一ゾーンで予熱から冷却まで行うコンパクト設計技術・
変形した表面を均一に加熱できる熱処理技術

　単槽はんだ付け装置に搭載された技術で、坪単価の高い工場
でも比較的費用をかけず装置を導入できるように開発しまし
た。「同一ゾーン（１部屋）で
予熱、本加熱、冷却まで行う技
術」と「デバイスを浮かせなが
ら加熱することで、反りの生じ
たデバイスへも均一に加熱する
技術」が搭載されており、この
両技術が1つの機械の一連のプ
ロセスの中で行われています
（特許取得済み）。
株式会社大和製作所
代表者　澤田　良敬　旭町3-1-9 ☎931-3341

Holiday　～お気に入りをつめこんで～
　コンパクトながら収納力に
優れた皮革製のかばんです。
　女性ならではの視点を生か
して作成され、中のものが取
り出し易く、歩く際にも負担
にならず体にフィットするよ
う工夫が施されています。

Atelier M （アトリエ　エム）
代表者　宮野　明美　氷川町268-4 ☎03-6760-7077
※問い合わせは東京事業所へ

認定食品
七福そうか鍋

　鶏ベースのだし汁に、七福神
になぞらえた七つの食材と草加
名産小松菜を彩りに添え、トッ
ピングに小さな草加せんべいを
加えた鍋料理。「草加宿七福
神」を巡った後に食べていただ
きたいという思いで開発しまし
たが、コロナ禍になり、当旅館
が誇る料理人の味をご家庭でも
手軽に味わっていただきたいと
いう思いから冷凍配送サービス
を開始しました。
株式会社埼玉屋旅館
代表者　田川　浩司　高砂1-10-13 ☎922-4141
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療養期間終了

療養生活

　埼玉県指定診療・検査医療
機関検索システムで受診先を
探し、電話で事
前予約してくだ
さい。

かかりつけ医に
電話で相談

かかりつけ医がない場合は？

発熱など感染が
疑われる症状が発生

検査を受けた
医療機関等から連絡

陽性の場合
保健所から連絡

受診先に迷う場合は？

☎048-762-8026
Ü048-816-5801
に相談できます。　

埼玉県受診・相談センター　埼玉県受診・相談センター

主な流れ

新型コロナの感染の疑いがあるとき、
どうしたらいいの？

・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】

　3/18㊎13～17時、31㊍15時～4/1㊎6
時30分はシステムメンテナンスのた
め、マイナンバーカード（個人番号カ
ード）による全国の指定コンビニでの
証明書等の交付が利用できません。ε

◇住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明
書等…市民課☎922-1526Ü920-1501◇
課税・非課税証明書、所得証明書…市
民税課☎922-1049Ü920-1502◇納税証
明書…納税課☎922-1098Ü920-1502

　皆さんの協力をお願いします。なお、
日時等は変更になる場合がありますの
で埼玉県赤十字血液センターHP等で
確認を。
◆草加駅東口　3/11㊎10時～11時45分、
13時～16時
◆獨協大学前＜草加松原＞駅西口　
3/11㊎10時～16時
◆ホームズ草加舎人店　3/21㊗10時～
12時、13時15分～16時
◆ベルクス草加青柳店　3/24㊍10時～
12時、13時15分～16時
ε埼玉県赤十字血液センター☎048-68
4-1511

　1969年の設立以来、市と共に子ども
たちの成長を見守ってきた草加市子ど
も会育成者連絡協議会（草子連）のボ
ランティア登録者を募集します。活動
は1～2か月に1回程度で㊏㊐㊗中心。
子どもや地域のための企画・運営等を
手伝ってくれる人を待っています。詳
細は市HPで。è応募フォーム（QRコー
ド）で。ε子ども育成課☎928-6421Ü
928-9632

