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令和 4 年度予算概要

［歳入］

「持続可能性の向上」など3つの重点テーマを柱に編成

市議会2月定例会で令和4年度の予算が原案どおりに可決されまし
た。予算は、第四次総合振興計画を踏まえ、市の将来像「快適都市
〜地域の豊かさの創出〜」の実現をめざし3つの重点テーマ、「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」に基づき編成しました。
一般会計予算の総額は893億7900万円（前年度比0.5％増）、一般
会計、特別会計、企業会計を合わせた総額は1666億8811万円（同
1.1％増）になりました。 財政課☎922-07615922-1547

予算区分

（1万円未満調整）

令和4年度（円） 令和3年度（円）

増減率
（%）

一般会計

893億7900万

889億5800万

0.5

特別会計

447億2043万

436億7482万

2.4

新田西部土地区画整理事業

8419万

1億 372万 ‒ 18.8

駐車場事業

3899万

5965万 ‒ 34.6

〒340-8550
☎048-922-0151
（代）
草加市高砂1-1-1 5048-922-3091

17億5670万

12億2106万

検索

草加

ホームページ

市債

43.9

令和4年度
主要事業

折り込んである「健康カレンダー」は、抜いて読んでください。

で無料配信中

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1・２丁目

松原団地見守りネットワーク・・・ ☎048-933-9500
その他の地域

シルバー人材センター・・・・・・・・・☎048-928-9211

国庫支出金

167億2789万円
18.7％（1.3％）

［歳出］消防費

市税

78億7150万円
8.8％（ 35.2％）

369億8945万円
41.4％（ 7.1％）

26億9795万円
3.0％（ 1.6％）

教育費

59億9699万円
6.7％（ 4.4％）

商工費

9億5568万円
1.1％（ 125.6％）

議会費ほか
6億2554万円
0.7％（ 4.4％）

公債費
県支出金

55億2583万円
6.2％（1.8％）

65億2207万円
7.3％（6.8％）

依存財源：
45.5％

地方消費税
交付金

歳入
自主財源：
54.5％

地方交付税

35億円
3.9％（21.5％）

その他（依存財源）
17億700万円
2.0％（5.3％）

衛生費

70億5731万円
7.9％（ 4.7％）

歳出

土木費

53億円
5.9％（2.3％）

106億8387万円
12.0％（ 11.9％）

諸収入

9億8743万円
1.1％（1.7％）

その他（自主財源）
107億6990万円
12.0％（11.5％）

○ゼロカーボンシティの推進
【環境課】50万円
講演会等の啓発事業を行います。
国民健康保険
220億4411万 222億1498万
‒ 0.8
○鉄道駅ホームドア設置促進
介護保険
175億2387万 170億8608万
2.6
【交通対策課】1億2567万円
後期高齢者医療
32億7257万
29億8933万
9.5
東武鉄道株式会社が整備する市内4駅
企業会計
325億8868万 321億7927万
1.3
のホームドア設置に対し補助金を交付
水道事業
73億5804万
69億4402万
6.0
します。
病院事業
149億5311万 147億2525万
1.5
○新型コロナウイルスワクチンの接種
【新型コロナウイルス対策課】
公共下水道事業
102億7753万 105億1000万
‒ 2.2
10億743万円
1666億8811万 1648億1209万
1.1
総計
ワクチン接種に必要な体制を確保し、
円滑な接種を実施します。
一般会計
企業会計
○第二次産業強靱化戦略（令和4年度
一般会計は、子どもや高年者、障が
企業会計は、事業に必要な資金をそ
経済対策）
い者などへの福祉サービスや、公園・ の収入で賄う独立採算制の会計で、水 【産業振興課】5億4354万円
道路の整備、公民館、図書館の運営な 道・病院・公共下水道事業会計があり
消費喚起による経済の下支えととも
ど皆さんの暮らしに関わる会計です。 ます。
に市内企業の事業革新等を支援します。
歳入予算
予算総額
○温水プール建替工事
・市税などの自主財源が全体の54.5％ 325億8868万円（前年度比1.3％増）
【スポーツ振興課】1億8680万円
を占め、国・県支出金や市債などの依
プール及び屋内運動ができる複合施
存財源が45.5％
設への建て替え工事を行います。
歳出予算
○記念体育館エアコンの設計
【 】
は担当所管名、金額は予算額
・民生費は409億6687万円で全体の
【スポーツ振興課】1201万円
45.8％を占め、松原児童青少年交流セ
記念体育館の競技場にエアコンを設
1 持続可能性の向上
ンター建設工事費等で増額（前年度比
置するための設計を行います。
0.4％増）
○新庁舎建設工事、工事監理、備品購 ○市北東部スポーツ推進地区整備
・商工費は9億5568万円で、新型コロ
入等【庁舎建設室】41億4133万円 【スポーツ振興課】1574万円
ナウイルス感染症に係る緊急経済対策
令和4年度中の完成に向けて、新庁
スポーツ推進地区の実現に向け、ス
舎の建設工事等を行います。
事業等で増額（前年度比125.6％増）
ポーツ環境の整備を進めます。
○エアコン等設置（小・中学校）
○子宮頸がん予防ワクチン接種
特別会計
【学校施設課】11億30万円
【健康づくり課】1億79万円
特別会計は、国民健康保険や介護保
災害時避難所となる小・中学校の屋
積極的接種勧奨を行います。
険など特定の事業を行うための会計で、 内運動場にエアコン等を設置します。 ○児童発達支援センターあおば学園施
全体で6会計あります。
○自治体DXの推進（業務システム標
設整備
予算総額
準化）【情報推進課】1200万円
【子育て支援センター】3億2105万円
447億2043万円（前年度比2.4％増）
基幹システムの標準化を推進します。 令和5年度中の供用開始を目指し、
新田駅西口土地区画整理事業

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

■一般会計の内訳／予算額893億7900万円

一般会計予算額 893億7900万円

■令和4年度当初予算一覧

編集・発行

総務費

138億7272万円
15.5％（11.0％）

民生費

409億6687万円
45.8％（0.4％）

％は構成比率
（ ）は前年度比増減率
1万円未満調整

あおば学園新園舎の建て替え工事を行
います。
○手話通訳者派遣・養成（専任手話通
訳者の増員等）
【障がい福祉課】232万円
草加市社会福祉協議会の専任手話通
訳者を1人増員し支援体制を拡充します。

