
折り込んである「改定草加市みどりの基本計画（素案）」は、抜いて読んでください。

問危機管理課　☎922-0614　5922-6591

草加市ハザードマップは
1月上旬から、全世帯に
お届けします！

○○地方で震度6強の
強い地震を観測しました…ママ、

最近地震とか
大雨が多いよね

そうねえ…

①①

②②

④④

③③

⑤⑤

⑥⑥

でも、草加市は
きっと大丈夫よね？

首都直下地震はどこで
起きるか分からないんだ
草加市ハザードマップによる
と、草加の直下で発生したら

震度6強の揺れに
なりそうなんだって

それに、大雨で利根川が
氾濫したら、2階床上まで
浸水するおそれのある
地区もあるよ

ええっ！
うちはどうなっちゃうの！？

洪水や地震が起きたら自分の
家がどうなるのか、知ったうえで
対策を考えることが大切だね！

いや、草加市でも大きな地震や洪水が
いつ起きてもおかしくないよ

え？
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■外国籍市民相談（市役所での手続き・入学手続き・生活全般）（電話・

来庁）　  ㊊・㊌・㊎9時～17時…国際相談コーナー☎922-2970　㊋・㊍9時～

17時（来庁は予約制）…人権共生課☎922-0825　

　  がいこくせきしみんそうだん　 しやくしょ　　　てつづ 　　にゅうがくてつづ　 せいかつぜんぱん　 でんわ　

らいちょう　  げつ　すい   きん  じ　　　  じ　こくさいそうだん　　　　　　　　　　　　　　   か　 もく　じ

 　 じ　らいちょう  よやくせい　　 じんけんきょうせいか

12/21㊌～1/31㊋（祝・休日を除く）　相談は無料 　　は要予約
電話のかけ間違いに注意してください。相　談　案　内 □予

休 日 当 番 医
日曜・祝日等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に必ず電話で確認を（保険証持参）。
※市立病院（☎946-2200）では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　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）歯科…9時～12時

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■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

※夜間に急変した0～15歳を応急診療
　します。

休日等上水道工事店

日曜、祝日等の漏水・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

休日当番医
QRコード

急病への対処や受診の必要性を看護師が助言
■小児　☎＃8000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-833-7911
19時～翌日7時（㊐・㊗等は7時～）
■大人　☎♯7000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199
㊊～㊏18時30分～22時30分
㊐、㊗、年末年始9時～22時30分

埼玉県救急電話相談

緊急診療できる医療機関を24時間案内
☎048-824-4199

埼玉県救急医療情報センター

㈲やまと水道

㈱今泉水道

竹内セントラル㈱

氷川町429-4

谷塚上町483-3

苗塚町438-16

☎927-8519

☎927-1010

☎928-5525

12/23㊗

12/25㊐

12/29㊍

㈲東洋開発

㈲石田水道

㈱井戸梅

両新田西町246

吉町1-5-12

住吉2-4-3

☎928-5520

☎922-2736

☎922-3413

12/30㊎

12/31㊏

1/1㊗

【法律・行政】
◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課（☎922-0566592
2-3173）
■弁護士による法律相談（裁判・離婚・相続・多重債務など）□予　㊋、㊌、
第1・4・5㊎13時20分～16時20分
■女性の法律相談（裁判・離婚など）□予　第2㊍13時20分～16時20分
■司法書士による法律相談（相続・登記など）□予　第1㊍・第3㊎9時～12時
■行政書士による法律相談（相続・外国人在留帰化・金銭貸借等の書類作成
など）□予　第4㊍9時～12時
■くらしの法律総合相談（税・労働・土地・住宅・特許に関することなど）
□予　第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン
■行政相談（国の仕事に関する意見・要望）　第2㊎13時30分～16時
■税理士による税務相談（所得税・相続税など）□予　第3㊎13時30分～16時30分
【女性の生き方】
■女性の生き方なんでも相談□予　㊍・第1㊏11時～16時…草加市文化会館☎
931-9325○内50（さわやかサロン）
【福祉・介護】
■ボランティア相談（電話・来所）　㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会
福祉協議会ボランティアセンター☎932-67725932-6779
■ふれあい福祉相談　一般相談（電話・来所）　㊎10時～15時　法律相談（3
日前までに□予・来所）　第3㊎13時30分～15時30分…草加市社会福祉協議会☎
932-67895932-6779
■身体障がい者援護相談（電話・来庁）　第3㊌10時～12時…市民相談室☎92
2-14365922-1153（障がい福祉課）
■地域包括支援センター（高年者のこと全般）　㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬
崎☎929-36135929-3612▽谷塚西部☎929-00145929-5222▽草加中央・稲荷
☎959-91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582▽松原・草加東部☎9
32-67755932-6779▽安行☎921-21215928-8989▽川柳・新田東部☎932-7007
5931-0993▽新田☎946-05205946-0523
【子育て】
■総合相談センター（電話・来所）　家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時
30分～17時…子育て支援センター☎944-0621
■すこやか相談会（子育て相談・情報提供）　子育て支援コーディネーター
が担当　10時～12時　1/16㊊・30㊊…住吉児童館☎928-5736　12/22㊍、1/12
㊍・26㊍…谷塚児童センター☎925-1856　1/19㊍…新栄児童センター☎942-9
876　12/21㊌、1/18㊌…氷川児童センター☎928-2341