　民法改正により4/1から成年年齢が
20歳から18歳に変わります。成人にな
ると、親の同意なしで契約できローン
が組め、クレジットカードが作れるよ
うになります。悪質な業者は新成人を
狙ってきます。契約時には詳細まで十
分に確認し、トラブルに遭わないよう
注意してください。心配があれば下記
等の窓口へ相談してください。
〇契約や購入のトラブル相談　くらし
安全課☎941-6111
〇貸金業に関する問合せ　貸金業相談
・紛争解決センター☎0570-051-051
関東財務局☎048-600-1151
〇警察への相談☎＃9110
εくらし安全課☎941-6111Ü941-6157

　防衛省では、①一般幹部候補生②一
般曹候補生を募集します。詳細は自衛
隊埼玉地方協力本部HPで確認を。
■募集資格・受付期間　①一般幹部候
補生22～26歳未満・4/14㊍まで　②一
般曹候補生18～33歳未満・5/10㊋まで
ε自衛隊朝霞地域事務所☎048-466-44
35

　令和4年度の個人賠償責任補償付総
合保険「入って安心！RinRinそうか」
の4/1補償開始の加入受付は、3/18㊎
17時で終了します。3/19㊏以降は、加
入日により補償開始日が変わりますの
で、4/1から補償を開始したい人は、
忘れずに加入を。ε交通対策課☎922-
1641Ü922-1030

　新田駅東口土地区画整理事業の事業
計画（第2回変更）を2/3に決定しまし
た。主な内容は、総事業費を100.27億
円から148億円へ増額する資金計画の
変更です。変更した計画は新田駅周辺
土地区画整理事務所で縦覧できます。
ε新田駅周辺土地区画整理事務所☎95
4-6371Ü941-5951

　古物営業法に定める古物商の許可を
受けている中古自動車販売業者が令和
3年4/2以降に取得し、商品として所有
している軽自動車は、申請により令和
4年度の軽自動車税（種別割）が免除

されます（条件：車両登録上の所有者
及び使用者が申請者と同一、令和2・3
年度の軽自動車税（種別割）を滞納し
ていない）。è4/1㊎～11㊊に市民税
課で配布する申請書（市HPからも入
手可）に、古物商許可証の写し・自動
車検査証の写し・車を商品として展示
している状態の写真（ナンバープレー
トが読み取れるもの）を添えて市民税
課へ。☎922-1049Ü920-1502

　4/1以降に初めて年金制度へ加入す
る人（20歳に到達した人、20歳前に厚
生年金保険の被保険者となった人等）
は、年金手帳に替わり、基礎年金番号
通知書が交付されます。既に年金手帳

を交付されている人には、基礎年金番
号通知書は交付されません。また、既
に交付している年金手帳は4/1以降も
基礎年金番号を明らかにすることがで
きる書類として、引き続き、利用でき
ます。
年金手帳の再交付
　4/1から、年金手帳の再交付を希望
する人には、基礎年金番号通知書が交
付されます。なお、4/1前に申請して
も、日本年金機構の交付日が4/1以降
となる場合は、基礎年金番号通知書が
交付されます。
ε越谷年金事務所☎960-1190Ü960-72
20

　「税務相談チャットボット」はAI
（人口知能）を活用し、確定申告のよ
くある質問について入力すると自動で
回答します。利用は「税務職員ふた
ば」（QRコード）で検索してくださ
い。なお、このシステムに関する問い
合わせは国税庁HPへ。ε川口税務署
☎048-252-5141

求む！中学生～50代
子ども会ボランティア

確定申告の疑問は
チャットボットの
「税務職員ふたば」へ

入って安心！RinRinそうか
4/1補償開始は3/18㊎締め切り

4月から18歳成人に
消費者トラブルに注意を

4/1から国民年金手帳は
基礎年金番号通知書に変わります

新田駅東口土地区画整理事業の
事業計画（第2回変更）決定

商品車の軽自動車税
課税免除申請は4/1㊎～11㊊に

自衛官を募集

愛の献血

コンビニ交付サービス一時休止

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。

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

3月の
納税
・
納付

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9時～12時30分

㊌（㊗・㊡を除く）21時まで
日曜
夜間 納税は便利な

口座振替で

⑧ 2022年3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」



≪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4年2月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö3月下旬～4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