2 ブランド力の向上
○新田駅東西口土地区画整理
【新田駅周辺土地区画整理事務所】
30億3279万円
新田駅周辺において災害に強い良好
な居住環境を整備するとともに、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ます。
○奥の細道サミットin草加/草加松原国
際俳句大会【文化観光課】521万円
奥の細道サミットの開催及び国際俳
句大会の表彰式を行います。
○草加駅東口駅前広場整備
【道路整備課】1億1814万円
老朽化した施設の改修及びイベント
等が開催できる広場の整備等を引き続
き行います。
○リノベーションまちづくり
【産業振興課】1863万円
草加駅東口周辺及び谷塚駅周辺エリ
アでの民間主導・公民連携によるリノ
ベーションまちづくりを進めます。

3 コミュニティ力の向上
○松原児童青少年交流センター建設
【子ども育成課】4億4789万円
令和4年10月開設予定の松原児童青
少年交流センターの建設工事を行いま
す。
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3月16日㈬午後11時36分頃、
市内で震度4の地震が発生

【発生状況】
●規模 マグニチュード7.3 ●震源地 福島県沖
●最大震度 6強
（草加市は震度4）
【市内の被害状況】
●人的・物的・公共施設の大きな被害なし。
●約5万件が停電。この影響により、市内5か所の浄配水場のうち3か所
（新栄・旭
・中根）
の配水が一時停止。市内で水の出にくい地域が発生しました。

家庭でいつでも

人権擁護委員に
竹村圭司氏を委嘱

人権共生課☎922-0825 Ü 927-4955

4月1日付けで竹村圭司氏が法務大臣より人権
擁護委員に委嘱されました。任期は令和7年3月
31日まで。
竹村氏は、司法書士として市内で活動するとともに地域活動にも
貢献。

備える暮らしを

申請受付期間延長

危機管理課☎922-0614 Ü 922-6591

いざという時に慌てずに避難生活が送れるよう、
日頃から家庭で備え
ておくことがとても大切です。

●食料・飲料水

レトルト食品やフリーズドライ食品、乾物など日持ちのする加工品が
おすすめです。日頃から少し多めに食材や水を買っておき、賞味期限が
近いものから使用して補充する
「ローリングストック法」
も有効です。

1人

1日3ℓ

●簡易トイレ

推奨

7箱

7日間

(6本入り)

ローリング
ストック方

4人家族で7日分なら最低7箱
(2ℓペットボトル6本入り)

1人1日約5回で想定し、家族7日分以上備蓄しましょう。

1人1日約5回
4人家族の場合

約140 枚

携帯トイレ
※県マニュアルブック
【家庭における災害時のトイレ対策編】
から引用

家具の状態に応じた対策を再確
認しましょう。

L字金具やベルト

●安否確認方法の話し合い

待ち合わせ場所や災害用伝言
いない

ダイヤル
「171」
の使い方を確認し
ましょう。

つっぱり棒＋
耐震シート等

子育て世帯への
4/15㈮
(消印有効)
臨時特別給付金支給
締め切り

郵送申請
のみ

生活困窮者自立支援金

生活支援課生活困窮者自立支援金担当専用ダイヤル
☎924-2825 Ü 928-6635

申請受付期間を6月30日㈭まで延長しました。

対象となる可能性がある世帯へ申請書を郵送します。届いたら必
要事項を記入し同封の返信用封筒で返送してください。
初回支給の人
・総合支援資金特例貸付再貸付終了者
・総合支援資金特例貸付
（初回）
及び
緊急小口資金貸付終了者 など

再支給の人
初回支給終了者

・収入
（均等割非課税）
や資産が一定の基準以下
・ハローワーク等に求職を申し込み、誠実かつ熱心に求職活動している

■支給月額
■支給期間

単身：6万円、2人：8万円、3人以上：10万円
最長3か月間（初回・再支給）

必要

家族の人数分

●家具の転倒防止

広報
「そうか」

(支援給付金)

子育て支援課☎922-1476 Ü 922-3274

令和3年9月以降に新たに支給対象となった世帯へ申請書を送付し
ました。詳細は市ホームページで確認を。
■対象
離婚（離婚に準ずる状態を含む）、養子縁組、海外からの転入
等の理由により、次の①②いずれかに該当する人
①令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、同4年3月分の
児童手当受給者になった人
②令和3年9月30日時点で高校生等を養育していなかったが、同4
年2月28日時点で高校生等を養育している人
対象に該当すると思われ、申請書が届かない人は子育て支援課へ
連絡を。

■給付額
児童1人につき上限10万円
※元養育者から給付金の一部を受け取っている場合、その額を控
除
ω4月15日㈮（消印有効）までに申請書を同封の返信用封筒で返送し
てください。

市立病院

「看護師」を募集

内 3003
市立病院経営管理課☎946-2200○
Ü 946-2211

受験資格等

採用人数

【既卒】
昭和52年4月2日以降生まれ
で、看護師免許を有する人

10人
程度

【新卒】
昭和62年4月2日以降生まれ
で、令和5年3月31日までに
看護師免許取得見込みの人

試験日・内容

採用予定日

5月21日㈯
論文・面接

9月1日
または
令和5年4月1日

10〜15人
程度

ω5月12日㈭（消印有効）までに市立病院、市職員課、各サービスセ
ンターで配布する申込書（同病院ホームページからも入手可）を郵
送で〒340-8560同病院経営管理課へ。

コミュニティバス パリポリくんバス

ピンク色のバスが走ります
交通対策課☎922-1685 Ü 922-1030

乗り間違いを防止するため、
南西ルート専用の車両（ピン
ク色）を順次導入します。
今後は、
・北東ルート：オレンジ
・南西ルート：ピンク
・新田ルート：青
のバスで運行します。

南西ルートはピンク色♪

※運行形態によっては、違う色の車体で運行する場合があります。

令和4年の市内交通事故状況（前年比）3月20日現在 人身事故99件（＋10） 死者2人（−1）

草加人のための情報紙

市政情報

広報
「そうか」

地球温暖化防止
活動補助金を
ご利用ください

委員
募集

環境課☎922-1519 Ü 922-1030

再生可能エネルギー等を有効利用し、貴重な
資源の消費を抑制する活動を支援するため、環
境負荷の少ない設備や機器等の購入・設置費用
の一部を補助します（重複申請可）。
設

置

［対象設備］
①太陽光発電システム（設備出力1kW以上）
②雨水貯留施設
［補助額］
①は7万円、②は経費の2分の1で上限1万円
省エネ機器等の購入
［対象設備］
・太陽熱を利用した給湯器
・地中熱を利用した給湯器
・燃料電池給湯器
・HEMS
・家庭用蓄電池
・次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動
車、プラグインハイブリッド自動車）
［補助額］
いずれも2万円（HEMSは1万円）
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地域福祉連絡協議会委員
福祉政策課☎922-1234 Ü922-1066
fukushiseisaku@city.soka.saitama.jp

