
問くらし安全課 ☎922-3607 5922-1030

折り込んである「介護保険特集号」は、抜いて読んでください。
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　突然かかってくる詐欺の電話。被害者の多くは詐欺の手口を知っていたにもかかわらず、犯行電話で冷静さを失い、相手
のペースに乗せられてしまいます。その手口は息子や孫などを装うオレオレ詐欺をはじめ、警察官や市役所、金融機関、百
貨店の社員などを装って言葉巧みに誘導するものなど様々で、あらゆる手段で現金や個人情報をだまし取ろうとします。
　被害を防ぐためには、頻繁に家族と連絡を取り合うほか、電話を留守番電話設定にするなどの対策が効果的です。

　市内では、振り込め詐
欺を含む特殊詐欺が平成
29年1月から7月末までに
40件、総額約1億2600万
円の被害が発生してお
り、すでに昨年の被害件
数を上回っています。

市内の特殊詐欺の年代別被害状況
（平成29年1～7月　草加警察署調べ）
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被害防止のために

留守番電話の活用を
①在宅中も常に留守番電話に設定
犯人は声が録音されるのを嫌って電話を切ります

②留守番メッセージが入ってもすぐ
に出ず、知っている番号にかけ直す

③おかしいと思ったら、
迷わず家族や警察に相談を

かけ直す時は、以前から知っている番号へ電話
しましょう。「番号が変わった」は嘘かもしれ
ません

特殊詐欺の被害が増えています！緊急警報緊急警報

事実

え
っ
私
？

被害者は　
９割が６０歳以上・
約9割が女性です。
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■7月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.10／最小値0.09（市役所前）

　「民生費」や「土木費」など、市民の皆
さんの暮らしに身近な業務を行うための会
計で、その執行状況は表1のとおりです。

■表1　一般会計予算の執行状況

■予算現額　751.9億円
■収入済額　731.5億円
■収 入 率　97．3％

■予算現額　751.9億円
■執行済額　703.0億円
■執 行 率　93．5％
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一般会計

　特定の事業を行うため一般会計と切り離
された会計で8会計あります。その執行状
況は表2のとおりです。

特別会計
　事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、各会計の収支は表3のとおり
です。

■水道事業　水道水を安定し
て供給するとともに、老朽化
した配水管の布設替えや耐震
化、施設の更新工事などを進
めました。平成28年度の給水
人口は24万7481人（前年度
比0.5％増）、給水戸数は12
万1784戸（同0.1％減）でし
た。

■病院事業　市立病院は、地域の
中核病院として救急医療や高度医
療を担い、市民生活に必要な医療
の確保と水準の向上に大きな役割
を果たしています。平成28年度の
利用者は延べ人数で入院患者が11
万5668人（前年度比2.3％増）、
外来患者が23万4360人（同1.9％
減）でした。

企業会計

　平成28年度末の市債残高は表4のとおり一般会計、
特別会計、企業会計、土地開発公社の合計で1078億円
となり、市民1人当たりに換算すると、約44万円の借

り入れになります。将来に過大な負担を残さないように借り入れの
抑制に努めており、この10年間で306億円減少しています。
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■表2　特別会計予算の執行状況

特別会計名

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

　　　合計

73億4080万

4221万

2億4006万

2億3972万

5億2749万

307億  237万

141億8651万

24億1236万

556億9152万

68億8065万

2379万

2億3514万

2億2725万

3億4668万

290億8522万

123億  526万

22億3510万

513億3909万

93.7

56.4

98.0

94.8

65.7

94.7

86.7

92.7

92.2

71億4468万

9470万

2億4670万

2億3754万

5億1467万

310億4008万

131億5401万

22億4756万

546億7994万

97.3

224.4

102.8

99.1

97.6

101.1

92.7

93.2

98.2

予算現額
（円）

執行済額
（円）

収入済額
（円）

執行率
（％）

収入率
（％）

※１ 新田西部土地区画整理事業　※２ 新田駅西口土地区画整理事業

　市有財産の状況は表5のとおりで、
草加八潮消防組合へ土地・建物を無
償譲渡したため、土地面積、建物面

積ともに減少していま
す。
　また、特定の目的の
ために積み立てている
市の基金残高は110億
円で、前年度比8％増
となっています。

市の財産・基金

行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの　
普通財産…それ以外のもの

■表5　市有財産の状況 （単位：㎡）

区　分

行政財産

普通財産

合計

前年度比増減

124万9997

5万4652

130万4649

‒ 2947

40万9093

3822

41万2915

‒ 3052

土　地 建　物

■表3　企業会計の収支状況

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

病院事業

収入

支出

収支

46億5104万

38億5191万

7億9913万

1億8298万

17億      6万

‒15億1708万

124億3201万

126億8767万

‒2億5566万

7億9098万

14億6955万

‒6億7857万

収益的収支…事業活動における収支　　　資本的収支…設備投資のための収支

（単位：円）

市財政の現状をお知らせします
　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われてい
るかをお知らせするために、平成28年度の財政状況を公表します。
数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があります。

※各図表中の数字は四捨五入しているため、合計額などと一致
しないことがあります。
　　　　　　　　　　　　　問財政課☎922-07615922-1547

平成28年度
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.4／最小値4.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、草加市が編製した戸籍、戸籍の附票に記
載されている人が対象。登録を希望する人は市民課または各サービ
スセンターに本人確認できる書類（運転免許証・保険証等）を持参
し申し込んでください。なお、本人以外による申し込みは同世帯の
家族でも委任状が必要となります。
■郵送での登録…①市ホームページから「草加市本人通知制度事前
登録申込書」を入手し必要事項を記入（連絡先は昼間連絡ができる
電話番号に）　②登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保
険証等）のコピーを用意　③封筒に①と②のコピーを同封し〒340-
8550市民課へ。詳細は市ホームページで確認を。