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö4/15㊎9時30分～11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

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　ö3/29㊋13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö3/29㊋10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö3/28㊊10時～

マタニティクラス両親学級　è4/1㊎から電話・市HPで
ô7～9月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö5/11㊌　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

マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö4/20㊌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

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和2年9月生まれ
ô平成30年12月生まれ

ö4/5㊋・19㊋
ö3/8㊋・22㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê3月末
ê2月末

健康相談など
ö㊊～㊎　è電話で　à保健センター、コミセン（オンラインも可）
ù食事の個別相談、食塩量計測栄養相談 ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊…原町コミセン、㊌…瀬崎（3/9を

除く）・八幡コミセン、㊍…稲荷コミセン、㊎…氷川・柳島コミセン
看護師による
地域健康相談

母子保健　

成人保健

　子どもの発達や学校生活の様子について、気になることがあれば相談し
てください。いずれも予約制。秘密は厳守します。安心して相談してくだ
さい。è教育支援室へ。☎933-7591Ü933-7590
≪令和5年4月小学校入学予定児対象≫
■就学予定児の就学相談（3/7㊊予約開始）
　特別支援学級や特別支援学校への就学を考えている人は、早めに相談を。
■就学予定児のことば（きこえ）の相談（3/7㊊予約開始）
　発音の誤りや言葉のつまり等に関する相談
≪小・中学生対象≫
■在学児の発達相談・教育相談（随時）
　小・中学生の家庭生活等の心配事、発育・発達等に関する相談
■いじめ・不登校等の教育相談（随時）

è ☎ Ü

子どもの様子が気になったら
教育支援室へ

ε保健センターこころの相談☎922-0200（平日8時30分～17時）
　埼玉いのちの電話☎048-645-4343（24時間可）
　厚生労働省支援情報検索サイト（QRコード）

　長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの暮らしに
大きな変化が生じました。感染予防のため家族や友達や知人との交流
が減り、ストレスや生きづらさ・辛さを感じても身近な人に相談でき
ないケースが増えています。自殺を考える人は「死ぬしかない」と視
野が狭まり、孤立した状況で、自ら相談できずに追いつめられている
状態にあります。一人で抱え込まず、相談窓口に電話したり、医療機
関を受診したりするなど、つらい気持ちを話してください。また、大
切な人が悩みを抱えていることに気づいたら、そっと声をかけ､丁寧に
話を聞いて、寄り添って見守ることが大切です。

3月は自殺対策強化月間です
声でも文字でも。少しずつでも。
あなたの今の気持ちを聴かせてください

　18歳までの子ども、または妊娠中の
人がいる家庭対象の「パパ・ママ応援
ショップ優待カード」。現在使用中の
カードの有効期限は3/31です。新しい
カードは3/14㊊から子育て支援課、市
民課、各サービスセンター、子育て支
援センター、保健センター、各児童館
等で配布します。スマホアプリの利用
者は更新手続き不要です。アプリはま
いたま（QRコ
ード）から入手
できます。ε子
育て支援課☎92
2-3492Ü922-32
74

　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。
■障害者施策協議会〈障がい福祉課☎
922-1436Ü922-1153〉…3/24㊍14時～
　市役所第二庁舎　第1･2委員会室で
　定員5人（当日先着順）
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…3/25㊎14時～　市
役所西棟第1･2会議室で　定員5人（当
日先着順）
■公民館運営審議会〈中央公民館☎
922-5344Ü925-0152〉…3/25㊎15時～
　中央公民館第1･2講座室で　定員5人
（当日先着順）
■防災会議〈危機管理課☎922-0614Ü
922-6591〉…3/28㊊10時～　高砂コミ
センで　定員5人（当日先着順）
■地域包括支援センター等運営協議会

〈長寿支援課☎922-1342Ü922-3279〉
…3/28㊊13時30分～　市役所西棟第1
～3会議室で　定員5人（当日先着順）　令和3年7～12月に市へ寄せられた善