社会教育委員

生涯学習課☎922-2819 Ü922-3498
shogaigaku@city.soka.saitama.jp

申 各申込期限までに市役所情報コーナー、サービスセンターほかで配布する応募用紙（市
□
販のA4用紙可）に審議会等の名称・氏名（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・
電話番号（あればファクス番号）・公開抽選の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等
の経験・小論文（600〜800字）を記入し〒340-8550各担当課へ（ファクス・メールも可）。
地域福祉や社会福祉法人の地域公益事業について
意見を述べ検討する市民委員。

地域福祉連絡協議会委員
■対象

市内在住の18歳以上（5月20日現在）で、市の他の審議会等の委員になってい
ない人
■募集人数 1人
■任期 5月20日から2年間
■報酬 会議1回につき7000円
■公開抽選 5月10日㈫午前10時から市役所西棟第1会議室で
■申込期限 4月26日㈫
■小 論 文 地域福祉の必要性とその推進及び社会福祉法人の地域における役割につい
て

社会教育委員

社会教育に関し、教育委員会に助言する市民委員。

■対象

市内在住の18歳以上（6月1日現在）で、市の他の審議会等の委員になってい
ない人
■募集人数 1人
■任期 6月1日から2年間
■報酬 会議1回につき7000円
■公開抽選 5月2日㈪午後3時からぶぎん草加ビル教育委員会会議室で
■申込期限 4月26日㈫
■小 論 文 私の生涯学習について
電子申請でも
受付中

市内の動植物を
調査してみませんか

生きもの調査員を募集

申 環境課へ。☎922-1519 Ü 922-1030
□

個別調査（身近な場所で植物・鳥・昆虫など42種の調査・報
告）や集合調査（右表）に参加できる調査員（親子参加可）を募
集します。
調査員には生きもの調査セットを配布
調査方法をまとめたパンフレットやオリジナル缶バッジを配布
します。

日にち

時間

4月16日㈯
5月8日㈰

午前8時50分〜正午

午前8時〜11時

午前8時50分〜正午

令和5年
2月26日㈰

ふるさと納税返礼品
協力事業者募集
産業振興課☎922-3477 Ü922-3406

ふるさと
チョイス

新田西部（綾瀬川沿い）
鳥中心
青柳地区（葛西用水）
キタミソウ中心

製品など
のPRに

ふるさと納税制度は、応援したい自治体を、寄付の形で納税する
制度です。返礼品で市内製品のPRをしてみませんか。基準等の詳
細は産業振興課へ問い合わせてください。
■参加条件 ①市内に事業所を有していること。
②市内事業所等で製造・加工した商品・市内産原材料
を使用している商品であること。
③市内で提供される役務であることなど。
ふるさとチョイス、
楽天ふるさと納税にも掲載

中川河川敷
植物・昆虫等
獨協大学、松原団地記念公園
全般

8月23日㈫
12月10日㈯

柿木田んぼ
シギ・チドリ類中心
谷塚治水緑地
水生生物中心

6月11日㈯
7月22日㈮

場所・内容
柿木田んぼ（柿木フーズサイト公園ビオトープ）
植物中心

楽天
ふるさと
納税

本革製メガネハーネス

シクラメン

chavipelto farmの季節の
オーガニック農産物
（有機認証農産物）

ほぼ日のアースボール

そうか煎餅味比べ詰合せ

④

情報コーナー「すとりーと」
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情報コーナー

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

・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

4月の
納税
・
納付

対象は市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

日曜・夜間納税窓口 ・納税課

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。

基本ルール
・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

【主催者と参加者】
・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

※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。
会議所会館内。相談時間は9時〜17
時。ε草加商工会議所☎928-8111Ü92
8-8125
返済不要の奨学金
高橋記念草加市交通遺児奨学基金
交通遺児の学業継続を援助し、人材
を育成することを目的に、市内の篤志
家により発足した奨学金制度です。市
内在住の小学生〜大学生の交通遺児対
象。支給される奨学金は月額小学生
7000円、中学生1万3000円、高校生2
万円、大学生（短大、大学院、専門学
校を含む）3万円。返済は不要です。
è5/11㊌までに交通対策課で配布する
申請書（市HPからも入手可）を同課
へ。☎922-1641Ü922-1030
経営革新チャレンジ支援事業補助金
申請は令和5年2/28まで
4月以降に経営革新計画の承認を受
け、BCP（事業継続計画）宣言をした
中小企業等に20万円を補助。さらに、
販売計画を策定し、販路拡大等に併せ
て業務効率化に取り組む場合には30万
円を上乗せして補助します。ε草加商
工会議所☎928-8111Ü928-8125
経営相談は専門家へ そうか創業＆
革新支援Sou-ai(そう･あい)拠点
対象は①市内で創業を検討している
人②創業から再展開期までの様々な経
営課題を抱えている人③専門分野の研
究開発等に着手しようとしている人な
ど。相談内容に合わせ、Sou-ai拠点の
コーディネーターが専門家へ橋渡しを
します。相談は無料。場所は草加商工

9時〜12時30分
夜間 ㊌
（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜

・後期高齢者・重心医療室

納税は便利な口座振替で

4/6㊌〜15㊎春の全国交通安全運動「人も車も自転車も安心・安全埼玉県」

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

市役所第2庁舎

水量増に注意を 農業用水通水
見沼用水は4/16㊏、八条用水・葛西
用水は4/26㊋から通水を始めます。通
水は9月下旬まで。水量が増加するの

新型コロナの感染の疑いがあるとき、
どうしたらいいの？
主な流れ
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

かかりつけ医に
電話で相談
かかりつけ医がない場合は？

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。
受診先に迷う場合は？

療養生活

療養期間終了

で水難事故に注意してください。ε都
市農業振興課☎922-0842Ü922-3406
音楽の森ミニコンサート
出演団体募集

埼玉県受診・相談センター
☎048-762-8026
Ü048-816-5801
に相談できます。
è5/15㊐までに申込フォーム（QRコード）
または草加市文化会館で配布する申込
用紙（同館HPからも入手可）を同館へ。☎
931-9325Ü936-4690