　市の審議会等を傍聴できます。定員5人で当日先着順。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週間前までに担当事務局へ連絡を。
■地域公共交通会議＜交通対策課☎922-16855922-1030＞…8月30
日㈬午後1時～　高砂コミセン集会室で　

　交際費の執行状況を公開しています。今回は4～6月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コーナーで
閲覧できます。
■交際費支出件数・金額　市長…30件・15万3000円　議長…17件
・9万960円　教育委員会…6件・2万円
　なお、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、市立病院事業管
理者、上下水道部、公平委員会の支出はありませんでした。

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林に囲まれ
た、市の保養施設。西ノ湖や戦場ヶ原など、人気のハイキングスポ
ットを巡る拠点として便利です。熱帯夜に悩まされることもなく夏
の避暑地としても最適です。また、秋には美しい紅葉など、季節ご
とに楽しめる奥日光へ遊びに行きませんか。
■利用期間　11月上旬まで、火曜定休（祝日の場合は翌平日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）。施設の都合上、
1人での宿泊はできません。
■食事料金（税込・現地払い）　朝食810円、昼食（おにぎり2個）
324円、夕食Ⓐ1512円・Ⓑ2700円・Ⓒ3240円

　市では、地震による被害を最小限にするために、住宅の耐震診断
と耐震改修に要する費用の一部を補助しています。
　昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手した建築物
（分譲マンションは若干数）で市内に建物を所有し、自ら1年以上
居住している個人（マンションは管理組合等）が対象となり、所有
者が複数名の場合は、他の所有者の同意を得ている必要があります。
また、耐震改修の場合は、市税を滞納していないことや施工業者が
建設業法に規定する業者もしくは草加市小規模契約希望者登録をし
ている業者であるなどの条件があります。

補助金の申請
　耐震診断及び耐震改修の補助を受ける場合は、事前に申請が必要
で、交付が決定するまでは契約・着手は不可。また、既に完了して
いる場合は補助対象外。申請から交付決定まで約2～3週間の期間を
要します。耐震診断もしくは耐震改修の完了後に実績報告を平成30
年2月28日までに提出する必要があります。

簡易診断は無料
　補助金交付制度の他にも、簡易な診断を無料で行っています。図
面をもとに行う簡易診断のため現地調査は行いません。平面図や間
取り図を用意し、電話で建築指導課まで申し込みをしてください。

補助対象 補助金額

■耐震診断補助

木造（在来工法）２階建て以下の一戸建ての住宅、
併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の２分の1の額か住戸の戸数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額

次の(ア)(イ)(ウ)の合計した額で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23%で上限30万円
（イ）改修に要した費用の2.5%で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上限20万円

（エ）耐震シェルターを設置する費用の23%で上限20
万円
（オ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費用の
23%で上限20万円
（カ）安全な空間の確保が見込める寝室等の補強に要す
る費用の23%で上限10万円
（エ）～（カ）の改修を同時に２つ以上行う場合は上限20
万円

※改修工事の施工者は、木造住宅の場合は、建設業法に規定する建設業登録業者及び草加市小規模契約希望者登録をしている
業者が該当し、マンションの場合は、耐震改修設計を行った設計者が工事監理を行い、建設業法に規定する建設業登録業者が該当。
※平成31年6月30日までに一般耐震改修を行った場合、改修費用の10%に相当する額（最高25万円）を所得税から控除できます。

改修に要した費用の23%で上限200万円

診断費用の２分の1の額か住戸の個数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額で、上限100万円

診断費用の２分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有されてい
る共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：基礎・壁（筋交い）の補強、屋根の軽量
化等の改修により総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：総合評定が1.0を満たさなくても、安全
性の向上が見込める右記の改修

［マンション耐震改修］
▽対象物件：マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第２条第1号に規定する延床面積1，０００㎡、
３階建て以上の耐火または準耐火建築物のマンショ
ンで、耐震診断の結果、構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未
満と判定された建築物
▽対象工事：改修によりＩｓ値が0.6以上となり、改修
設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修

建物の耐震診断・耐震改修費用の
一部を補助します

地震への備えは大丈夫ですか？

問建築指導課☎922-19585922-3148

審議会等の開催日程

避暑に、
ハイキングに 奥日光自然の家

交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

住民票等の本人通知登録を
問市民課☎922-15265920-1501

□申利用希望日の2か月～4日前に宿泊料を添えて総務企画課へ。
　☎922-26435928-1178
□申

4～6月

■日時　9月24日㈰午後2時～4時30分　
■会場　高砂コミセン
　9月22～24日の「第2回リノベーションスクール＠そうか」最終
日に受講生が本気で考えたまちの課題解決につながる不動産の利活
用事業計画についての公開プレゼンテーションを行います。発表案
で、不動産オーナーなどの合意が得られたビジネスプランは事業化
に向けて取り組むことになります。プレゼン見学者のうち希望する
人はクロージングパーティー（参加費3000円）にも参加できます。

リノベーションスクール＠そうか
公開プレゼンテーション見学者募集

□申9月22日㈮までに氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クロージング
　パーティー参加の有無を電話、ファクス、メールで産業振興課へ。
　☎922-08395922-3406sangyosinko@city.soka.saitama.jp

□申
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④ 2017年8月20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、保健センター、となりまちは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。

