
■日額補
償2000

円

■手術保
険金  入

院してい
ない場合

は

1万円、
入院の場

合は2万
円　

※家族の
けがの補

償を追加
する場合

は

　家族用
プランへ

の加入が
必要です

■本人用プラン（2000円/年・1人）■家族用プラン（1000円/年・1人）※家族用プランは本人用プラン加入　者のみ加入できます

自転車利用者が多い市の現状から、

保険会社による運営制度にしました。

本人のけがの補償だけでなく、高額

な損害賠償にも対応

自転車事
故だけで

なく様々
な事故

によるけ
がも対象

です

損害賠償責任を負った場合、最大1

億円まで対応。個人賠償責任補償

は加入者の同居家族も対象

様々な交通事故の
けがに対応

様々な交通事故の
けがに対応

加入
プランは
2種類

加入
プランは
2種類

市内在住・在勤・在学者
が加入できます

市内在住・在勤・在学者
が加入できます

草加市が
保険会社とともに

創設！

草加市が
保険会社とともに

創設！

入院保険金は
1日目から。
手術にも対応

入院保険金は
1日目から。
手術にも対応

損害賠償額は
最大1億円
損害賠償額は
最大1億円

平成30年4月～平成30年4月～

草加市オリジナル保険制度草加市オリジナル保険制度

平成30年2月から
加入受付を行います
平成30年2月から
加入受付を行います

（補償開始は4月から）（補償開始は4月から）

保険の制度や加入方法など詳細は1月中旬以
降に市ホームページ等でお知らせします。
保険の制度や加入方法など詳細は1月中旬以
降に市ホームページ等でお知らせします。

万一に備え保険に入りましょう万一に備え保険に入りましょう

誕生誕生

問交通対策課 ☎922-1641 5922-1030

　平成29年度で草加市交通災害共済の加入受付が終了（見舞金請
求は平成31年度末まで可）しますが、自転車事故による高額賠償
事例が増えていることから、同制度の趣旨を継承しつつ賠償責任
補償を付加した保険制度「入って安心！RinRin（りんりん）そうか」
を市が保険会社と共同で創設しました。交通災害共済にはなかっ
た、本人や家族が自転車事故などで他人にけがをさせた場合や物
に損害を与えた場合の賠償責任にも対応する保険制度です。

個人賠償責任補償付保険個人賠償責任補償付保険

（本人・家族が加害者になってしまった場合）

（本人が
被害者に

なってしま
った場合

）

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページ

☎048-922-0151
5048-922-3173SOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域
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■11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）

執行済額
299億

3106万9千

　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す（表1）。
①当初予算　736億円　　前年度比3.0％の増額
　歳入が大きく伸びない一方、児童福祉費や生活保護費などの民生費の増加など、厳しい財政状
況が続く中、「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」の3つ
の重点テーマをもとに各種事業を進めるため、736億円を計上しました。
②補正予算　‒16億円　国民健康保険特別会計への繰出金などを減額
　国保、介護、公共下水道等特別会計の平成28年度決算額の確定に伴う財源の振り替えにより繰
出金を減額する一方で、公共施設整備基金への積み立てなどを行いました。

　主な補正予算項目

■国民健康保険特別会計への繰出金　－18億円
■介護保険特別会計への繰出金　－2.5億円
■公共下水道事業特別会計への繰出金　－1.8億円
■公共施設整備基金への積み立て　4.9億円
■文化会館維持管理・芸術文化振興事業　0.7億円
③平成28年度からの繰越額　10億円

①＋②＋③＝予算現額730億円（前年度同期比2.3%減）

　一般会計とは切り離して特定の事業を進めるための会計で8つの特別会計があります（表2）。
①当初予算　565億円　前年度比2.5%の増額
　公共下水道、国民健康保険、介護保険の3会計で、全体の93.1％を占めています。特別会計の
うち伸び率が高い会計は新田駅西口土地区画整理事業で、平成29年度は公債費の増加などによ
り前年度比で73.9％の増額となりました。
②補正予算　7.5億円　平成28年度決算に伴い予算を調整
　平成28年度決算額の確定に伴う財源の振り替えや、介護給付費準備基金への積み立てなど7.5
億円の予算を追加しました。
③平成28年度からの繰越額　0.5億円

①＋②＋③＝予算現額573億円

　それぞれの事業に必要な資金を収入で賄う独立採算制の会計で、水道事業と病院事業の2つ
があります（表3）。
■水道事業会計　市民生活に密着した安全で快適な給水サービスを長期にわたって安定して確
保するため、老朽施設の更新工事などを進めました。平成29年度上半期は、前年度同期と比較
して給水人口は0.4%増加し24万7843人、給水戸数は0.28%減少し12万2176戸となりました。
■病院事業会計　住民に身近な医療機関として救急医療や高度医療を担っています。また、地
域の中核病院としての機能を発揮し、医療の確保とその水準の向上に大きな役割を果たしてい
ます。平成29年度上半期は、入院患者延べ人数は2.9%減少し5万6212人、外来患者延べ人数は
0.9%増加し、11万8477人となりました。

　市の財産としての土地や建物は、庁舎、校舎、公園等の行政目的達成のために使用する「行
政財産」と、それ以外の「普通財産」に分かれています。これらの市有財産は前年度と比べて、
土地の面積が1144㎡減少、建物の面積が1391㎡増加しました（表4）。