■育児電話相談（0歳～就学前の子どもの育児全般）　保健師・管理栄養士が
担当　㊊～㊎8時30分～17時…保健センター☎927-1929または☎922-0200
※㊋9時30分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設
■地域子育て支援センター育児相談（電話・来所）　㊊～㊎9時～16時30分…
きたうら保育園☎946-6663・あずま保育園☎922-9012
■保育ステーション育児相談（電話・来所）　㊊～㊏9時～16時30分…保育ス
テーション☎920-1120
【働く】
■内職相談　㊊…市民相談室　第1・3㊍…勤労福祉会館　第2・4㊍…谷塚文
化センター　いずれも10時～12時、13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
■就職相談□予　㊊・㊌・㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-780-2034（セカ
ンドキャリアセンター）
■39歳までの就職相談□予　第2㊐10時～16時…勤労福祉会館☎048-878-9331
（かすかべ若者サポートステーション）
【その他】
■消費生活相談（電話）　㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労福
祉会館内）☎941-6111（消費労政係）
■青少年のカウンセリング（仕事・恋愛・人間関係等）□予　第2㊌19時～21時
…勤労青少年ホーム☎928-5550
■配偶者等からの暴力相談□予　専門相談員が担当　㊊～㊎10時～16時…配偶
者暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人権共生課）
■人権相談　1/25㊌13時～16時…稲荷コミセン☎922-0825（人権共生課）／
㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局
■創業・金融よろず相談（中小企業者向け・3日前までに□予 ）　1/10㊋9時30
分～11時30分…市民相談室☎922-3477（産業振興課）
■市民活動相談（団体の会則作成補助・助成金の活用等）㊐～㊏（第3㊌を
除く）8時30分～21時30分…市民活動センター☎920-3580
■市民税務・経営相談（前日12時までに□予・来所）　第2㊍13時30分～16時
30分…草加市社会福祉協議会☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税理士
会川口支部）