日本脳炎の予防接種を受けましょう

水道メーターの取り替え

　日本脳炎の予防接種は、1期3回・2
期1回の計4回の接種が必要です。平成
17～21年度の勧奨差し控えにより接種
機会を逃した人には接種機会が設けら
れており、平成9年4/2～同19年4/1生
まれの人は、20歳になる前日までに1･
2期を公費で接種できます。平成19年
4/2～同21年10/1生まれの人は、9～13
歳の誕生日前日までに2期と1期の不足
分を公費で接種できます。なお、9～
13歳未満の期間外での接種は自費とな
ります。母子健康手帳を確認し、未接
種の人は早めに接種を受けましょう。
問保健センター☎922-02005922-1516

　収容人員が30人以上の飲食店や物品
販売店舗など収容人員が50人以上の共
同住宅や工場などに義務付けられてい
る甲種防火管理者の資格取得講習会で
す。10/12㊍・13㊎9時20分～16時50分。
会場は草加市文化会館。定員70人。受
講料6500円。□申消防局予防課で配布
する申込書（日本防火・防災協会ホー
ムページからも入手可）に記入の上、
顔写真（縦3.0cm×横2.4cm）1枚と
「郵便振替払込請求書兼受領書」を添
付し、9/14㊍～19㊋にファクス（503-
3591-7130）で同協会へ。送信後、電
話（03-3591-7121）で確認を。問草加
八潮消防局予防課☎996-06605997-13
00

　9/11㊊10時～12時。会場は草加保健
所。現在就業していない栄養士・管理
栄養士対象。□申草加保健所へ。☎925- 
1551

　さいたま地方法務局と県人権擁護委
員連合会は、高齢者や障がい者をめぐ
る様々な人権問題に関する相談を、通
常の時間を延長して受け付けます。
9/4㊊～8㊎8時30分～19時、9/9㊏・10
㊐10時～17時。専用☎0570-003-110。
秘密は厳守します。問さいたま地方法
務局人権擁護課☎048-859-3507

みどりの教室

甲種防火管理者資格取得講習会

市民体育祭ソフトテニス大会

　9/9㊏14時～16時。会場はであいの
森。内容は観葉植物の寄せ植え（作品
は持ち帰り可）。定員15人。参加費
2000円。筆記用具、移植ゴテ、手袋、
持ち帰り用の袋持参。□申8/22㊋からみ
どり公園課へ。☎922-19735922-3145

　9/10㊐10時～14時30分。会場はつば
さの森。ステージ発表（つばさの森ダ
ンスクラブ発表等）・手作り工作体験
・模擬店・マドレーヌなどの自主製品
販売・抽選会ほか。来場記念プレゼン
トもあります。問つばさの森☎935-56 
785935-5679

健康エクササイズ教室

　9/25～11/27（10/9、11/6を除く）
の㊊11時～12時30分。全8回。会場は
記念体育館。40歳以上対象。定員40人。
参加費4000円。□申9/5㊋（消印有効）
までに往復はがきに教室名、住所、氏
名（ふりがな）、生年月日、電話番号
を記入し〒340-0022瀬崎6-31-1草加市
体育協会へ。ホームページからも可。
応募多数の場合は抽選。☎928-63615 
922-1513

　9/24㊐8時45分～。会場はそうか公
園。種目はダブルス一般男子・女子。
高校生以上で審判ができる人対象。参
加費1組4000円（高校生2500円）。□申9 
/3㊐までに電話でそうか公園へ。☎9 
31-98335935-8510

　埼玉青年司法書士協議会と全国青年
司法書士協議会では、養育費に関する
無料電話相談会を実施します。9/2㊏
10時～16時。専用☎0120-567-301へ。
問埼玉青年司法書士協議会来間☎048- 
580-6323

9月の和舟乗船体験

　毎月1回綾瀬川で和舟の乗船体験を
行っています。9月の乗船体験は9/24
㊐。8月の和舟舟行は小学生対象の環
境学習実施のため一般の人は乗船でき
ませんのでご注意ください。問文化観
光課☎922-24035922-3406

地域包括支援センター (包)
介護予防教室など

　9/4㊊記念体育館、市民体育館、吉
町テニスコート、総合グラウンドは施
設整備のため休館します。問草加市体
育協会☎928-63615922-1513

司法書士による全国一斉電話相談
～子どもの今と未来のために～

全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間～電話相談～

つばさの森まつり2017
～すまいるフォーユー～

食育支援のための人材育成研修会
栄養士の資格を活かしてみませんか

体育施設の休館

　8/22㊋～9/21㊍。対象は稲荷、松江、
弁天、中根、栄町、花栗。上下水道部
から通知配布後、身分証明書を携帯し
た指定の工事業者が取り替えに伺いま
す。給水装置に異常が見つかった場合
の修理費用は有償です（その場での現
金請求はありません）。問水道営業課
☎927-22205927-1561

■介護者のつどい　9/1㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。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。問草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922-38 
01
■認知症サポーター養成講座　9/12㊋
14時～15時30分。会場は高砂コミセン。
認知症を正しく理解し、地域で支える
サポーターの養成。定員30人。□申8/21
㊊から草加中央・稲荷（包）へ。☎959- 
91335922-3801
■サステナブル体操　9/14㊍13時15分
～14時45分。会場は勤労福祉会館。さ
びない身体をつくるための講義と体操。

65歳以上対象。定員50人。□申8/21㊊か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー

夕焼けチャイム　9～10月は16時58分に放送します

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期

8月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで8/31㊍までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください

▶介護保険料（普通徴収）　第3期
8/31㊍までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニ納付はできません） 納税は便利な口座振替で

・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
マーク概要 問…問い合わせ先　□申…申し込み方法　☎…電話番号　5…ファクス番号　QRコード…ウェブ・メール