　特定の目的のために積み立てている資金（表5）。
　残高114億円（前年度同期比で約11億円の増額）

　公共施設の整備に必要な負担を、将来の世代と分かち合う借入金（表6）。
　市債は市の借金であるため、適正な管理運営を行う必要があります。市では、将来に大きな
負担を残さないよう計画的な返済と借り入れの抑制に努めています。市債等の残高は平成21年
度以降の8年度間で約242億円減少しました。現在の市債残高は1034億円で、市民1人当たりに
換算すると、約41万7011円の借り入れがあることになります。

土木費
35億5710万4千
（11.9%）

総務費
33億9980万2千（11.4%）

教育費
18億6348万4千
（6.2%）
公債費

25億7599万1千
（8.6%）

消防費
12億1315万（4.0%）

衛生費
30億1454万9千
（10.1%）

歳入

歳出

その他　5億1083万4千
（1.7%）

民生費
137億

9615万5千
（46.1%）

平成29年度上半期の
財政状況をお知らせします
問財政課☎922-07615922-1547

　市民の皆さんから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29年度上半期（4～9月）の
財政状況等を公表します（平成29年9月30日現在）。
※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。

（単位：円）■表1　一般会計予算の歳入・歳出状況

予算現額 730億 補正
16億円

繰越
10億円

当初
736億円

H21 H22 H23 H25 H26 H27H24

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000

（単位：億円）■表6　市債残高の推移

1189 1165

1276
1233

1133 1114
1078

1215

H28

1034

H29.9

■表4　市有財産の状況 （単位：㎡）
区　分
行政財産
普通財産

125万  221
5万3284

41万  484
3822

土　地 建　物

■表5　基金の状況

45億2197万

808万

1億3482万

8617万

1億4039万

39億9996万
20億      7万

5922万

9918万

3億4230万
113億9216万

財政調整基金

庁舎建設基金
公共施設整備基金

被災者支援基金

ふるさと納税基金

その他の基金
合計

基金の目的現在高基金名
災害復旧や地方債の繰上償還、
その他の財源不足が生じたとき
の資金
国際交流事業の推進に要する資金
緑化の推進、緑地の保全等に要
する資金
産業、観光の振興を目的とする
事業の資金
市民、事業者とまちづくり団体
の主体的なまちづくり活動の支
援に要する資金

大規模災害による被災者への支
援に要する資金
ふるさと納税として本市に寄せら
れた寄附金を寄附者の意向に沿っ
た事業に活用する資金

公共施設の修繕等に必要な資金
新庁舎の建設に必要な資金

ふるさとまちづくり
応援基金

（単位：円）■表3　企業会計の収支状況

収入　22億8494万
支出　17億4790万

5億3704万

収入　　     6092万
支出      2億1434万

 ｰ1億5342万

収益的収支※１ 資本的収支※2

収入　63億2273万
支出　60億2268万

　　　　　　　3億      5万

収入　　4億8011万
支出　　6億1924万

　　 　ｰ1億3913万

収益的収支※１ 資本的収支※2

水道事業会計

病院事業会計

ー= ＋

（単位：円）■表2　特別会計予算の歳入・歳出状況

収入　33億4987万1千
支出　27億  880万9千

歳入収入済額
歳出執行済額

573億円
予算現額

収入　9387万5千
 支出　  670万1千

      収入   4518万     
 支出　8998万3千
   収入   9626万2千
　支出   8289万5千

収入　127億2732万5千
支出　133億8551万5千

収入　69億1979万2千
支出　52億4770万　  

収入　1億6800万8千
支出　5億3553万2千

収入　8億7486万4千
支出　7億5849万     

新田西部土地区画
整理事業特別会計

駐車場事業特別会計

新田駅西口土地区画
整理事業特別会計
国民健康保険

特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療
特別会計

交通災害共済事業
特別会計

公共下水道事業
特別会計

（単位：円）

その他　18億5326万（5.3%）

市税
192億

3083万1千
（54.9%）

国庫支出金
61億6354万1千（17.6%）

繰越金
28億5252万2千
（8.1%）

県支出金　8億2172万9千
（2.3%）

地方消費税交付金
20億6407万7千
（5.9%）

地方交付税
20億5170万8千
（5.9%）

収入済額
350億

3766万8千

一般会計

特別会計

企業会計

市の財産

基金

市債

みどりのまちづくり
基金
ふるさと産業創造
基金

国際交流基金

※1　収益的収支：事業活動における収入と支出　
※2　資本的収支：設備投資のための収入と支出

② 2017年12月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値36.6／最小値2.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　「創業するにはどうしたらいいのだろ
う？」「自分のお店を持つために必要なこと
は？」といった疑問や「創業したけど、どう
やって販路を広げたら…」といった創業に関
する疑問や課題を解決するために「創業ワン
ストップ相談窓口」を開設しています。内容
や創業の準備段階に応じて、市・草加商工会
議所・各支援機関が連携しながらお手伝いし
ます。創業後も継続的にサポートします。お
気軽にご相談ください。
■場　所　草加商工会議所（中央2-16-10）
■日　時　平日午前9時～午後5時（予約優先）
　なお、創業ワンストップ相談窓口で相談指
導を受けた人は、会社設立時の登録免許税の
軽減や創業関連保証枠の拡充などの支援を受
けることができます。
創業塾受講生募集中
　5日間の集中講座で、創業計画の立て方や
資金繰りなどを学び、創業計画書を完成させ
る実践的なプログラム。
■日　時　1月20日・27日、2月3日・10日・