7/18㊗11時・15時30分、9/20㊋11時・
15時30分。演奏時間は30分。会場は草加
市文化会館。2人以上の音楽団体対象。

予防接種の通知・クーポン券を3月末に送付〜届いた人は早めの接種を〜
通知が届いた人は通知に記載の医療機関で接種（検査）してください。転入などで届いていない人は健康づくり課
へ。ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516
≪高年者肺炎球菌≫
◆対象者 下記の①または②に該当し、過去に高年者肺炎球菌ワクチ
ン（23価肺炎球菌ワクチン）を自費も含めて接種したことがない人。
①次の年齢の人（生年月日）
65歳（昭和32年4/2〜同33年4/1）
70歳（昭和27年4/2〜同28年4/1）
75歳（昭和22年4/2〜同23年4/1）
80歳（昭和17年4/2〜同18年4/1）
85歳（昭和12年4/2〜同13年4/1）
90歳（昭和7年4/2〜同8年4/1）
95歳（昭和2年4/2〜同3年4/1）
100歳（大正11年4/2〜同12年4/1）
②60〜65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能に関する障害1級の身体障害者手帳
を有する人
◆接種期限 令和5年3/31㊎
◆費用 3000円 ※75歳以上の人、生活保護・中国残留邦人支援
給付制度に該当する人は無料
・②に該当する接種希望者は申し込みを（昨年度申し込んだ人は不要）。
・通知に記載のない県内のかかりつけ医での接種希望者は問い合
わせを。
・県外での接種は助成対象外。
・通知が届いた人でも上記対象者に該当しない場合は助成対象外。

≪男性の風しん抗体検査・予防接種≫
令和3年10/31時点のクーポン未利用者に再送
付しました。
◆対象 昭和37年4/2〜同54年4/1生まれの男性
◆利用期限 令和5年3/31㊎
抗体検査受検後、十分な抗体がない人のみ接
種します。
子どもの予防接種
≪二種混合≫
◆対象者 平成22年4/2〜同23年4/1生まれの人
◆接種期間 11〜13歳の誕生日の前日
≪麻しん風しん混合（MR）2期≫
◆対象者 平成28年4/2〜同29年4/1生まれの人
◆接種期限 令和5年3/31㊎
◆予診票 こんにちは赤ちゃん訪問で配布しま
した。
≪日本脳炎2期≫
製造の一時中止に伴い出荷量が調整されてい
た日本脳炎ワクチン（ジェービックV）の供給
が安定する見込みです。
◆対象者 平成23年4/2〜同25年4/1生まれ
◆接種期間 9〜13歳の誕生日の前日
◆回数 1回

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。

草加人のための情報紙

情報コーナー「すとりーと」

広報
「そうか」

谷塚駅東口徒歩2分。駐車場なし
◆受付時間 ㊊（㊗の場合は翌平日）
8時30分〜19時、㊋〜㊎8時30分〜17
5/7㊏13時30分〜。会場は高砂コミセン。 時15分、第2㊏9時30分〜16時 ※第2
令和3年度助成対象団体の活動実績報 ㊏以外の㊏㊐㊗・年末年始は休み
告会を行います。定員5人。è5/6㊎までに ◆予約方法 年金手帳（基礎年金番号
市民活動センターへ。☎920-3580Ü925- 通知書）や年金証書等を用意し、㊊〜
1872
㊎8時30分〜17時15分に予約受付専用
電話☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
埼玉県食品表示調査員の募集
へ。※050で始まる電話番号の人は☎
食品販売店で食品表示を確認し、定 03-6631-7521（一般電話）へ
期的に県に報告します（年20店舗程 ε越谷年金事務所☎960-1190Ü960-72
度）。県内在住で20歳以上の人対象。 20
任期は6月〜令和5年3月。募集は100人
（選考）。謝金5000円（年度上限額。
市に寄せられた善意です（敬称略）
交通費等の支給なし）。詳細は県HP
で。è4/18㊊までに埼玉県農産物安全 （令和3年11月〜同4年3月）
≪福祉に関する事業へ≫
課へ。☎048-830-4110Ü048-830-4832
▼15万円 ライキ株式会社
街角の年金相談センター草加
≪子育てに関する事業へ≫
4/4㊊谷塚駅東口に開所
▼15万円 ライキ株式会社
年金請求等の受付、年金受給に関す ≪新型コロナウイルス感染症対策に関
る相談（見込額試算等）、年金受給者 する事業へ≫
の手続き・年金相談を受け付けます。 ▼5万7100円 公益社団法人草加市シ
事前に予約をして来所してください。 ルバー人材センター
◆場所 谷塚コリーナ2F（瀬崎1-9-1） ≪成人式に関する事業へ≫
ふるさとまちづくり応援基金
助成事業実績報告会

みんなの健康

2022年4月5日号

⑤

▼10万円 こばやし歯科医院
ε財政課☎922-0761Ü922-1547

審議会
市の審議会等を傍聴できます。なお、
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。
■都市計画審議会〈都市計画課☎9221802Ü922-3145〉…4/14㊍14時〜 市
役所西棟第1〜3会議室で 定員10人
（15分前に抽選）
■子ども教育連携推進委員会〈子ども教
育連携推進室☎922-3494Ü928-1178〉
…4/26㊋10時〜 高砂コミセンで 定
員5人（当日先着順）

勤労福祉会館
ホール貸出休止
6〜8月はエアコン改修工事のため貸
出を休止します。εくらし安全課☎94
1-6111Ü941-6157

公立保育園の保育士等
（会計年度任用職員）
＜有資格者対象＞
①フルタイム保育士 ㊊〜㊎7時〜19
時の間の7時間45分 月給18万2320〜
20万7654円
②短時間保育士（週15時間） ㊊〜㊎
10時30分〜15時30分の間の3時間 時
給1189〜1386円
③短時間保育士（週30時間） ㊊〜㊎
7時〜19時または7時20分〜18時30分
のうち6時間 時給1189〜1386円
④時間外保育士 ㊊〜㊏ 延長保育有
の園：㊊〜㊎7時〜9時・16時30分〜
19時、㊏7時〜19時のうち6時間 延長
保育無の園：㊊〜㊎7時20分〜18時30
分のうち3時間30分、㊏7時20分〜15時
30分のうち5時間 時給1189〜1386円
⑤フルタイム看護師・准看護師 ㊊〜
㊎8時30分〜17時 月給18万2320〜20
万7654円・17万6172〜20万340円（准）
⑥フルタイム栄養士 ㊊〜㊎8時30分

〒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

健康づくり課 ☎922‒0200

Ü922‒1516

※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

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。

母子保健

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3月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö4月下旬〜5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

ô4〜6か月児 ë各回12組 ö4/25㊊13時15分〜

中期

ô6〜8か月児 ë各回12組 ö4/25㊊10時〜

後期・完了期 ô8か月〜1歳2か月児 ë各回12組 ö4/27㊌10時〜

乳幼児相談 è電話で

ô乳幼児と保護者 ë10組 ö5/18㊌9時30分〜11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