　暑さをしのぎ涼むことができる場所と
して、市の公共施設のほか、市薬剤師会
の協力により加盟の薬局を一時休息所と
して利用できます。上記のポスターを目
印にお立ち寄りください。
問健康づくり課☎922-02005922-1516

気温が高くなる季節です。
食中毒にご注意を！

家庭でできる食中毒予防の
食中毒予防の３原則

つのポイント

『
ク
ー
ル
オ
ア
シ
ス
そ
う
か
』の

ご
利
用
を目印ポスター

市
の
休
息
所❶食品の購入 ❷家庭での保存 ❸下準備

❹調理 ❺食事 ❻残った食品

6
つけ
ない

やっつ
ける

ふや
さない

○消費期限などの表示をチェ
ック。
○肉・魚などはそれぞれ分けて
包む。

○寄り道しないでまっすぐ帰
る。

○生鮮食品は帰ったらすぐ冷蔵庫へ。
○肉・魚は汁が漏れないように包ん
で保存。

○冷蔵庫内の清掃を。入れるのは７
割程度に。

○温かいものは冷ましてから保存。

○手をよく洗う。せっけんを用い、2度洗
いすると効果的。

○まな板は、「生肉・生魚用」「野菜・調理
済み食品用」を区別する。

○包丁・まな板・布巾等はよく洗い、消毒
する。

○十分に加熱する。
　（目安は中心部分が７５℃で
1分以上）

○食事の前にも手を洗う。
○清潔な食器を使う。
○すぐに食べないときは、冷蔵庫に
しまう。

○早く冷えるように小分けにして冷蔵・
冷凍する。

○温め直すときはかき混ぜながら、全体
が沸騰するまで、十分に加熱する。

○少しでも怪しいと思ったら思い切って
捨てる。問保健センター☎922-02005922-1516
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▼わくわくパーティー　8/29㊋14時～
15時　会場はコンフォール松原12号棟
　ホットドックを作って食べながら夏
の思い出を話そう　小学生対象　定員
15人　参加費50円　
▼みんなで遊ぼう　8/30㊌14時～　会
場は中央図書館　ゲーム大会　小学生
対象　
▼キャンディレイを作ろう　9/4㊊～
15㊎　㊋を除く15時～　㊊・㊎は中央
図書館　㊌・㊍はコンフォール松原19
号棟　小学生対象　定員各5人　参加
費50円
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　9/7～21
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　9/15㊎13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで
▼初めてのお誕生会　9/26㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年9月生まれ対象　定員8人　□申9/1
㊎10時から電話で同館へ

▼板落とし大会　8/22㊋14時～　小学
生対象
▼水鉄砲で遊ぼう　8/25㊎14時～15時
　幼児（保護者同伴）～中学生対象　
水鉄砲・着替え持参
▼ふれあい囲碁・将棋教室　8/26㊏、
9/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼アイスを作ろう　8/29㊋14時～15時
　幼児（保護者同伴）～高年者対象　
紙パックの牛乳（200ml）・スプーン
・容器持参
▼幼児のひろばⅡ期参加者説明会　
9/1㊎10時30分～　初参加対象　12月
までに2歳以上になる親子対象
▼オセロ大会　9/7㊍16時～　小学生
対象　
▼敬老の日プレゼント作り　9/14㊍・
15㊎15時～　メガネケース　小学生対
象

家族のための心の病を知る講習会

生涯学習体験講座

　統合失調症の罹患者の増加とともに、
家族が対応に困惑し、悩みを抱えるこ
とが多くなっています。精神症状の安
定には、家族の疾病に対する理解と適
切な対応が必要です。精神疾患や本人
との関わり方を理解し、不安や悩みを
軽減するための教室を開催します。9/ 
12㊋・19㊋・25㊊・26㊋の14時～16時。
会場は草加市文化会館。統合失調症患
者の家族で全4回参加できる人対象。
定員30人。□申9/2㊏までに地域活動支
援センターふらっと草加へ。☎929-80 
815929-8082

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■人間関係と話し方　9/15～29の㊎14
時～16時。全3回。会場は草加市文化
会館。定員15人
■自分のミシンでバッグ作り　10/4～
18の㊌9時30分～12時30分。全3回。会
場は勤労福祉会館。定員10人。資料代
500円。ミシン・キルティングと木綿
の布各1㎡・裁ちばさみ・糸切りばさ
み・2B鉛筆・50cmものさし・まち針
30本・模造紙1枚持参

　主に数学の授業の補助を行います。
勤務は9～10月（年度内3月まで更新あ
り）の㊊～㊎8時30分～17時のうち1日
6時間で月15日。中学校の教員免許所
持者対象。時給1190円。交通費支給
（条件及び上限あり）。面接は9月中
旬を予定。□申9/8㊎までに指導課で配
布する応募用紙（市ホームページでも
入手可）に記入の上、同課へ。☎922-
27485928-1178

非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

　勤務は10月からの月20日以内で8時
30分～17時。場所は介護保険課。介護
認定申請者の調査・窓口受付ほか。60
歳以下で保健・医療・福祉等業務経験
者対象。募集は1人。日額1万600円
（交通費込み）。面接は9/4㊊に実施。
□申8/31㊍（必着）までに履歴書を職員
課へ。☎922-0983

　2～7月に市へ寄せられた善意です
（敬称略）。
≪災害対策に関する事業へ≫▼草加・
八潮遊技業組合50万円　▼草加モラロ
ジー事務所5万円　▼草加測量・設計
・調査技術研究会3万円　▼草加市民
謡団体連合会3万円
≪福祉に関する事業へ≫▼獨協大学自
転車部OB会10万円
≪子育てに関する事業へ≫▼小嶌歌謡
教室（第二回唄と踊りの祭典）15万円
問財政課☎922-07615922-1547