17日の土曜日　午前9時30分～午
後3時30分

■受講料　6000円（交流費含む）
□申 1月10日㈬までに申込書に必要事項を記入
し、草加商工会議所へ

　生きいき元気サロンは、週1回、昼食を挟む3時間で、会話やレク
リエーションを1年間継続して楽しむサロンです。参加会場は3つの
うちの指定会場（応募多数の場合は抽選・送迎バスあり）。
　4月からの参加を希望する人は1月31日㈬までに申し込んでくださ
い。なお、事前に見学できます。希望者はご相談ください。
■対象者　65歳以上で、閉じこもりがちで認知症の発症につながる
恐れがあり、次の項目を自分でできる人。①送迎バスへの乗降②排
せつ③食事④他人とのコミュニケーション
曜日
金曜日
水曜日
水曜日

定員
15人
10人
15人

参加費（1回・食費込み）
810円
840円
810円

　　　　会場（所在地）
であいの森（柿木町）
わ～くわっく草加（草加1丁目）
きくの里（谷塚上町）

　子ども急病夜間クリニックは、子どもの夜間における急病に対
し、応急的に診療するために365日夜間に診療を行っています。しかし、近ごろは「昼間
は仕事があるから、子どもは夜間に受診させよう」「夜間のほうが空いていそう」など、
あえて夜間や休日に受診するケースが増加しています。子ども急病夜間クリニックの適正

利用をお願いします。
■診療時間　月～金曜日　午後7時30分～10時30分
　　　　　　土・日曜日、祝日、年末年始　午後6時30分～10時30分
■所 在 地　草加2-21-1（市立病院心臓・脳血管センター1階）
■電話番号　☎954-6401

　各案の概要と意見用紙は担当課・市役所情報コーナー・サービス
センター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも入手
できます。意見は募集期間中に住所・氏名・電話番号を記入の上、
各担当課へ。ファクス・メールでも可。
■第七次草加市高年者プラン　高年者福祉や介護保険事業の方針等
を決定し、各種施策の推進を図る高年者プラン案を策定しました。
この案についての意見は12月25日㈪～1月25日㈭（年末年始を除
く）に〒340-8550長寿支援課へ。☎922-13425922-3279chojushien
@city.soka.saitama.jp
■草加市子ども読書活動推進計画　子どもの読書活動に関する施策
を体系化し、総合的かつ計画的に推進するための計画案を策定しま
した。この案についての意見は12月20日㈬～1月18日㈭（年末年始
を除く）に〒340-0041松原1-1-9中央図書館へ。☎946-30005944-38
00mail@lib.city.soka.saitama.jp
■草加市都市公園条例の一部改正　市の実情に即した公園づくりを
推進するため、都市公園に設置する運動施設の割合の制限などにつ
いて、条例の一部を見直します。この案についての意見は12月20日
㈬～1月18日㈭（年末年始を除く）に〒340-8550みどり公園課へ。
☎922-19945922-3145midorikoenka@city.soka.saitama.jp
■草加市安全安心まちづくり行動計画　安全で安心なまちづくりを
推進するため、平成30年度から実施する「草加市安全安心まちづく
り行動計画（素案）」を策定しました。この案についての意見は12
月20日㈬～1月18日㈭（年末年始を除く）に〒340-8550くらし安全
課へ。☎922-36075922-1030kurashianzen@city.soka.saitama.jp

○かかりつけ医をもちましょう！
　日常的な診療や健康管理、健康相談が気軽にできます。また、体質、病歴、
健康状態等を把握しているので、いざという時もすぐに対応してもらえ、専
門的な検査や医療が必要な時に、適切な医療機関を紹介してもらえます。

○かかりつけ歯科医をもちましょう！
　定期的に歯科健診を受けることで、口の中のトラブルに早めに対応できま
す。口の中の健康を守ることは、全身の健康を守ることにつながります。普
段から気軽に相談でき長く付き合えるかかりつけ歯科医を見つけ、口の中の
健康を保ちましょう。

○かかりつけ薬局（薬剤師）をもちましょう！
　いつも利用するかかりつけ薬局（薬剤師）を持つことで、処方された薬の
飲み合わせや、重複の確認なども可能になり、薬による治療が、より有効で
安全なものとなります。身近な薬局（薬剤師）を上手に利用して、安心で健
康な生活をおくりましょう。

パブリックコメント　
皆さんの意見を募集します
・第七次草加市高年者プラン
・草加市子ども読書活動推進計画
・草加市都市公園条例の一部改正
・草加市安全安心まちづくり行動計画

創業の相談受け付けます

□申草加商工会議所へ。
　☎928-81115928-8125　
問産業振興課☎922-34775922-3406

□申
創業ワンストップ相談窓口

～まずは見学してください～

週1回の会食＆レクリエーション　
生きいき元気サロン
□申1月31日㈬までに長寿支援課へ。☎922-12815922-3279□申

子ども急病夜間クリニックの適正利用を

かかりつけの医師・歯科医師・薬剤師がいると安心です

年末年始を健やかにお過ごしください
問健康づくり課☎922-02005922-1516

　緊急小児患者を応急的に診療するための施設で、昼間に
時間のとれない方のための時間外診療窓口ではありません

　年末年始も、特別ダイヤ等の減便はせず、平常通りのダイヤ
で運行します。歳末のお買い物や年明けの初詣などにぜひご利
用ください。クリスマスや三が日にはちょっとだけ違うパリポ
リくんバスに出会えるかも!?皆さんのご利用をお待ちしていま
す。
＜5年間の試験運行中＞
　パリポリくんバスは、5年間の試験運行中で、利用状況等を
みながら5年目以降の運行を検討することになっています。運
行を続けていくためには皆さんの応援が欠かせません。お出か
けには、ぜひパリポリくんバスをご利用ください。