成人保健
個別検診（à指定医療機関）要受診通知票
è はがき・市HPで（9/20㊋消印有効）
胃がん検診（定員あり）

ô50歳以上（前年度未受診者） ö7/1㊎〜12/20㊋
ß3500円 ê6月上旬〜

乳がん検診（定員あり）

ô40歳以上（前年度未受診者） ö6/1㊌〜11/30㊌
ß1300円 ê5月下旬〜

肝炎ウイルス検診

ô40歳以上（同検診未受診者） ö6/1㊌〜12/16㊎
ê5月下旬〜

内視鏡検査

マンモグラフィ検査
Ｂ・Ｃ肝炎検査

口腔がん検診

視触診

ô50歳以上 ö5/20㊎〜令和5年1/27㊎ ß700円
ê4月下旬〜

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（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）へ
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）
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

肺がん・結核検診
胸部X線検査

ô20歳以上 ö6/1㊌〜11/30㊌ 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 ö6/1㊌〜12/16㊎ ß500円
ô40歳以上（65歳以上は結核含む） ö7/1㊎〜9/30㊎ ßX線
800円、かく痰900円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

幼児健康診査
1歳7か月児 ô 令和2年10月生まれ
3歳3か月児 ô 平成31年1月生まれ

ö5/10㊋・17㊋ 時間等の詳細は ê4月末
ö4/12㊋・26㊋ 個別通知に記載 ê3月末

マタニティクラス両親学級 è 5/2㊊から電話・市HPで

ô8〜10月出産予定の初妊婦と夫 ë 各10組 ö 6/8㊌ 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

マタニティサロン è 5/2㊊から電話で

ô妊婦と夫 ë20人 ö6/15㊌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

集団検診（à保健センター）要受診通知票（定員あり）
è はがき・市HPで（9/20㊋消印有効）
胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・

便潜血反応検査

乳がん検診

マンモグラフィ検査

ô30歳以上 ö5/25㊌、6/4㊏・16㊍・27㊊、7/1㊎・16㊏、9/2
㊎・16㊎、10/3㊊・21㊎、11/3㊗・27㊐・29㊋ é8時15分〜
10時（大腸がんのみ9時30分〜10時30分） ß胃がん900円、
大腸がん500円
ô40歳以上（前年度未受診者）ö5/26㊍、6/3㊎・26㊐、7/8㊎・
21㊍、8/5㊎・24㊌、9/23㊗・26㊊、10/16㊐・23㊐、11/11㊎・
14㊊ é9時30分〜10時50分、13時〜14時20分 ß1300円

申込時に希望日を複数記入してください。検診日時は受診通知票で確認を ê4月下旬〜

健康相談など
ö㊗・休館日、第5週を除く9時〜12時 ㊊…原町コミセン、㊋㊎…氷川コ
看護師による
ミセン（4/8を除く）、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン（4/8を除く）、㊍…稲
地域健康相談
荷コミセン
栄養相談è

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

■対象年齢は令和5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
※胃内視鏡検診は①②③は2000円、④⑤は無料■はがきの記入事項…希望検診名・住所・氏名・生年月
日・電話番号■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ。■乳がん（個別・集団）検診…妊
娠中・授乳中・断乳後6か月以内・乳房整形・ペースメーカー使用者は対象外■肝炎ウイルス・口腔がん・
乳がん（個別）・胃がん（個別）検診…健康づくり課の受診通知票発行後に指定医療機関へ

≪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）

⑥

2022年4月5日号

情報コーナー「すとりーと」

〜17時 月給18万2320〜20万7654円
⑦フルタイム調理師 ㊊〜㊎8時30分
〜17時 月給19万4086〜21万622円
＜資格不問＞
⑧調理支援員 ㊊〜㊏8時30分〜13時
時給1103〜1230円
①③は週1回早番・遅番、月1回㊏あ
り。いずれも場所は市立保育園。有給
休暇等あり。②を除き、社会保険等・
賞与あり。
è
è保育課等で配布する申込書（市HPか
ら入手可）に資格証の写しを添えて保
Ü 922-3274
☎
育課へ。☎922-1491

シルバーカルチャー教室
■英会話初級1 4/22、5/6・13の㊎13
時〜14時30分。全3回。会場は勤労青
少年ホーム。定員10人。費用2000円
■初めてのABC金曜コース 4/22、5/
6・13の㊎15時〜16時30分。全3回。
会場は勤労青少年ホーム。定員10人。
費用2000円
è 4/6㊌からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü 928-9209
歴史民俗資料館

■蓄音機コンサート「流行歌特集」
4/10㊐10時30分〜。昭和時代初期に製
作されたフロア型機械式蓄音機で、懐
勤務は㊊〜㊎8時30分〜17時15分。 かしのSPレコードを鑑賞します。
場所は環境業務センター。粗大ごみの ■れきみん講座「関東の板碑−金泥板
収集運搬業務ほか。普通自動車第一種 碑を中心として−」 4/10㊐14時〜16
運転免許（AT車限定は不可）以上所 時。県内ではあまり確認されていない
持者対象。募集は若干名。月給17万95 金泥板碑の特徴などを紹介します。定
64円（地域手当含）。期末手当、通勤 員30人。草加史談会との共催。
手当、社会保険等あり。面接は4/20㊌。 è 講座のみ4/6㊌から電話で歴史民俗
è 4/18㊊（必着）まで 資料館へ。☎922-0402Ü 922-1117
採用は5/1付。è
に指定申込書（市HP、廃棄物資源課
ボートレース事業の
で入手可）と運転免許証の写しを同課
収益金で道路整備
へ。☎931-3972Ü 931-9993
埼玉県都市ボートレース企業団は草
加市を含む15市で構成されており、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、ボ
本土復帰50年
ートレースの開催期間は4/13㊌〜18㊊、
平和パネル展「沖縄戦」
23㊏〜27㊌、5/3㊗〜8㊐、17㊋〜22㊐、
4/6㊌〜5/9㊊。会場は中央図書館。 26㊍〜30㊊、6/2㊍〜6㊊、9㊍〜13㊊、
太平洋戦争末期、鉄の暴風と形容され 16㊍〜21㊋、25㊏〜29㊌。会場はボ
る沖縄戦では、県民の4人に1人が亡く ートレース戸田。ε財政課☎922-0761
なりました。その貴重な写真・体験談 Ü 922-1547
などを展示し、平和の大切さ、命の尊
普通救命講習Ⅲ
さを次世代に伝えます。折り鶴オブジ
ェ「平和への羽ばたき」、DVD・書籍
5/7㊏9時〜12時。会場は草加消防署
等の平和関連資料も同時展示します。 青柳分署。乳幼児の心肺蘇生法・AED
平和ネットワーク草加との共催。ε人 ・異物除去法ほか。市内または八潮市
権共生課☎922-0825Ü 927-4955
在住・在勤の中学生以上対象。定員12
人。応募多数の場合は抽選。è 4/20㊌
和舟の乗船体験
までに草加消防署青柳分署へ。☎9314/8㊎9時30分〜11時30分（荒天時中 3973Ü 931-3982
止）。30分ごとに出航する全5便。会
一本棒・バッテン棒体操
場はまつばら綾瀬川公園第2ラグーン。
リーダー養成講座
川面から綾瀬川沿いに咲き誇る桜を一
望できる貴重な機会です。定員各便10
5/10〜6/28の㊋10時〜12時。全8回。
ε
人（当日先着順）。 文化観光課☎ 会場は原町コミセン。新聞紙を利用し
922-2403Ü 922-3406
たいつでもどこでもできるオリジナル
体操の指導方法を学びます。講師は健
和舟乗船＆草加松原散策
康運動指導士の田邉雅子氏。定員40人。
草加まち歩きツアー
èスポーツ振興課へ。☎922-2861Ü 92
è
5/8㊐8時45分獨協大学前〈草加松原〉 2-3172
駅東口集合、13時解散。春の陽気に誘
甲種防火管理者資格
われて散策しませんか。定員30人（1
取得講習会
è
班10人）。参加費1500円。è4/20㊌ま
収容人員が30人以上の店舗等と、収
でに代表者の住所・電話番号、参加者
全員の氏名（ふりがな）・年齢を草加 容人員が50人以上の共同住宅や工場等
市観光協会事務局（文化観光課内）へ。 では、この資格取得者を置くことが消
メール（QRコード）も可。申込多数 防法で定められています。6/9㊍・10
の場合は1組（4人まで）単位で抽選。 ㊎9時20分〜16時50分。会場は草加市
結果は4/25㊊以降に通知します。☎92 文化会館。全2回。定員70人。受講料
8000円。è 4/6㊌〜13㊌に日本防火・
2-2403Ü 922-3406
清掃作業員
（会計年度任用職員）