県育児休業等代替職員登録試験

　県では、職員の育児休業等の代替と
して勤務する育児休業等代替職員（フ
ルタイム・短時間）を募集します。募
集職種は一般事務等。登録案内は県庁
人事課、地域振興センターで配布。県
ホームページからも閲覧可。試験日は
9/24㊐。問県総務部人事課☎048-830-
2431

排水設備工事責任技術者共通試験

　①～④のいずれかに該当する人対象。
①高等学校の土木工学科またはこれに
相当する課程を修了し卒業した人、②
高等学校卒業者で、排水設備工事等の
設計または施工に関し、1年以上の実
務経験を有する人、③排水設備等の設
計または施工に関し、2年以上の実務
経験を有する人、④①～③に準ずる人。
試験日は11/26㊐。会場は埼玉工業大
学（深谷市）。受験料1万円。□申8/21
㊊から下水道課ほかで配布する受験案

中学校で働く学力向上推進補助員
（臨時職員）募集

▼オセロ大会　9/1㊎　マンカラ大会
　9/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　9/4㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　9/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼敬老の日制作　9/11㊊・12㊋16時～
　牛乳パックで箸置き　小学生対象　
定員各日5人
▼おもちゃ病院　9/16㊏13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで

▼造形ワークショップ「写真立て」　
9/3㊐13時30分～16時　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　9/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費1人2
点まで
▼みなくる工房　9/9㊏13時30分～16
時　クランクの仕組みでからくりおも
ちゃ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
9/10㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼なかよしランチ　9/13㊌11時30分～
13時　フルーツゼリー作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼ひ革工房　9/16㊏13時30分～16時　
革でメガネケース作り　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼野外クッキング　9/17㊐13時30分～
15時　ホットケーキミックスでバウム
クーヘン　幼児と小学生の家族　定員

8家族　材料費100円
▼敬老の日SP　9/18㊗13時30分～16
時　フラワーボックス作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　9/21
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼おもちゃ病院　8/24㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで
▼スライム時計を作ろう　8/25㊎14時
～　小学生対象　定員10人
▼ふれあいぶどう狩り　9/2㊏10時30
分田口農園（谷塚仲町209）集合　幼
児（保護者同伴）～高年者対象　定員
30組　一房500円～
▼オセロで遊ぼう　9/2㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　9/8㊎・15㊎14時～
15時30分　発砲スチロールカップを使
ったコロコロ動物　幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
9/9㊏10時15分～　定員15人　ヨガマ
ット持参
▼パパも一緒のティータイム　9/9㊏
10時30分～　手形のカード作りほか　
3か月～1歳の乳幼児と保護者対象　定
員6組　□申参加費100円を添えて同館へ
▼将棋教室　9/9㊏13時30分～　将棋
大会　9/18㊗13時30分～16時　いずれ
も初級以上の小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/11㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼敬老の日のプレゼント作り　9/16㊏
14時～　牛乳パックを使ったようじ立
て　小学生対象　定員10人
▼ふれあいお月見会　9/23㊗11時～　
ぽこあぽこによる歌とピアノのコンサ
ート　幼児（保護者同伴）～高年者対
象　定員50組

5922-3274

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

氷川児童センター ☎928-2341

問文化観光課☎922-29685922-3406

草
加
和
太
鼓
祭
り

　市内和太鼓団体11団体が出
演するほか、国内外で活躍し
ている秩父屋台囃子保存会も
特別ゲストとして出演。
■日時　9/3㊐12時開演
■会場　中央公民館

ばやし

内書を確認し9/29㊎（必着）までに東
京都下水道サービスへ郵送。問下水道
課☎922-23145922-3244

定員のあるものは8/21㊊
10時から各館へ申し込みを

　草加市の高齢化率は、平成25年度に超高齢社会といわれる21％を超え、
24%（H29.4現在）となっています。全国平均の高齢化率27.3%（H28.10現在）
に比べ低く推移していますが、今後も高齢化率は上昇を続けると推計されて
います。
　市では、介護・予防・医療・生活支援・住まいの5つを一体化して提供する「地
域包括ケアシステム」の実現を目指し、地域における支え合いの推進や、介
護予防と健康づくりの推進を重点課題として取り組んでいます。高年者の皆
さんが将来の不安をなくし、
次世代の皆さんと共に住み慣
れた地域でいつまでも安心し
て生活を送ることができるよ
う、今後も様々な取り組みを
進めていきます。

※H29.4月
　現在

※H27.10月
　国勢調査　

住み慣れた地域で、いつまでも
安心して暮らせるまちを目指して

草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

・草加市の総人口は？

・65歳以上の人口は？

・草加市の世帯総数は？

・高年単身者数は？

・高年夫婦世帯数は？

→9,330人

→247,481

→59,301

人

人

→20,070

→113,620

世帯

世帯

高齢化率
24.0%

上段：ブロック別の推計高齢化率
※色が濃いほど高齢化率が高い

下段：平成28年1月1日時点の高年
者人口を「100」とした場合の推計値。
※数値が大きいほど、上昇率が高い

65歳以上のブロック別
将来人口推計図（Ｈ37）

25.8%
［100.2］

25.9%
［99.1］

25.1%
［108.4］

20.3%
［100.4］

24.6%
［109.3］

25.6%
［103.7］

24.8%
［102.6］

22.3%
［101.4］

26.9%
［104.3］

26%
［109.3］

草加川柳

草加稲荷

新田東部

草加西部

新田西部

谷塚東部
谷塚西部

谷塚中央

草加安行

草加東部
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ミニ情報、保健センター、となりまちは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。