問交通対策課☎922-16855922-1030 平常ダイヤで運行します
パリポリくんバスは年末年始もGO!
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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。

明るい選挙標語を募集

年末年始の手話通訳者依頼

　年末年始期間中（12/29㊎～1/3㊌）
に緊急で手話通訳者が必要となった場
合は、住所・氏名・ファクス番号・内
容・日時・場所と、待ち合わせ時間・
場所を記入し、草加八潮消防局（59 
97-4119）へファクスしてください。
また、事前に手話通訳者が必要と分か
っている場合は、12/28㊍17時15分ま
でに草加市社会福祉協議会へ依頼して
ください。なお、救急車や消防車が必
要なときは、従来どおり緊急通報（5 
119）にファクスしてください。問草加
市社会福祉協議会☎932-67705932-67 
81

世代間交流グラウンド・ゴルフ大会

　グラウンド・ゴルフを通じて世代交
流をしてみませんか。初心者向けの簡
単なレッスンも行います。2/4㊐9時～
12時。会場は金明グラウンド・ゴルフ
場。小学生以上対象。定員50人。参加
費200円（小学生は無料）。クラブな
どの用具の貸し出しあり。ლ12/21㊍
から草加市体育協会へ。☎928-63615
922-1513

■介護者のつどい　1/5㊎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-
3801
■脳力アップ学習教室　1/5～2/23の
㊎13時30分～14時30分、14時30分～15
時30分。会場は草加市文化会館。認知
症予防のための読み書き・計算ほか。
65歳以上対象。定員各16人。月額1800
円。ლ松原・草加東部（包）へ。☎932-
67755932-6779

甲種防火管理者資格取得講習会

　2/15㊍・16㊎9時20分～17時。会場
は草加市文化会館。全2日。定員70人。
受講料6500円。甲種防火管理者とは、
収容人員30人以上の店舗または同50人
以上の建物に必要な資格者です。ლ消
防局予防課で配布する申込書（日本防
火・防災協会のホームページからも入
手可）に記入し、必要書類を添えた写
しを1/22㊊～24㊌9時～16時にファク
ス（03-3591-7130）で日本防火・防災
協会へ。問消防局予防課☎996-06605 

　1/16～2/20の㊋10時～11時30分。全
6回。会場はふれあいの里。横になっ
たりしゃがんだりできる65歳以上対象。
定員25人。1回目の体力測定費100円。
体組成計測定、体力測定、ストレッチ
中心のヨガ。ヨガマットまたはバスタ
オル、運動靴持参。ლ12/21㊍9時から
ふれあいの里へ。☎920-62225920-6 
251

　市に寄せられた善意です（敬称略）
（課名は寄付時のものです）
■物品（平成28年12月～同29年11月）
≪総務企画課（高砂小）へ≫▼デジタ
ルカメラ　㈱埼玉りそな銀行　≪産業
振興課へ≫▼本染め手拭い（干支の
柄）　宮澤喜平　≪くらし安全課へ≫
▼喫煙所　日本たばこ産業㈱北関東支
社　≪文化観光課へ≫▼車いす用段差
解消機　草加松原ロータリークラブ　
≪福祉課へ≫▼ランドセルほか　草加
ライオンズクラブ　≪総務企画課（新
田中）へ≫▼テニスコート照明ほか　
㈱武蔵野銀行地域サポート部　≪総務
企画課（小・中学校）へ≫▼図書　松
本孝　≪指導課（小学校）へ≫▼光る
トラック型防犯ブザー　（一社）埼玉
県トラック協会　≪保育課（公立保育
園）へ≫▼児童用玩具　込山順邑　≪
生涯学習課へ≫▼案内標柱　獨協大学
　≪産業振興課へ≫▼ボードステージ
　高砂住吉中央地区まちづくり市民会
議　≪総務企画課（高砂小）へ≫▼壁
付け姿見鏡　高砂小学校学校開放運営
委員会　≪総務企画課（松江中・清門
小）へ≫▼卓球台等　野口麻子　≪総
務企画課（小・中学校20校）へ≫▼新
聞閲覧台　㈱関商事　≪総務企画課
（高砂小）へ≫▼トロンボーンほか　
㈱武蔵野銀行地域サポート部　≪子ど
も育成課（児童クラブ）へ≫▼児童図
書　草加地区更生保護女性会　≪スポ
ーツ振興課へ≫▼スチール製物置　草
加東サッカースポーツ少年団　≪障が
い福祉課へ≫車いす　（一社）埼玉県
トラック協会草加支部
■金銭（平成29年8～10月）
≪災害対策に関する事業へ≫▼1万
3616円　谷塚コリーナ住宅棟自治会　
≪福祉に関する事業へ≫▼5万5242円
　埼玉土建一般労働組合草加支部

　1/20㊏13時～16時。会場は文教大学
越谷キャンパス。定員80人（当日先着
順）。草加・越谷市内の自治体・地域
団体・大学が連携して取り組んでいる
「我が事・丸ごとの地域づくり」の事
例報告や、地域共生社会の実現に向け
た体制づくりについて考えるシンポジ
ウム。問福祉政策課☎922-12345922-
1066