意です（敬称略）。
≪小・中学校へ≫▼読売KODOMO新
聞　読売新聞東京本社販売局販売第4
部▼絵本「おかねってなぁに？」　草
加商工会議所青年部▼ステンレス製清
保スタンド　(株)岡本正太郎商店▼書
籍「宇宙なぜなぜ質問箱」　(株)朝陽
会▼天体望遠鏡　小西春雄　≪危機管
理課へ≫▼ダイキンストリーマー空気
清浄機　ダイキン工業(株)東京支社
　≪環境課へ≫▼パソコンほか　(株)
ノジマ　≪産業振興課へ≫▼サージカ
ルマスク　明治安田生命保険(相)越谷
支社　≪子育て支援センターへ≫▼パ
タパタプールほか　込山順邑　≪障が
い福祉課へ≫▼カワムラサイクル介助
ブレーキ仕様車椅子　埼玉県トラック
協会草加支部　≪みどり公園課へ≫▼
オリーブ　草加商工会議所　≪広聴相
談課へ≫▼市長への手紙用メールボッ

クス・スタンド　(公社)埼玉県宅地建
物取引業協会埼玉東支部

優待店舗は
このステッカー
が目印

　3/16㊌11～16時。会場は大宮ソニッ
クシティ地下展示場。県内企業約80社
が参加予定。合同企業説明会のほか就
活応援講座や企業講演など。どなたで
も参加可。事前予約制。è県HP（QR
コード）または電話でジョブフェス埼
玉事務局へ。☎048-657-4343

è

☎

　4/13・27の㊌10時～12時。全2回。
会場は草加平成塾。表千家茶道を体験
しませんか。定員10人。è生涯学習課
へ。☎922-2819Ü922-3498

è

☎

審議会
パパ・ママ応援ショップ
優待カード更新

就活イベント「ジョブ
フェス埼玉2022」

草加平成塾
表千家茶道体験会

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2022年3月5日号



⑩ 2022年3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。

講座名

カントの政治哲学 謡を楽しむ 葬送と墓の文化史 地域の環境を考える

13時30分～
15時

11時～13時

13時10分～
15時

表千家…9時30
分～12時30分

裏千家…13時
～16時

11時15分～
12時30分

17時15分～
18時

10時～12時

13時30分～
15時40分

13時～15時

13時30分～15
時または15時～
16時30分

24回

12回

6回

6回

各24回

4回

24回

22回

23回

23回

20人

各20人

8人

8人

各5人

9人

8人

8人

10人

20人

2000円
材料費別

2000円
教材費別

2000円
教材費別

日程 時間 回数 定員 月額

書道講座
楽しい書道

4/1～令和5年
3/24の㊎

4/8～令和5年
3/17の㊎

4/13・27、5/11・
25、6/8・22の㊌

4/20、5/18、6/
22、7/20、9/21、
10/19の㊌

4/2～令和5年
3/18の㊏

9/6・20、10/4
の㊋、10/19㊌

4/8～令和5年
3/24の㊎

4/14～令和5年
3/23の㊍

4/8～令和5年
3/24の㊎

4/8～令和5年
3/24の㊎

美文字講座～美しい
文字を書きましょう～

いけ花講習会

彩のステンシル

茶道教室
（表千家・裏千家）

民舞教室・
新舞踊教室

はじめてのクラシック
バレエ（3～6歳）

詩吟でボイス
トレーニング

初心者のための
朗読と話し方

歌声とコミュニ
ケーション

1000円

1500円

2000円

2000円

1500円

認知症のご本人ミーティング
è3/7㊊から電話で長寿支援課へ。
　☎922-2862Ü922-3279
■日時　3/25㊎10時～11時30分
■会場　草加市文化会館
■定員　6人　
■対象　認知症と診断された人、もの忘れ等でお悩みの人
　ご本人同士だからこそ分かり合えることが、きっとたくさんあると思い
ます。やりたいことや困っていることなど、日々の生活で感じていること、
思っていることを語り合ってみませんか。