▼わくわくパーティー　8/29㊋14時～
15時　会場はコンフォール松原12号棟
　ホットドックを作って食べながら夏
の思い出を話そう　小学生対象　定員
15人　参加費50円　
▼みんなで遊ぼう　8/30㊌14時～　会
場は中央図書館　ゲーム大会　小学生
対象　
▼キャンディレイを作ろう　9/4㊊～
15㊎　㊋を除く15時～　㊊・㊎は中央
図書館　㊌・㊍はコンフォール松原19
号棟　小学生対象　定員各5人　参加
費50円
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　9/7～21
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　9/15㊎13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで
▼初めてのお誕生会　9/26㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年9月生まれ対象　定員8人　□申9/1
㊎10時から電話で同館へ

▼板落とし大会　8/22㊋14時～　小学
生対象
▼水鉄砲で遊ぼう　8/25㊎14時～15時
　幼児（保護者同伴）～中学生対象　
水鉄砲・着替え持参
▼ふれあい囲碁・将棋教室　8/26㊏、
9/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼アイスを作ろう　8/29㊋14時～15時
　幼児（保護者同伴）～高年者対象　
紙パックの牛乳（200ml）・スプーン
・容器持参
▼幼児のひろばⅡ期参加者説明会　
9/1㊎10時30分～　初参加対象　12月
までに2歳以上になる親子対象
▼オセロ大会　9/7㊍16時～　小学生
対象　
▼敬老の日プレゼント作り　9/14㊍・
15㊎15時～　メガネケース　小学生対
象 新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

柿木公民館 ☎931-3117

■木曜シアター　8/24㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⒀「越後駒ヶ岳、
平ヶ岳、苗場山」　成人対象　定員90
人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　8/27㊐
13時30分～14時
■こども映画館　8/27㊐14時～15時15
分　「シンデレラ」　幼児（保護者同
伴）～小学生対象　定員80人（当日先
着順）
■ビデオ上映会　9/10㊐14時～15時40
分　「ダージリン急行」　成人対象　
定員90人（当日先着順）
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）・15時30
分～16時（3歳以上対象）、㊎11時～

▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/20～11/15（10/18を除く）の㊌13時
15分～14時45分　全8回　おおむね65
歳以上対象　定員30人　室内履き持参
▼わくわく伝承あそび教室　9/24㊐、
10/29㊐、11/19㊐、12/3㊐10時～11時
30分　わらべ歌・百人一首ほか　小・
中学生対象　定員30人
▼谷塚元気ひろば　9/25㊊13時～15時
　市危機管理課職員によるハザードマ
ップ活用法、茶話会　60歳以上対象　
定員30人　参加費200円　ハザードマ
ップ持参

▼おはなしの広場　9/8㊎・22㊎11時
15分～45分　手遊び・紙芝居ほか　乳
幼児と保護者対象
▼ロビー　ネオステンドアート展　
9/14㊍～19㊋　
▼おもちゃ病院　9/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼すこやかクラブ芸能発表会　9/2㊏
10時～　地域すこやかクラブによる唄
・踊り及び利用団体による発表　
▼ビューティアップ教室　9/5㊋11時
30分～13時30分　毎日出来る頭と顔の
エクササイズ　女性対象　定員12人　
卓上ミラー・カメラ（携帯電話でも
可）持参
▼うたごえひろば　9/14㊍10時～12時
　参加費200円（飲み物代含む）
▼すくすくクラブ　9/14㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場　9/15㊎10時～11時　
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/22㊎10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

☎946-3000 5944-3800

▼オセロ大会　9/1㊎　マンカラ大会
　9/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　9/4㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　9/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼敬老の日制作　9/11㊊・12㊋16時～
　牛乳パックで箸置き　小学生対象　
定員各日5人
▼おもちゃ病院　9/16㊏13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで

▼造形ワークショップ「写真立て」　
9/3㊐13時30分～16時　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　9/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費1人2
点まで
▼みなくる工房　9/9㊏13時30分～16
時　クランクの仕組みでからくりおも
ちゃ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
9/10㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼なかよしランチ　9/13㊌11時30分～
13時　フルーツゼリー作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼ひ革工房　9/16㊏13時30分～16時　
革でメガネケース作り　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼野外クッキング　9/17㊐13時30分～
15時　ホットケーキミックスでバウム
クーヘン　幼児と小学生の家族　定員

8家族　材料費100円
▼敬老の日SP　9/18㊗13時30分～16
時　フラワーボックス作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　9/21
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼おもちゃ病院　8/24㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで
▼スライム時計を作ろう　8/25㊎14時
～　小学生対象　定員10人
▼ふれあいぶどう狩り　9/2㊏10時30
分田口農園（谷塚仲町209）集合　幼
児（保護者同伴）～高年者対象　定員
30組　一房500円～
▼オセロで遊ぼう　9/2㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　9/8㊎・15㊎14時～
15時30分　発砲スチロールカップを使
ったコロコロ動物　幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
9/9㊏10時15分～　定員15人　ヨガマ
ット持参
▼パパも一緒のティータイム　9/9㊏
10時30分～　手形のカード作りほか　
3か月～1歳の乳幼児と保護者対象　定
員6組　□申参加費100円を添えて同館へ
▼将棋教室　9/9㊏13時30分～　将棋
大会　9/18㊗13時30分～16時　いずれ
も初級以上の小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/11㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼敬老の日のプレゼント作り　9/16㊏
14時～　牛乳パックを使ったようじ立
て　小学生対象　定員10人
▼ふれあいお月見会　9/23㊗11時～　
ぽこあぽこによる歌とピアノのコンサ
ート　幼児（保護者同伴）～高年者対
象　定員50組