　マイナンバー制度の個人向けサイト
です。マイナンバーカードを使って自
分の特定個人情報を行政機関同士がや

りとりした履歴の確認や、自分に必要
な行政サービスのお知らせを受け取る
ことができます。マイナポータルAP
をインストールすることで簡単に行え
ます。詳しくはマイナポータルサイト
で確認してください。
問マイナンバー総合
フリーダイヤル☎01
20-95-0178

　12/23㊗11時～16時。会場は物産・
観光情報センター。レザークラフト体
験（革の動物アクセサリー・ネームプ
レートづくり）。1回500円。問物産・
観光情報センター☎921-18005921-18 
11

　2/3㊏9時15分～。会場は市民体育館。
定員150人。参加費500円。ლ1/12㊎ま
でに記念体育館、市民体育館、温水プ
ール、スポーツ振興課で配布する申込
書に参加費を添えて各施設へ。☎59
36-6239

草加の地場産業
「レザークラフト体験」

マイナポータルの開設が
簡単になりました

スポーツ吹き矢大会参加者募集

ლ各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■アロマハンドマッサージ講座　1/16
㊋10時～11時30分。会場は谷塚文化セ
ンター。定員15人。材料費840円。フ
ェイスタオル2枚持参
■書道で百人一首を書く　1/16㊋・30
㊋14時～16時。全2回。会場は中央公
民館。定員10人。材料費400円。書道

生涯学習体験講座

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

文教大学地域連携シンポジウム
地域の福祉力を育む地域連携づくり

　選挙管理委員会では、選挙が公明か
つ適正に行われ、私たちの意思が正し
く政治に反映される明るい選挙を目指
し、選挙啓発標語を募集します。優秀
作品は選挙時の啓発活動に活用します。
応募者全員に参加賞を、入賞者には記
念品を贈呈します。応募は１人何点で
も可。未発表のものに限ります。ლ2/ 
8㊍（消印有効）までに、はがきに作
品・住所（在勤、在学者は勤務先・学
校名等も）・氏名（ふりがな）・電話
番号を記入し、〒340-8550選挙管理委
員会へ。☎922-24905927-7693

用具持参
■身近なものでマジック　1/18㊍・25
㊍13時30分～15時30分。全2回。会場
は草加市文化会館。定員15人。材料費
400円。はさみ持参

ふれあいの里
「体力測定とはじめてのヨガ」

高年者向け
997-1300

えと

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

オレオレ！還付金！なりすまし！振り込めサギに厳重警戒！！

・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

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期

12月の
納税
・
納付

1/4㊍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7期
▶下水道事業受益者負担金　第2期
1/4㊍までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません）

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（12/31を除く）
㊌（1/3・㊗・㊡を除く）21時まで

納税は便利な口座振替で

草 加 落 語会

柳
家
花
緑

柳
亭
左
龍

林
家
正
蔵

　テレビでおなじみの林家正蔵、戦後最年少の22歳で真打ち昇進を果たし
た柳家花緑、花形演芸大賞金賞を2回受賞の柳亭左龍などの迫力ある高座が
楽しめます。
■日時　1/30㊋18時30分開演
■会場　中央公民館
■料金　前売り2600円、当日3100円。
ლ草加市文化会館ほかプレイガイドへ。☎931-93255936-4690
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▼松ぼっくりミニツリー　12/25㊊10
時30分～、13時30分～　小学生対象　
定員各5人　飾り（毛糸・モール・ビ
ーズ・綿ほか）持参
▼みんなで遊ぼうグラウンド・ゴルフ
　12/26㊋・27㊌10時30分～（雨天中
止）　小学生対象

▼ガガで遊ぼう　1/6㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
1/13㊏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　1/13㊏
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　ლ参加費100円を添えて同館へ

▼餅つき体験　12/26㊋13時30分～14
時30分　小学生以上対象
▼大掃除イベント　12/28㊍15時～16
時20分　同センターの大掃除レクリエ
ーション　小学生以上対象
▼なかよしランチ　1/10㊌11時30分～
13時　ビスケットと生クリームでケー
キ作り　幼児と保護者対象　定員15組
　

▼マンカラ大会　12/21㊍15時30分～
　小学生対象
▼クリスマス会　12/22㊎14時～　ゲ
ームほか　小学生対象　
▼卓球大会　12/26㊋14時～　トーナ
メント戦　小学3年～中学生対象
▼みんなで大掃除　12/28㊍14時～　
小学生以上対象

子ども教育連携教員（常勤）を募集

4/1採用　小・中学校で働く
臨時職員を募集

≪臨時職員≫
●保育職　
①勤務は児童発達支援センターあおば
学園。㊊～㊎（㊗を除く）8時30分～
17時。知的障がいのある未就学児の日
常生活訓練。時給は保育士1060円、児
童指導員・児童福祉事業の経験者等96
0円。賞与あり。②勤務は子育て支援
センター。㊊～㊎（㊗を除く）8時30
分～19時のうちの7時間30分。発達に
障がいまたは心配のある子どもへの直
接支援、集団療育ほか。時給は保育士
1060円、幼稚園教諭・児童指導員・児
童福祉事業の経験者等960円。賞与あ
り
●障がい児相談支援員　勤務は児童発
達支援センター支所。㊊～㊎（㊗を除
く）8時30分～17時。障がい児に関す
る相談、家庭訪問、サービス等利用計
画作成ほか。時給は障がい児相談支援
専門員1150円、保育士1060円、児童福
祉事業・相談業務の経験者等960円
●栄養士　勤務は児童発達支援センタ
ーあおば学園。4/1からの㊊～㊎（㊗
を除く）8時30分～17時。給食献立の
立案・作成、調理、食育支援。時給10
60円。賞与あり
●ケースワーカー　勤務は子育て支援
センター。3/1からの㊊～㊎（㊗を除
く）8時30分～17時。発達に障がいま
たは心配のある子どもの相談・面接等。
時給は保健師・看護師等有資格者1060
円、児童福祉事業・相談業務経験者等
960円
　いずれも58歳以下対象。募集は若干
名。交通費支給、健康保険、厚生年金、
雇用保険、有給休暇、特別休暇あり
≪非常勤嘱託職員≫
●言語聴覚士　勤務は子育て支援セン
ター。㊊～㊎（㊗を除く）8時30分～
17時のうち月16～20日。発達に心配の
ある児童への言語聴覚療法、保護者支
援。日額1万1700円～1万6900円