獨協大学オープンカレッジ

SDGｓってなあに？
～知って変えよう
　私たちの行動～

ε同大学エクステンションセンター☎946-1678

　3/26㊏14時～16時。会場は同大学またはオンライン。
講師は国際浮世絵学会常任理事の浦上満氏（浦上蒼穹
堂代表）。世界一の『北斎漫画』コレクターが、江戸
時代の浮世絵師・葛飾北斎と代表作の一つ『北斎漫
画』の魅力を解説します。定員200人。

オルセー美術館
あちらこちら
オルセー美術館
あちらこちら

現代米国保守派
の視点
現代米国保守派
の視点

『ダウントン・アビー』
で学ぶイギリスの歴史
『ダウントン・アビー』
で学ぶイギリスの歴史

バイクで走って
見た世界
バイクで走って
見た世界

日本語（外国人対象）日本語（外国人対象）

ヨーロッパの詩と真実ヨーロッパの詩と真実 新聞から見える
現代社会
新聞から見える
現代社会

外国語
（英独仏西伊中韓泰）
外国語
（英独仏西伊中韓泰）

　下記ほか全37講座。対面またはオンライン。

草文文化講座
　初心者向けの講座です。会場は草加市文化会館。日程に除外日等あり。
詳細は同館HPで確認を。è3/10㊍9時～25㊎21時に、同館窓口にある申込
用紙（同館HPで入手可）、またははがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢
・性別・電話番号・希望講座名を記入し、〒340-0013松江1-1-5草加市文化
会館「草文文化講座」係へ。持参も可。☎931-9325Ü936-4690

è

☎

　3/26㊏14時～16時。会場は高砂コミセン。
ドキュメンタリー映画「プラスチックの
海」を上映。世界中の海がプラスチックご
みによってどれだけ汚染されているのかを
学び、私たちの生活を見直すきっかけにし
ませんか。小学4年生以上対象。定員70人。
草加環境推進協議会主催。
è3/7㊊から環境課へ。☎922-1519Ü922-1030è ☎

　3/13㊐まで。会場は草加マルイ。SDGs（持続可能な開発目標）に関する
パネル展示を行います。市が推進するゼロカーボンシティ実現のための取
り組みを紹介します。ほかに草加マルイによるサステナブルなアイテム紹
介、楽しみながら学べるクイズラリーなども実施します。クイズラリー参
加者には参加賞あり（なくなり次第終了）。
εイベントに関すること：草加マルイ☎922-0101Ü922-0133、
　ゼロカーボンシティに関すること：環境課☎922-1519Ü922-1030

☎
☎

1回
2000円

5月開講　春期講座

海洋プラスチック問題を考える 映画「プラスチックの海」

SDGs WEEKS IN 草加マルイ

いずれも詳細は
獨協大学HPで

特別講座　「世界を驚かせた北斎と『北斎漫画』」

3000円
会場費別

　4/9㊏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20人。応募多数の
場合は抽選。
è3/23㊌ま
でに西分署
へ。☎925-
3251Ü925-
3269

è

☎

普通救命講習Ⅰ

　健康づくりに役立つ実技中心の講座
です。60歳以上対象。室内靴持参。応
募多数の場合は抽選。初回に保険料が
必要です。è3/22㊋（必着）までに往è

にこにこサロン楽楽

　3/15㊋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
・折り紙など。60歳以上対象。εふれ
あいの里☎920-6222Ü920-6251☎

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

■トールペイント体験会　3/22㊋10時
～12時。会場は氷川コミセン。定員10
人。費用1500円。è3/7㊊からシルバ
ー人材センターへ。☎928-9211Ü928-
9209

è

☎

シルバーカルチャー教室

高年者向け

60歳からのスポーツサロン

　介護者のつどいは介護をしている人、
していた人、する予定の人対象の情報
交換の場です。
■介護者のつどい　3/12㊏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）☎929-0014Ü9
29-5222
■認知症介護者のつどい　3/16㊌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
■介護者のつどい　3/16㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989
■体操教室　3/16㊌14時～15時30分。
会場はふれあいの里。65歳以上対象。
定員20人。è3/7㊊から谷塚西部（包）