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）

■幸龍会（書道）　第1・3㊎12時～13
時20分　市民活動センターで　1回900
円（月額支払は1500円）　問木村☎08 
0-1330-5591
■キッズスマイル新里　㊊9時50分～
10時50分　新里文化センターで　リズ
ム体操・手遊び・季節イベントほか　
無料体験可　未就園児と保護者対象　
月額1200円　問平良☎080-1914-3673
■草加シルバーダンスクラブ（社交ダ
ンス）　㊍13時～15時…初級、15時～
17時…中級　中央公民館で　入会金
1000円　月額1000円　問鈴木☎090-87 
24-8271
■アモーレ（社交ダンス）　㊋11時～
13時　勤労青少年ホームで　あこがれ
のスローフォックストロットを楽しく
踊りましょう　入会金1000円　1回100 
0円　問鈴木☎090-4378-2323
■草加ハーモニカソサエティー　㊌19
時～21時　中央公民館で　クロマチッ
クハーモニカを吹いて楽しみましょう
　初心者歓迎　入会金1000円　月額
2500円　問播磨☎090-4817-0748
■チーム・ロヂャー（硬式テニス）　
㊌または㊍13時～17時　吉町テニスコ
ートで　楽しく体を動かして　入会金
1000円　月額1500円　問三橋☎941-66 
18
■バレエ赤いくつ　㊌17時～19時　中
央公民館で　クラシックバレエを踊り
ましょう　4歳～小学生対象　入会金
3000円　月額3000円　問金丸☎080- 
6890-9377
■紫苑水墨会　第2㊏13時～16時　勤
労福祉会館で　墨と顔彩を使用して美
しい絵の練習をしています　入会金10 
00円　月額2500円　問小林☎090-8486- 
9139
■ひまわり（健康体操）　㊋9時30分
～11時　新里文化センターで　健康寿
命を伸ばす優しい体操　見学・体験可
　入会金1500円　月額2000円　問武笠
☎922-4841
■ありんこクラブ（トランポリン・体
操）　月4回㊊または㊋15時20分～16
時50分　市民体育館ほかで　3歳～年
長児対象　体験300円　入会金500円　
月額1500円　問江川☎090-5558-9735
■サンライズダンスサークル（社交ダ
ンス）　㊋19時30分～21時　谷塚文化
センターで　現役プロ教師が直接組ん
で指導します　見学可　月額4500円　
問松田☎924-8500　
■新和会（健康体操）　㊏13時30分～
15時　松原ミニコミセンで　明日に繋
がるさび止め体操　見学・体験可　入
会金1000円　月額2500円　問小川☎9 
42-1476

▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/4㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/4㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼放課後クラブ　9/7㊍17時～18時…
卓球・9/11㊊16時～17時…将棋・9/19
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・9/21㊍
16時20分～16時50時…HIPHOP・9/4
㊊・25㊊16時～17時…楽しく英語　小
学生（英語は小学4～6年生）対象　保
護者同伴
▼ミニうた声広場　9/10㊐13時～14時
30分　演奏はハーモニードレミ　定員
60人
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/15～11/17（10/6、11/3を除く）の
㊎9時30分～11時　全8回　65歳以上対
象　定員20人（応募多数の場合は抽
選）　室内履き持参　□申8/31㊍までに
同館へ
▼はじめてのパン作り教室　9/19㊋
テーブルパンほか、10/3㊋　メロンパ
ン　いずれも9時～12時　全2回　成人
対象　定員12人　材料費1000円　エプ
ロン・三角巾・布巾2枚・台布巾1枚・
持ち帰り用袋・45ℓのごみ袋持参
▼国際料理教室（タイ料理）　9/22㊎
10時～13時　グリーンカレー・トムジ
ュートタオフー（鶏肉と豆腐のコンソ
メスープ）　成人対象　定員16人　参
加費600円　エプロン・布巾2枚持参　

▼おはなしの時間　8/23㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　9/14㊍10時～11
時30分　ミニ運動会　乳幼児と保護者
対象

　
▼こころを結ぶ光のひろば　9/5㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼青少年コンサート　9/10㊐14時～　
出演は草加ジュニアオーケストラ・草
加児童合唱団　「勇気100％」「ロン
グロングアゴー」ほか　定員400人
（当日先着順）
▼にじいろタイム　9/15㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園
児と保護者対象　定員20人
▼マタニティー｢だっこままぎゅっ｣　
9/15㊎13時30分～　胎教と友だちづく
り　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/20㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼チャレンジ！シニア講座　10/19～

平成30年3/15の月1回㊍10時～12時　
全6回　健康について・社会科見学・調
理実習ほか　60歳以上対象　定員35人

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

■サービスコーナー（8/21～9/20）

8/30㊌、
9/13㊌

9/8㊎

瀬崎・青柳小

新栄小（8/31休み）

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

8/31㊍、
9/14㊍

9/1㊎・
15㊎

9/6㊌・
20㊌

 9/7㊍

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分

定員のあるものは8/21㊊
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

（瀬崎小8/30休み）



8/21㊊～9/20㊌（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

■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

【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・年金・土地・住宅・特許に関すること
など）□予　9/21㊍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
■税務相談□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　9/4㊊…住吉児童館☎928-5736　8/24㊍、9/14㊍…谷