草加人のための情報紙

防災協会HPで。ファクス（Ü 03-62746977）も可。ε草加八潮消防局予防課
☎996-0660Ü 997-1300
事業者対象
消費税インボイス制度説明会

広報
「そうか」

にこにこサロン楽楽
4/15㊎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☎920-6222Ü 920-6251

5/10㊋・18㊌、6/2㊍・15㊌10時30
フラダンス教室
分〜11時30分。会場は川口税務署別館。
定員各30人。公共交通機関での来場に
5/9・23、6/13・27、7/11・25の㊊
è 希望日の㊏㊐を除く2日前 10時〜11時。全6回。会場はであいの
協力を。è
までに川口税務署法人課税第一部門へ。 森。60歳以上対象。定員10人。室内靴
内 313）
○
☎048-252-5141（○
持参。è 4/6㊌10時から電話でであい
の森へ。☎936-2791Ü 936-2792
市民体育祭
かけはしサロン
■トランポリン大会 5/15㊐9時30分
〜、13時〜。会場は記念体育館。参加
5/11㊌13時〜14時。会場はであいの
費個人2000円、シンクロ1組2000円
森。講話「草加市について知ろう」、
■スポーツウエルネス吹矢大会 5/21 体操ほか。60歳以上対象。è 4/6㊌10
㊏10時〜。会場は市民体育館。個人戦 時から電話でであいの森へ。☎936-27
男女混合6・8・10mの部。定員150人。 91Ü 936-2792
参加費500円
絵手紙教室
èトランポリンは4/25㊊までに電話で
è
草加市スポーツ協会へ。吹矢は4/6㊌
5/18、6/1・15・29、7/6・20の㊌10
〜20㊌に市民体育館で申込用紙に記入。 時〜11時30分。全6回。会場はであい
ε同協会☎928-6361Ü 922-1513
の森。60歳以上対象。定員12人。材料
費400円。描きたいもの（野菜・果物
地元弁護士による
など）、ティッシュ持参。è 4/7㊍10
無料法律相談会
時から電話でであいの森へ。☎936-27
5/10㊋13時30分〜16時（1人30分以 91Ü 936-2792
内）。会場は中央公民館。5/3憲法記
スローストレッチで筋力アップ
念日の行事として埼玉弁護士会越谷支
5/19、6/2・16・30、7/7・21の㊍10
部の弁護士が、あらゆる法律問題に応
えます。è 4/20㊌から埼玉県弁護士会 時〜11時。全6回。会場はであいの森。
越谷支部へ（平日10時〜16時30分）。 60歳以上対象。定員20人。室内靴、ヨ
ガマットまたはバスタオル持参。è 4/
☎962-1188Ü 962-1422
8㊎10時から電話でであいの森へ。☎
地域包括支援センター（包）
936-2791Ü 936-2792
介護者のつどい・介護予防教室
ドレミ♪でスッキリ教室
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、 音楽や軽運動を取り入れた、認知症
する予定の人対象。
予防教室。
■介護者のつどい 4/15㊎13時30分〜 ■草加市文化会館 5/9〜8/8（7/4・
15時。会場はケアステーションかしの 18を除く）の㊊9時15分〜10時30分。
木。ε草加西部（包）☎946-7030Ü 942- 定員20人
7582
■瀬崎コミセン 5/10〜7/26の㊋9時
■認知症介護者のつどい 4/20㊌13時 15分〜10時30分 定員20人
15分〜14時30分。会場は勤労福祉会館。 いずれも全12回。65歳以上で物忘れ
ε新田西部（包）☎946-0520Ü 946-0523 等認知症が心配な人対象。運動しやす
■介護者のつどい 4/20㊌18時30分〜 い服装で。室内靴持参。è 4/6㊌〜15
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安 ㊎に電話で長寿支援課へ（定員に達し
行（包）☎921-2121Ü 928-8989
次第受付終了）。☎922-2862Ü 922-32
■はつらつバルーン体操 4/27㊌13時 79
30分〜14時30分。会場は川柳文化セン
子ども・親子向け
ター。65歳以上対象。定員30人。室内
Mission BINGOに
è
（包）へ。
靴持参。è4/6㊌から草加川柳
参加して子ども会を
☎932-7007Ü 931-0993
体験してみよう
高年者向け
5/15㊐10時〜12時、13時30分〜15
のんびりヨガ（春コース）
時30分。会場は中央公民館。小学生と
4/25〜5/30の㊊13時30分〜14時30分。 保護者対象。定員各50組。参加費200
全6回。会場はふれあいの里。ストレ 円。25種類の遊びからビンゴを目指し
ッチを中心にしたヨガ。60歳以上で軽 ミッションに挑戦。保護者は別室での
運動ができる人対象。定員18人。ヨガ 説明会参加。è 4/16㊏9時から申込フ
マットまたはバスタオル持参。 è 4/7 ォーム（QRコード）へ。 ε 草加市子
㊍10時から電話でふれあいの里へ。☎ ども会育成者連絡協議会（子ども育成
920-6222 Ü 920-6251
課内）☎928-6421Ü928-9632