☎

☎

☎

è

へ。☎929-0014Ü929-5222
■誰でも出来る気功　3/18㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。気
功の基本を学ぶ。65歳以上対象。定員
30人。è3/7㊊から草加東部・草加稲
荷（包）へ。☎959-9133Ü922-3801

☎

è

☎

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・参加種目を記入し〒340-8550スポ
ーツ振興課へ。☎922-2861Ü922-3172
■民踊　4/8～6/10（4/22・29、5/27
を除く）の㊎9時～11時。全7回。会場
は谷塚文化センター。定員40人
■レクリエーションダンス　5/11～7/
6（5/18、6/15を除く）の㊌9時～11時。
全7回。会場は高砂コミセン。定員40
人
■卓球　5/12～11/10（6/23、7/28、
8/11、9/22・29、10/6、11/3を除く)
の㊍9時～11時｡全20回。会場は市民体
育館。定員50人

☎

　3/13㊐14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。草加地域における氷川神社の
起こりから信仰の広がりを紹介します。
定員30人。草加史談会との共催。è3/
6㊐から電話で歴史民俗資料館へ。☎

れきみん講座
「氷川信仰と足立郡」

922-0402Ü922-1117
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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。
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
3/6㊐13時15分～16時15分　中央公民
館　ミキシング・トライアルあり　飲
み物付き　参加費500円　ε飯塚☎09
0-4958-9229
■ふれあい書道体験会　3/7㊊・28㊊9
時～11時　中央公民館　3/14㊊・21㊗
9時～11時　シルバー人材センター　
無料　ε前田☎924-3569
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
8㊋13時～15時　3/15㊋・22㊋・29㊋
・31㊍・4/5㊋9時～11時　中央公民館
　無料　ε関根☎090-4062-1356
■第8回水彩画ギンノワ展　3/10㊍～
14㊊10時～17時（初日は13時から、
最終日は15時まで）　アコスギャラリ
ー　生徒作品約50点を展示　入場無料
　ε蒲生☎928-7060
■たまrin子育てセミナー「子育てに

☎

☎

☎

☎

子ども・親子向け 関わる人との接し方　親の友達編」　
3/10㊍10時30分～12時　氷川コミセン
　参加費200円　託児無料要予約　ε
家庭倫理の会☎090-9203-4244
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
11㊎・19㊏・4/3㊐　9時～11時　3/25
㊎13時～15時　瀬崎コミセン　無料　
ε石井☎090-9310-5460
■スポーツウエルネス吹矢体験　3/12
～26の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
勉強会　3/13㊐11時～13時　草加市文
化会館音楽室　終活相談会　定員5人
　参加費無料　ε不動産相続と住まい
の窓口坂斉☎923-0021
■卓球体験　3/15㊋9時～11時　3/18
㊎11時～13時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■稚心会書道体験　3/15㊋9時15分～
11時15分　であいの森　毛筆の感触体
験しませんか　参加費200円　ε野村
☎941-5108
■介護者サロン「らくだ」　3/18㊎　
さかえ～る　「こもれび」　3/24㊍　
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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
19㊏・26㊏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
■介護者の集い「オアシス」　3/19㊏
9時30分～11時　中央公民館　3/22㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　4/5㊋

☎

☎

è

☎

☎

☎

☎

☎

☎

バウンドテニス講習会

草加市文化会館ホール棟

　4/3㊐9時30分～11時30分。会場は市
民体育館。デモンストレーション見学
と実技のアドバイス。新小学4年生以
上対象。定員15人。参加費500円。室内
靴、あればラケット持参。è3/28㊊まで
に電話で市民体育館へ。☎Ü936-6239

è

☎

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所は長寿支援課。データ入力、窓口
受付、書類作成業務ほか。募集は1人。
月給15万5184円。期末手当、通勤手当、
社会保険等あり。詳細は市HPの募集
要項で確認を。面接は3/15㊋・16㊌。
採用は4/1付。è3/14㊊（必着）まで
に長寿支援課で配布する指定申込書