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

歯科

歯科

クマガイこどもクリニック

鳳永病院

さくら歯科

たかぎ医院

いまじょうクリニック

平田クリニック

土谷メディカルクリニック

波多野歯科医院

山本歯科

氷川町2105-6

谷塚2-12-15

金明町255-1 2F

吉町3-2-47

旭町6-1-17

新栄1-48-11

谷塚町629

高砂1-3-1 3Ｆ

金明町665-10

☎922-8683

☎924-2631

☎934-1182

☎922-3731

☎941-2140

☎942-1245

☎928-0228

☎928-6480

☎941-8445

12/23
㊗

12/25
㊐

12/29
㊍

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

さいわい内科クリニック

豊田クリニック

村山歯科医院

藤村歯科医院

おかだこどもクリニック

高山整形外科

香取歯科クリニック

ながつか歯科医院

たなか内科・循環器内科クリニック

石井外科医院

サイトーデンタルクリニック

益子歯科クリニック

☎930-5870

☎930-3636

☎922-7020

☎924-2282

☎941-5214

☎943-6200

☎942-6247

☎922-0950

☎921-6085

☎925-4255

☎935-8241

☎922-2673

旭町1-4-46

柿木町1127-1

両新田西町155-6

中央1-6-20

清門3-25-3

新善町413-2

旭町6-15-26-101

氷川町2149-2 １Ｆ

西町1102-1

氷川町928

青柳8-52-17

吉町2-7-40

12/30
㊎

12/31
㊏

1/1
㊗

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2016年12月20日号
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　新春の風物詩として親しまれる、旧町周辺を巡る「草加宿七福神
めぐり」が開催されます。
　草加宿七福神めぐりの特徴は、七福神に宝船を加えた合計8か所
をめぐること。各寺社には、七福神のスタンプと台紙が置いてあり
ます。8か所押印したスタンプ台紙は新年の思い出として持ち帰る
ことができます。
　年明けの草加を歩きながら、家族や友人と七福神めぐりを楽しん
ではいかがでしょうか。
■期間　1月1日㈷～7日㈯午前9時～午後4時

　七福神めぐりにあわせて、1月1日・3日には甘酒の無料配布
が行われます（なくなり次第終了）。
草加宿神明庵
■日時　1月1日㈷午前10時～午後2時
東福寺境内
■日時　1月3日㈫午前10時～午後2時

　年末年始の市役所などの公共施設の閉庁（館）期間と可燃ごみ収
集日等をお知らせします。
■施設の閉庁・閉館等期間

　出生届、婚姻届などの戸籍に関する届出は、年末年始も市役所第
2庁舎警備員室で受け付けます。

  年末年始の可燃ごみ収集業務等は下表のとおりで、12月31日㈯～1
月3日㈫は休みます。ごみは夜に出さず、必ず収集日の午前8時まで
に出してください。なお、資源物・不燃ごみの収集はごみ収集カレ
ンダー、ごみ分別アプリ（QRコードを読み込み、ダウンロードし
て下さい）のとおりです。
■年末年始の可燃ごみ収集・し尿くみ取り業務

11月かどまちごとでき

　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016
－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され
ました。
　20日のファイナルコンサートでは、特別ゲストのバイオリン
奏者宮本笑里さんによる演奏のほか、ダン・ユーさんのハープ
独奏などが行われ、美しい音色で観客を魅了しました。
　フィナーレは、23台のグランドハープ・アンサンブルによる
「菊の花の祭り」が演奏され、多くの観客がハープの音色を楽しみました。

iPhone用 Android用

ごみ分別アプリＱＲコード
（※ＱＲコードは株式会社
デンソーウェーブの登録
商標です。）

かどかどまちまちまちまちまちごとごとできできできできでき

　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016　11月19日・20日の2日間、「国際ハープフェスティバル2016
－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され－草加市」のメーンコンサートが、草加市文化会館で開催され

「国際ハープフェスティバル2016」

年末は28日㈬まで、年始は4日㈬から
可燃ごみは年末は30日㈮まで、年始は4日㈬から

問市民課☎922-15425920-1501

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

観客を魅了するハープの響き

次回の広報そうかは1月1日発行です

甘酒無料配布

草
加
宿
七
福
神
め
ぐ
り
マ
ッ
プ

草加宿七福神めぐり

12月28日㈬～1月4日㈬
児童館・児童センター（谷塚）
12月29日㈭～1月3日㈫
市役所 勤労青少年ホーム
サービスセンター 勤労福祉会館
市立病院（一般外来診療） 歴史民俗資料館
保健センター 公民館・文化センター
子育て支援センター 中央図書館
上下水道部 であいの森
教育支援室 ふれあいの里（浴場は4日まで）

市民活動センター・青少年交流センター きくの里
コミュニティセンター 市民体育館
物産・観光情報センター 記念体育館
児童館・児童センター（住吉・新栄・氷川・わくわくタウン松原） 吉町テニスコート
放置自転車保管所 総合運動場
12月29日㈭～1月4日㈬ 
草加市文化会館  市民温水プール
12月31日㈯・1月1日㈷
そうか公園テニスコート  工業団地公園野球場
そうか公園多目的運動場 

  年末 年始
 月・木コース 12月29日㈭まで 1月5日㈭から
 火・金コース 12月30日㈮まで 1月6日㈮から
 水・土コース 12月28日㈬まで 1月4日㈬から
 し尿くみ取り 12月30日㈮まで 1月4日㈬から

可燃ごみ
収集

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2016年1２月20日号

市の人口　平成28年12月1日現在　24万7077人（男12万5432人・女12万1645人）／前月比114人増／世帯数11万2809世帯
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