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導・補助・
準備手伝い、幼保小中の連携業務、校
内外事務・業務を行います。勤務は
4/1～9/30（更新の可能性あり）の週5
日で8時30分～16時45分のうち7時間30
分（長期休業中を含む）。場所は市内
小・中学校。中学校教員免許所有者ま
たは3/31までに取得見込み者対象。募
集は11人。時給1810円。交通費、社会

●小学校調理士…勤務は㊊～㊎8時30
分～16時45分。時給955円（有資格者
は1000円）。賞与あり
●技能員…勤務は㊊～㊎8時30分～17
時。時給955円。賞与あり
●高砂小警備員…勤務は㊊～㊎7時30
分～13時30分または13時～19時。時給
895円
　いずれも65歳未満対象。募集は若干
名。通勤手当（上限8000円）、社会保
険等あり。
ლ1/19㊎までに履歴書（調理士希望の
有資格者は免許証の写しも）を総務企
画課へ。面接
は書類選考後
1月下旬以降
を予定。☎92
2-24975928-
1178

子どもの発達を支援する
臨時・非常勤嘱託職員を募集

▼わくわく広場で冬休み　12/25㊊10
時～12時、13時30分～16時30分　会場
は中央図書館　宿題したり、遊んだり、
まったりしたり自由　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼わくわくリビング～冬～　12/26㊋
　会場はコンフォール松原19号棟　27
㊌・28㊍、1/4㊍・5㊎　会場はコンフ
ォール松原12号棟 いずれも10時～16
時30分　宿題したり、遊んだり、まっ
たりしたり自由　幼児（保護者同伴）
・小学生～高年者対象 　昼食持参可     
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　1/4～18
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
▼初めてのお誕生会　1/30㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
29年1月生まれ対象　定員8人　ლ1/9
㊋13時から電話で同館へ

●臨床心理士　勤務は児童発達支援セ
ンターあおば学園。㊊～㊎（㊗を除
く）8時30分～17時のうち月16～20日。
知的障がいのある未就学児の日常生活
訓練。集団療育、特別支援計画の作成、
保護者の相談。日額1万1700円～1万
6900円
　いずれも交通費支給なし、社会保険、
厚生年金、雇用保険、有給休暇、特別
休暇あり。有資格者で63歳以下対象。
募集は若干名。
ლ履歴書と資格証の写しを〒340-0041
松原1-3-1子育て支援センターへ。☎94
1-67915941-6828

5922-3274

保険等あり。ლ1/19㊎までに指定の履
歴書（市ホームページからも入手可）
を子ども教育連携推進室へ。代理持参
不可。☎922-34945928-1178

わくわくタウン松原 ☎941-2905

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道では左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　○夜間はライトを点灯
　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認　
⑤子どもはヘルメットを着用

自転車事故による高額賠償事例も

発生しています。万が一に備え、個

人賠償責任補償付保険「入って安心!

RinRinそうか」に加入しましょう。

　草加市は平坦地であることから自転車の利用率が高く、市民の皆さんに
とって重要な交通手段となっています。その一方で、草加市における自転
車事故の発生件数は年間1000件を数え、人口1万人当たりの死傷者数も、
ここ数年は県内ワースト2 ～ 4位となっています。
　自転車事故は、交通ルールを守れば未然に防ぐことができます。交差点
での一時停止や安全確認を行うなど、安全利用を心がけましょう。

交通手段における自転車利用の割合（出典：H22国勢調査）

（平成29年1月～ 10月）

（人口1万人当たり）（平成29年1月～ 10月）

事故をなくし安全で安心できるまちへ
ルールを守って自転車の安全利用を！

草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

20.8%

789件

11.8人

自転車
分担率

 自転車
事故件数

 自転車
死傷者数

自転車安全利用五則

じゅんしゅ

定員のあるものは12/21㊍
10時から各館へ申し込みを
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くわいは水生植物で、田んぼ
に水を張って育てます。冬場
の収穫は重労働です。

シルバー人材センターの会員6
人の協力で収穫。

　1年の計は元旦にあり。早起きをし
て草加市ラジオ体操連盟の指導による
元旦ラジオ体操に参加し、輝かしい1
年をスタートしませんか。体操が終わ
るころに初日の出を拝めるかもしれま
せん。おいしいお汁粉の振る舞いも。

■日時　1/1㊗6時～
■会場　草加松原遊歩道ハープ橋付
近（雨天時は市民体育館駐車場）
問スポーツ振興課☎922-28615922-
3172

元旦ラジオ体操の集い



⑥ 2017年12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。

▼松ぼっくりミニツリー　12/25㊊10
時30分～、13時30分～　小学生対象　
定員各5人　飾り（毛糸・モール・ビ
ーズ・綿ほか）持参
▼みんなで遊ぼうグラウンド・ゴルフ
　12/26㊋・27㊌10時30分～（雨天中
止）　小学生対象