è

　令和5年1/16㊊～2/3㊎。ホール暗幕
改修工事のため、ホール棟の利用を休
止します。ε文化観光課☎922-2968Ü
922-3406

☎

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所は介護保険課・認定調査実施場所。
介護認定申請者の調査・窓口受付ほか。
介護・医療・保健に係る業務経験者対
象。募集は2人。月給18万2320円（地
域手当含）。期末手当、通勤手当、社
会保険等あり。面接は3/29㊋。採用は
5/1付。è3/25㊎（必着）までに指定申
込書（市HPから入手可）を介護保険課
へ。☎922-1414Ü922-3279

è

☎

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

事務補助員
（会計年度任用職員）

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）

13時30分～15時30分　氷川平成塾　ε
山田☎928-5332
■L.V.S.ボランティアガイド　3/19㊏
13時30分～16時　中央図書館多目的ホ
ール　図書館で一緒に活動するボラン
ティアを募集します　εL.V.S.野田☎
090-8307-5497
■ミシン洋裁基礎講座　3/20㊐9時～
13時、30㊌9時～13時・13時～17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
■春のコンサート「フルートだよ！全
員集合！」　3/21㊗13時～　中央公民
館　出演：地域のフルート愛好家　ゲ
スト：さかはし矢波（東京フィル）　
εひまわり平塚☎090-1607-8917
■池田智子創作人形展　3/23㊌～27㊐
10時～17時　アコスギャラリー大　19
96年以降9回銀座の百貨店で開催した
個展の出品作品を中心に50点を展示　
ε手代中町創作人形の会☎925-9159
■空き家のお悩み相談会（相続と遺言
書の書き方を含む）　3/26㊏10時～12
時　アコス6階A会議室　一般対象　
定員10人　参加費無料　è遺言相続後
見ネット☎946-5152
■サークルホワイト油絵展　4/1㊎～5
㊋10時～17時（初日は12時から、最終
日は16時まで）　アコスギャラリー　
ε松山☎922-9076
■映画鑑賞会「妻への家路」　4/3㊐
13時30分～　中央公民館　映画で中国
文化を学び親しみましょう　参加費
500円（資料・懇親代）　èサークル
中国大好き武藤☎090-3574-1031

☎

☎

è ☎

☎

☎

è

☎

☎

è

☎

（市HPからも入手可）を同課へ。☎92
2-2862Ü922-3279

☎

休日等上水道工事店
㈲石田水道　
㈱井戸梅
三栄工業

吉町1-5-12
住吉2-4-3
苗塚町55-4

☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384

3/6㊐
13㊐
20㊐

㊐㊗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

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

3/6㊐ 3/13㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

3/20㊐

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。!

臼田診療所
9時～12時・14時～17時

松原2-4-21-101
☎942-5300
院内処方

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

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

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

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

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局☎928-1431

クマガイこどもクリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2105-6
☎922-8683
院内処方

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

柳島クリニック
9時～12時・14時～17時

柳島町650
☎927-7911

ウエルシア☎920-1914



　草加市は、交通死亡事故が県内でもワースト上
位。特に高年者の事故が増えています。
　自転車も車両です。今一度、自転車の安全な乗
り方と交通ルールを学びませんか。
■場所　谷塚文化センター　■定員　16人
■対象　自転車に乗る人（年齢制限なし）
■内容　講話・自転車の乗り方実技指導ほか
■持ち物　室内履（運動靴）

　やりたいことや得意なことから自分らしい仕事を生み出し、
地域にアクションを仕掛ける講座「わたしたちの月3万円ビジ
ネス（3ビズ）」の受講生13人が、様々なビジネスアイデアを
発表します。

　小・中学生を含む市民から投稿
された俳句や小説・短歌等の文芸
作品を掲載しています。3月7日㈪
刊行。
■販売価格　1冊500円
■販売場所
市役所情報コーナー、公民館、
中央図書館、高砂ブックス