塚児童センター☎925-1856　9/6㊌…新栄児童センター☎942-9876　9/20㊌…
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
■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（くらし安全課）
■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）
【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（くらし安全課）
■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　8/23㊌13時～16時…谷塚文化センター☎922-0825（人権共生
課）／㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■創業・金融よろず相談（中小企業者向け・3日前までに□予 ）　9/7㊍13時～
16時…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）

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）。

☎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。

土・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

休日等上水道工事店
㈲寺島管工設備
㈲東洋開発
三栄工業
㈲東洋開発
㈱今泉水道

柳島町193-5
両新田西町246
苗塚町55-4　　
両新田西町246
谷塚上町483-3

☎925-4566
☎928-5520
☎925-7384
☎928-5520
☎927-1010

8/20㊐
8/26㊏
8/27㊐
9/2㊏
9/3㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科
外科
内科
外科
内科
外科

8/20
㊐

8/27
㊐

9/3
㊐

たかぎ医院
草加脳神経外科クリニック
さかの医院
メディクス草加クリニック
西倉小児科医院
鳳永病院

吉町3-2-47
栄町2-1-33 1Ｆ
西町195-2
氷川町2149-3
旭町4-9-2
谷塚2-12-15

☎922-3731
☎949-6112
☎921-2011
☎920-6161
☎941-7250
☎924-2631

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）

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 2017年8月20日号



8月かどまちごとでき

　リズム遊びや読み聞かせ、手作りおもちゃ
など親子で参加できるイベントを開催。楽し
く遊びながら、ビデオ上映による保育園の1
日の様子や食育を知ることができます。
■日程　9月2日㈯午前10時～午後3時30分
■会場　あずま保育園

　親子で楽しめるイベントが盛りだくさん。
　公募で集まったキャストが盛り上げます。

　5日、そうか公園多目的
運動広場で草加川柳ブロッ
クの町会・自治会及び青年
会等が中心となって草加市
民納涼大花火大会が行われ
ました。
　午後7時からの打ち上げ
を楽しみに多くの家族連れ
などが会場を訪れました。
　花火の打ち上げが始まる
と会場からは歓声が沸き上
がり、夏の夜空に浮かぶ
5000発の大輪の花々を見上
げていました。

　東京都を出発し、埼玉県を巡回している「東京2020 オリンピ
ック・パラリンピック フラッグツアー」がやってきます。2日
㈯はフラッグ歓迎イベントも実施。トップアスリートの加藤選
手（体操）、山室選手（体操）も登場。
　なお、来場の際は公共交通機関を利用してください。

フラッグ歓迎イベント
■日時　9月2日㈯午前9時30分～10時
■場所　記念体育館
フラッグ展示イベント
■日時　9月2日㈯・3日㈰午前9時30分～午後6時
■場所　記念体育館
■内容　オリンピックフラッグ・パラリンピック
フラッグの展示、草加市にゆかりのあるオリンピック・パラリ
ンピック出場選手の紹介や記念品等の展示

ⓒPhoto by Tokyo 2020/Shugo TAKEMI　　【主催】東京都/東京2020組織委員会/JOC/JPC

■日時　9月16日㈯午前10時～午後3時
■会場　子育て支援センター
■対象　小学校低学年以下とその保護者
■内容　段ボール迷路やどんぐり工作、赤

ちゃんの手形・足形、アンパンマ
ン玉入れなど様々なイベントがあ
ります。

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

　11月18日㈯・19日㈰に草加市文化会館で開催される国内外のハー
プ奏者が集う国際ハープフェスティバルのメーンコンサートチケッ
ト販売を開始します。メーンコンサートは2日間行われ、18日は
NHK交響楽団首席奏者などで編成された金管十重奏、19日はクラシ
ックギター奏者の村治佳織さんが出演します。

■日時　11月18日㈯午後7時開演
■出演　ベアトリス・ギエルマン（ハープ）、池城菜香（ハープ）、

N響メンバーとその仲間たちによるブラスアンサンブル
（金管十重奏）、藤原義章（ビオラ）、草加市レバーハー
プ・アンサンブル（指揮：鷺谷清子）ほか

■日時　11月19日㈰午後1時30分開演
■出演　イオン・ジョーンズ（ハープ）、井上久美子（ハープ）、

大和田葉子（フルート）、国内外のトップハーピスト20人
によるグランドハープ・アンサンブル（監修：ヨセフ・モ
ルナール、指揮：篠﨑史子）、村治佳織（クラシックギタ
ー）ほか

　「国際ハープフェスティバル2017－草加
市」の顔となるポスターデザインが決定し
ました。
　7月6日㈭に作品選考会が行われ、応募総
数23点の中から田村貞夫さん（東京都江東
区　デザイナー）が最優秀賞に選ばれまし
た。11月19日㈰のファイナルコンサートで表彰式を行います。

8月27日㈰午前10時から草加市文化会館ほかで。全席
指定　各日一般1000円、学生500円（未就学児入場不
可、有料保育サービスあり（要予約））

村治佳織金管十重奏

問子育て支援センター
　☎941-6791
　5941-6828

想いをつなぐ
「フラッグ」が草加へ

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

「国際ハープフェスティバル」
　　　　　　ポスターデザイン決定

国際ハープフェスティバル
8月27日からチケット販売開始
国際ハープフェスティバル
8月27日からチケット販売開始

チケット
販売

一日保育園
問保育課☎922-14915922-3274
「みんなで楽しく子育て！いっぱい遊んでたくましく」

9/2

期間中にオリ・パラクイズに答えて
オリジナルグッズを手に入れよう！

9/16

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2017年8月20日号

市の人口　平成29年8月1日現在　24万7796人（男12万5798人・女12万1998人）／前月比37人減／世帯数11万4223世帯
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