▼ガガで遊ぼう　1/6㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
1/13㊏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　1/13㊏
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　ლ参加費100円を添えて同館へ

▼餅つき体験　12/26㊋13時30分～14
時30分　小学生以上対象
▼大掃除イベント　12/28㊍15時～16
時20分　同センターの大掃除レクリエ
ーション　小学生以上対象
▼なかよしランチ　1/10㊌11時30分～
13時　ビスケットと生クリームでケー
キ作り　幼児と保護者対象　定員15組
　

▼マンカラ大会　12/21㊍15時30分～
　小学生対象
▼クリスマス会　12/22㊎14時～　ゲ
ームほか　小学生対象　
▼卓球大会　12/26㊋14時～　トーナ
メント戦　小学3年～中学生対象
▼みんなで大掃除　12/28㊍14時～　
小学生以上対象

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

中央公民館 ☎922-5344

　12/27㊌8時30分～13時は施設点検の
ため利用休止します
▼谷塚元気ひろば　1/22㊊13時～15時
　新年会　60歳以上対象　定員30人　
参加費300円
▼すくすくクラブ　1/23㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象

　1/22㊊・23㊋施設点検のため休館し
ます
▼こころを結ぶ光のひろば　1/9㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
1/17㊌10時～　親子友だち作り・節分
ごっこほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　1/19㊎11時～12時

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。

▼わくわく広場で冬休み　12/25㊊10
時～12時、13時30分～16時30分　会場
は中央図書館　宿題したり、遊んだり、
まったりしたり自由　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼わくわくリビング～冬～　12/26㊋
　会場はコンフォール松原19号棟　27
㊌・28㊍、1/4㊍・5㊎　会場はコンフ
ォール松原12号棟 いずれも10時～16
時30分　宿題したり、遊んだり、まっ
たりしたり自由　幼児（保護者同伴）
・小学生～高年者対象 　昼食持参可     
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　1/4～18
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
▼初めてのお誕生会　1/30㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
29年1月生まれ対象　定員8人　ლ1/9
㊋13時から電話で同館へ

新栄児童センター ☎942-9876

■草加市俳句連盟　第4㊌13時～16時
　中央公民館で　世界一短い自分詩を
作りませんか　年会費1000円　月額
500円　問大塚☎925-5135
■新田平成塾書道会　第2・4㊎10時～
12時　新田小で　楽しく書道を始めて
みませんか　入会金1000円　月額2000
円　問荒木☎927-8810
■草加ヘルスアップ・クラブ（ストレ
ッチ・リズム体操ほか）　第2・4㊋19
時～21時　勤労福祉会館で　月額1500
円　問千葉☎941-3657
■アンニョンハセヨ（韓国語）　㊊18
時20分～19時20分…初級　19時20分～
20時20分…入門　谷塚文化センターで
　楽しくはじめるハングル　月額4000
円　問李☎090-8612-5956
■ロイヤルビーチボールバレー　㊌19
時～21時　川柳小で　ビーチボールを
使用したバレーです　30代から70代と
幅広く活動中　年額3000円（別途スポ
ーツ保険加入）　問増井☎935-7774
■雅楽谷（俳句）　第3㊎13時30分～
16時30分　アコス6階会議室で　初心
者歓迎　月額1000円　問宮本☎090-18 
84-7280
■草萌俳句会　第4㊋13時～16時　草
加市文化会館で　俳句を初歩から学び
ませんか　初心者対象　月額500円　
問田坂☎942-7581
■楊名時気功太極拳　㊍9時～11時　
中央公民館で　日頃の運動不足を軽い
体操で解消　入会金1000円　月額1000
円　問栗原☎925-3367
■新大正琴コスモス会　第2・4㊌13時
～14時30分　谷塚文化センターで　初
めての人でも簡単に取り組め楽しく仲
間作りが出来ます　月額2500円　問生
亀☎929-0948

　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」
　1/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼スノードームを作ろう　1/20㊏10時
～12時　小学生対象　定員20人　参加
費500円
▼男の料理教室　1/27㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
　エプロン・三角巾・布巾持参

▼おもちゃの病院　1/8㊗10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
　1人2点まで
▼親子護身術教室　1/14・28、2/4・
11・25の㊐9時15分～10時45分　全5回
　小学生（保護者同伴）～成人対象　
定員10組　
▼押し花でひなまつりを描こう～ミニ
色紙で押し花アート～　2/3㊏10時～
12時　3歳以上対象　定員12人　参加
費300円
▼いっしょにあそぼう！　2/24㊏10時
～11時30分　百人一首・囲碁・こま回
し　小学生対象　定員20人