　地元草加への愛とエールが込められた
エッセー。ものを書くことのすすめにつ
いて親しみやすい視点で描かれています。

安全運転のコツを知って楽しいお出かけを。

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

▲詳細は
市ホームページで

▲草加保健所
ホームページ

▲県ホームページ

▲自宅療養者
へのお知らせ

最新情報はこちらから

2回目接種完了 接種券発送（予定） 3回目接種（目安）
~令和3年9月

10月
11月

発送済み
3月23日
4月中

~令和4年3月
4月
5月

3回目接種券を2回目接種完了時期をもとに随時発送しています

　常備薬、体調が悪くても食べられる食料や飲料水、日用
品・消毒液などを事前に揃えてください。ネットスーパー
も便利です。いつでも利用できるように登録をしておきま
しょう。

◆陽性と診断された人への連絡
（連絡がくるまで数日かかります）
・49歳以下の人　 県庁からSMS（ショートメール）を送信。
・50歳以上の人　 保健所から電話で連絡。
※療養解除の連絡は行わなくなりました。

◆陽性者・濃厚接触者の療養・待機期間の目安
・陽性者のうち有症状（発熱、咳やのどの痛み等）
　発症から10日間経過し、症状軽快（解熱剤未使用で
解熱し、呼吸器症状が改善傾向）後72時間経過した場合
・陽性者のうち無症状
検体採取日から7日間経過した場合

・濃厚接触者
陽性者の最終接触日を0日として翌日から7日間を経過した場合

PROFILE　須賀しのぶ（1972年草加市生まれ）。新田小、新田中、浦和第一女子高、上
智大学卒業。1994年「惑星童話」で上期コバルト・ノベル大賞読者大賞を受賞しデビュ
ー。2013年「芙蓉千里」三部作で第12回センスオブジェンダー賞大賞、2016年「革命前
夜」で第18回大藪春彦賞を受賞。「また、桜の国で」（156回直木賞最終候補）、「夏空白
花」（第9回山田風太郎賞候補）など著書多数。

・国からのワクチン（小児用）供給量が少なく、予約がとりづらい
状況です。
・4月以降の予約受付は3月中旬頃に開始できるよう調整中です。
・これから5歳になる人の接種券は、誕生日の数日後に発送。

■場所・時間（平日のみ）
・市役所西棟1階…午前8時30分～午後5時
・文化センター（谷塚・新田西・川柳・新里）…午前9時～午後5時
■持ち物
・接種券付予診票　・本人確認書類

★発送スケジュールを2週間過ぎても届かない場合は申請が必要です。
　コールセンター（☎0570-666-578）へ問い合わせてください

5～11歳(小児)接種予約

自宅療養になる前に食料等の準備を!

受付中

3回目接種予約受付中

・集団接種会場の予約枠に空きがありますので接種券が届いた人は早めに予
約をしてください。
・コールセンターがつながりにくい場合があります。インターネット予約がおす
すめです。

予約の支援をしています3/31㈭まで

自
転
車
講
習
会
3/18㈮
午後

1時30分～
4時30分

高年者
向け

問産業振興課☎922-3477Ü922-3406

問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

ω3月7日㈪から電話で交通対策課へ。
　☎922-1641Ü922-1030

「書く、見える」巻頭掲載

ふれあい
文芸草加

須賀しのぶ氏
市内在住・第156回直木賞候補作家

特 別 寄 稿

撮影：鈴木慶子

第37号
刊行

会場:シェアアトリエつなぐば・八幡西公園（八幡町935-4）

接種間隔が8➡6か月に前倒し
接種券が届いている人は全員予約ができます！

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

電
動
カ
ー
ト
・
電
動
ア
シ
ス
ト
付
き 

自
転
車
の
試
乗
も
で
き
ま
す

in
さいかちど
マーケット

3月12日㈯午前11時30分～午後3時30分
333～月3万円ビジネス実践市～
ビズマーケット

わたしたちの

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ イベント・講座情報2022年3月5日号

市の人口　令和4年2月1日現在　25万648人（男12万6548人・女12万4100人）/前月比176人減/世帯数12万1486世帯
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