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。

草加人のための情報紙

医療・水道・ミニ情報

広報
「そうか」

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。

4/10㊐
9時〜12時・14時〜17時
氷川町178-2

4/17㊐
内科

内科

大里内科医院

9時〜12時・14時〜17時
松原1-1-6-3F

☎925-3118

☎942-7111

9時〜12時
中央2-4-11

☎924-1375

草加松原整形外科医院
16時〜19時
松江2-3-26

☎935-4838

外科・午後

外科・午後

そうごう薬局☎928-1431

第一薬局☎942-4496

外科・午前

外科・午前

山崎クリニック

柿木町1127-1

☎048-824-4199

草加松原整形外科医院
16時〜19時

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

院内処方

受診時は、必ず事前に電話連絡を。

■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

㊐㊗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

㈲東洋開発
両新田西町246
17㊐ ㈲イワセポンプ店 手代3-11-8

4/10㊐

■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
7㊍・15㊎・17㊐・26㊋・29㊗、5/3㊗
9時〜11時 中央公民館 無料 ε関
5/3㊗〜4㊗10時10分〜10時50分。会 根☎090-4062-1356
場は市民体育館。トランポリンとボー ■卓球体験 4/7㊍11時〜13時、4/12
ルゲームを楽しみながら学びます。年 ㊋9時〜11時 市民体育館 ε松が根
中・年長児対象。定員各30人。参加費 クラブ須藤☎922-4789
1000円。è 4/6㊌9時から草加市スポー ■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
ツ協会HPで。☎Ü 936-6239
9㊏・23㊏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
スポーツ少年団体力祭
料 ε山下☎931-7681
5/8㊐9時30分〜。会場は記念体育館。 ■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
スポーツ少年団運動適正テストに参加 10㊐9時〜11時、4/22㊎13時〜15時
できます。小学生対象。室内靴持参。 瀬崎コミセン 無料 ε石井☎090-93
è 4/15㊎までに電話で草加市スポーツ 10-5460
協会へ。☎928-6361Ü 922-1513
■旭会卓球体験 4/11㊊・12㊋9時〜
11時、4/13㊌11時〜13時 勤労福祉会
空手道ジュニア交流大会
館 健康と親睦のために 体験1回200
5/29㊐9時45分開会。会場は記念体 円 見学無料 ε高橋☎944-2111
育館。個人組手の部・個人形の部（幼 ■オンラインおやこ大学ひろば 4/12
児〜中学生）、団体組手の部（小・中 ㊋ 未就園児と保護者対象 ①0〜1歳
学生）。参加費1種目2000円、2種目 9時30分〜②1〜2歳10時30分〜③2〜3
3000円、団体組手1チーム1500円。è 歳11時30分〜 無料 è 獨協地域と子
4/20㊌までに電話で市民体育館へ。☎ どもHP予約フォーム☎946-1781
Ü 936-6239
■ミシン洋裁基礎講座 4/13・27の㊌
①9時〜13時②13時〜17時 勤労福祉
会館 ミシンと洋裁の基礎を学び作品
市民サークルの非営利活動を紹介しています。交渉
を作りましょう 材料費1000円 è 竹
は当事者間で。市は関与しません。掲載依頼は発行
花☎090-6657-4005
日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）
※感染症の影響で催事の中止・変更の ■介護者サロン「らくだ」 4/15㊎
わ〜くわっく草加 「こもれび」 4/
場合があります。εèに確認を。
市民活動センター 各13時〜15
28㊍
■第9回水彩画・松の実会合同作品展
4/6㊌〜12㊋10時〜17時 アコスギ 時 参加費100円 ε介護者支援の会
ャラリー 草加市水彩画三サークルに 草加酒井☎090-9245-2067
よる3年ぶりの合同作品展を開催 ε ■介護者の集い「オアシス」 4/16㊏
10時〜12時 中央公民館 4/26㊋10時
羽鳥☎936-8716
子どもスポーツイベント
トランポリン&ボール

▶防災行政無線放送

※ダイヤル回線・IP電話は

アイン薬局☎954-9193

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。

防災テレフォンサービス

☎♯7119

☎930-3636

院内処方

休日等上水道工事店

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）

9時〜12時

☎935-4838

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

豊田クリニック

松江2-3-26

⑦

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）
。

ハーモネスタワークリニック

セイムス☎922-7328

!

2022年4月5日号

☎0120-777031

30分〜12時 瀬崎平成塾 5/3㊗13時
30分〜15時30分 市民活動センター
ε山田☎928-5332
■たまrin子育てセミナー「子育てに
関わる人との関わり方〜子供の友達付
き合い編」 4/17㊐10時30分〜12時
草加市文化会館 参加費300円 要予
約 è 家庭倫理の会☎090-9203-4244
■八幡ダンスサークルフリーダンス
4/17㊐13時15分〜16時15分 谷塚文化
センター ミキシング・トライアルあ
り 飲み物付き ε飯塚☎090-4958-92
29
■勤少空手道教室無料体験会 4/17㊐
17時〜19時 勤労青少年ホーム 軽装
水分タオル持参 男女年齢問わず 基
礎体力作り健全な青少年の育成 ε栁
田☎080-5419-2027
■楽しいバレエ体験教室 4/20㊌・27
㊌17時10分〜17時50分 谷塚文化セ
ンター 4歳以上対象 参加費500円
動きやすい服装で è プティバレエプ
ラム高橋☎090-1250-7994
■写真展「野鳥と語らう」 4/21㊍〜
27㊌10時〜16時（初日は13時から、最
終日は15時まで） アコスギャラリー
小 水辺の宝石カワセミほか 入場無
料 ε迷彩倶楽部櫻井☎080-5466-3952
■第28回チャリティ歌と踊りの祭典
4/24㊐10時開演 草加市文化会館
歌と日舞の競演 入場無料 草加市社
会福祉協議会ほかへ寄付 ε草加市カ
ラオケ連合会高橋☎090-3902-7570
■バレエ無料体験 4/25㊊17時〜18時
新田西文化センター バレエでコロ
ナに負けない体力をつけよう 年少〜

▶火災・防災情報

☎997-8511

☎928-5520
☎922-2429
小学生対象 è 金丸☎080-6890-9377
■草加市ダンススポーツ連盟 4/29㊗
13時15分〜16時10分 谷塚文化セン
ター 飲み物付き トライアルあり
競技選手男女リボン待機 ε川端☎93
5-9861
■遺言書の書き方と終活を学ぼう 4/
30㊏10時〜12時 草加市文化会館第2
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☎946-51
52
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス 5/
1㊐13時15分〜16時 谷塚文化センタ
ー 飲み物あり 男女会員・競技選手
多数待機 体力健康維持に最適 ε太
田☎090-3520-7309
■第7回エンタメ朗読発表会 5/5㊗14
時〜 草加市文化会館レセプションル
ーム コロナガイドライン順守 マス
ク着用 12歳以上対象 当日先着25人
ε草加朗読の会倉林☎931-7952
■家庭婦人バウンドテニス教室 5/6
・13・20・27、6/3の㊎9時30分〜11
時 市民体育館 全5回 初心者歓迎
保険代1850円 è 4/26㊋までに兼堀
☎090-7737-1800
■小学生テニス教室 5/14〜9/24の㊏
8時〜10時そうか公園、13時〜15時
吉町テニスコート 受講料1万1000円
詳細は草加市テニス協会で検索 ε
酒井☎080-5516-4460
■公募いいとも絵画展募集 7/18㊗〜
24㊐アコスギャラリーに展示 F10号
以下 出品料1000円 è 6/30㊍までに
出品
氏名・住所・電話・出品部門を〒3400035西町796-10川上☎080-2342-3961
ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⑧

2022年4月5日号

イベント情報

できごとまちかど

草加人のための情報紙

草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570-666-578

新型コロナワクチン情報

問い
合わせ

接種券が届いている人は 全員予約ができます！

5〜11歳(小児)接種

3回目接種

2回目接種完了

~令和3年10月
11月

接種券発送（予定）
発送済み

令和4年4月12日㈫

12月

5月中

3回目接種（目安）
2回目接種から

6か月後

※発送予定日を一定期間過ぎても届かない場合は、コールセンター（☎0570-666-578）へ。

◆集団接種会場

アコスホールは4月末まで

5月からは、草加市文化会館、勤労福祉会館で引き続き実施する予定です。

◆草加市に転入した人へ

㊏㊐㊗を含む午前8時30分〜午後5時15分

・2回目接種は、1回目の3週間後の同時間・同会場で自動予約されます。
・これから5歳を迎える人の接種券は、誕生日の数日後に発送します。
・もうすぐ12歳になる人は、5〜11歳（小児）用または12歳以上用のワクチン（ど
ちらもファイザー社製）を選択できます。※濃度や接種する量が異なります
・接種は努力義務ではありません。接種により期待できるメリットと、副反応等の
デメリットを厚生労働省の情報等から考慮し、本人及び保護者の意思で判断し
てください。

小児接種の
詳しい情報は
こちら

1・2回目接種 予約受付中（日程・会場等は市HPを確認）
【接種会場】一部の個別・集団接種会場で実施

▲厚労省HP

・12〜15歳も集団接種会場の選択が可能に（接種時は要保護者同伴）。
・2回目接種のみの予約は、コールセンターへ ※システムでの予約は控えてください

健康づくりスポーツウオーキング大会

で き ごと まち

▲草加市HP

バドミントントップアスリート
試合観戦＆講習会

市内に練習拠点を置くヨネックスバドミントンチームを中心
とした女子実業団チームの高校生以上の若手トップ選手が集う
大会の観戦と講習会。
いずれも会場は記念体育館。室内靴持参。
■日時 5月1日㈰〜3日㈷ 午前9時30分〜午後1時30分、
午後2時〜午後5時30分
試合
観戦
5月4日㈷〜5日㈷ 午前9時30分〜午後1時30分
■定員 各回50人
■日時 5月4日㈷ 午後3時〜4時15分
■定員 100人
■対象 小学4〜6年生
ω4月6日㈬から電話で草加市スポーツ協会へ。
☎928-6361Ü922-1513

清門小卒業式
校歌を手話で斉唱

コンフォール松原・松原団地記念公園
グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」

グリーンインフラに関する優れた取り組みや

技術、手法を表彰し、広く情報発信をする国土
交通省による制度で今回が2回目。全国から応
募された27件の中から「生活空間部門」にコン
フォール松原・松原団地記念公園地域の取り組
みが選ばれ、14日に表彰されました。同地域の
前身である草加松原団地から50年以上かけ成長
した樹木を継承してきたことや、自然度の高い
雨水流出抑制施設、広場や公園の配置による多
世代交流の場づくりが評価されました。
◆グリーンインフラ（グリーンインフラストラクチャ̶）とは？

自然環境や多様な生き物がもたらす資源や仕組みを、多様

な課題解決に活用しようとする考えのこと。

市の人口

令和4年3月1日現在

草加市の
予約などの情報は
こちらから

新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

体力づくりに効果的なウオーキングで草加
松原など市内各所を巡ります。途中のチェッ
クポイントで草加の魅力を発見しよう！
■日 時 5月8日㈰午前9〜10時集合・11時30分解散
■会 場 まつばら綾瀬川公園
■対 象 小学生以上
■定員 100人
講習会
■持ち物 かっぱ（傘は不可）
ω4月6日㈬午前9時から記念体育館、市民体育館、そうか公園へ。
草加市スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513

か ど 3月

4月中旬以降の予約受付中

【接種会場】個別接種会場（市内12医療機関）
集団接種会場5月1日㈷開始

3回目接種には、接種券発行の申請が必要です。草加市以外で発行された接種券
は使用できません。申請方法は市ホームページを確認してください。
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広報
「そうか」

草加せんべい
文化庁「100年フード」に認定

清門小では、コロナ禍で活動制限

が続く中、卒業生に最後の思い出を
残したいと、草加市聴覚障害者協会
及び手話友の会の協力で校歌の手話
を製作。24日の卒業式で、児童たち
は感謝の気持ちを込めて練習の成果
を披露しました。卒業生の田澤怜大
さん、神林純芽さんは「校歌を手話
で歌えたことは6年生最後の良い思
い出」「手話の手の動きで歌詞が思
い浮かぶようになった」と話してい
ました。

文化庁では、地域の風土や歴史に根差し、

世代を超えて受け継がれ愛されてきた食文化
を「100年フード」と名づけ継承を支援して
います。3日、草加せんべいが「100年フード
《伝統の100年フード部門〜江戸時代から続
く郷土の料理〜》」の認定を受けました（認
定団体：草加せんべい振興協議会、埼玉県物
産観光協会）。認定を受けて草加せんべい振
興協議会豊田重治会長は「古くからの伝統を
守り、作り続けてきた甲斐があった。これか
ら100年先も続くよう誇りを持って頑張りた
い」と喜びを語りました。

25万628人（男12万6492人・女12万4136人）/前月比20人減/世帯数12万1548世帯