▼紙バンドクラフト干支づくり教室　
1/11㊍13時30分～16時　成人対象　定
員10人　参加費500円

▼すくすくクラブ　1/11㊍10時～11時
30分　豆まきごっこほか　乳幼児と保
護者対象
▼スポーツ吹矢体験講座　1/18㊍・25
㊍、2/1㊍10時～12時　全3回　成人対
象　定員20人　参加費500円　上履き
持参
▼地域はつらつ元気体操教室　1/22～
3/19の㊊（2/12を除く）9時30分～11
時　全8回　ストレッチ・リズム運動
ほか　おおむね65歳以上対象　定員30
人　室内履き持参
▼おもちゃの病院　1/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼おはなしの時間　12/27㊌10時30分
～11時　読みきかせ・手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼親子で元気ルーム　1/11㊍10時～11
時30分　親子手遊び・読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼ママのための骨盤調整　1/18～3/1
の㊍（2/8を除く）10時～11時30分　
全6回　産後1年程度の母子対象　定員
20人　バスタオル・室内履き持参
▼地域はつらつ元気体操教室　1/19～
3/16の㊎（1/26を除く）9時30分～11
時　全8回　自宅でできる筋力トレー
ニング・ストレッチほか　おおむね65
歳以上対象　定員30人　室内履き持参

■小学生のための読み聞かせ　12/24
㊐13時30分～14時
■こども映画会　12/24㊐14時～15時
30分　「母をたずねて三千里」　幼児
（保護者同伴）～小学生対象　定員80
人（当日先着順）
■木曜シアター　12/28㊍14時～15時
30分　にっぽん百名山⒂「日光白根山、
火打山、雲取山」　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～
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

谷塚児童センター ☎925-1856

5925-0152

新田西文化センター ☎942-0778

柿木公民館 ☎931-3117

☎946-3000 5944-3800

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（12/21）

12/21㊍ 新栄小
日程

花栗南・八幡小
14時～16時9時30分～11時30分

■アコースティックサウンドの会　月
1～2回㊏または㊐13時～17時　新田西
文化センターで　60・70年代フォーク
を弾き語り皆さんと演奏し歌います　
1回300円　問吉田☎090-5394-2571
■書遊会（ボールペン字・筆ペン字）
　月2回㊌13時30分～15時　アコス会
議室で　初心者歓迎　まずは体験から
　月額2800円　問小林☎922-0035
■自彊術　㊊17時20分～18時50分　高
砂コミセンで　㊍19時30分～21時　谷
塚文化センターで　病気の予防を目的
とした体操　年会費3000円　月額3000
円　問松田☎090-5810-4081
■JS草加グラウンドゴルフクラブ　
㊊～㊌12時40分～15時　柳島多目的運
動広場で　ルールとマナーから　初心
者歓迎　年会費1200円　問谷古宇☎92 
4-3775
■笑楽連（阿波踊り）　第2・4㊐13時
～17時　栄小で　笑顔で楽しく阿波踊
り　経験不問　年額1万円　問佐藤☎
080-1342-9460
■ボイストレーニング新田西　㊍13時
～15時　新田西文化センターで　発声
法と発声訓練　合唱・カラオケ・朗読
等に応用　月額1500円　問藤田☎080-
5046-7499
■民踊の里　第1・3㊎13時～15時　ふ
れあいの里で　日本各地の踊りとサー
クル発表　ふささら祭りの参加等　楽
しく一緒に踊りましょう　月額500円
　問蔭山☎928-9338
■スイートレイ（新田平成塾フラダン
ス）　㊌13時～15時　新田小で　楽し
く初心者向けのフラダンスを踊ってい
ます　入会金1000円　月額2000円　問
樋口☎942-4022
■れんげ書芸クラブ（細字・大字・写
経）　第2・4㊎19時～20時30分　中央
公民館で　毛筆で氏名・お便りが美し
く書けるようになります　月額2500円
　問宮崎☎922-0273
■八幡平成塾生け花サークル　第1・3
㊋13時30分～16時　八幡小で　月額
1000円（花代別途1回1200円）　問黒
崎☎931-7272
■アートサークルそれいゆ　月2回㊏
10時30分～12時　中央公民館で　自由
な創作活動とワークショップ　乳幼児
連れ可　体験可　年少児～小学生対象
　月額2500円　問坂本☎080-5445-1062
■三月会（日本舞踊）　㊋13時～17時
　新田西文化センターで　私達は楽し
く稽古しています　先生も優しく指導
してくれます　お待ちしています　月
額5000円　問浜辺☎941-1649
■絵手紙もみじ会　第1・3㊏10時～12
時　新里文化センターで　割り箸で描
く絵手紙教室　見学大歓迎　入会金
700円　月額700円　問秋山☎090-85 
85-2383
■なかよし会（グラウンド・ゴルフ）
　㊊・㊌・㊎8時30分～10時30分　清
門中央公園で　女性歓迎　年額1000円
　問佐藤☎941-3400

うたや

えと

定員のあるものは12/21㊍
８時3０分から各館へ申し込みを



12/21㊍～1/31㊌（祝・休日・年末年始を除く）　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　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　1/15㊊・29㊊…住吉児童館☎928-5736　1/11㊍・25㊍…谷

塚児童センター☎925-1856　12/21㊍、1/18㊍…新栄児童センター☎942-9876
　1/17㊌…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㊍（1/4を除く）…勤労福祉会館　第2
・4㊍（12/28を除く）…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　1/24㊌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☎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 ）　1/11㊍9時～
12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）。

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

休日等上水道工事店

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。

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
　※ダイヤル回線・IP電話・PHSは
　☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談

☎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。

■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

㈱セントラル設備

三栄工業㈱

㈱今泉水道

青柳8-29-2

苗塚町55-4

谷塚上町483-3

☎936-1000

☎925-7384

☎927-1010

12/23㊗

12/24㊐

12/29㊎

竹内セントラル㈱

㈲駒崎設備

㈲東洋開発

苗塚町438-16

氷川町818-3

両新田西町246

☎928-5525

☎924-4136

☎928-5520

12/30㊏

12/31㊐

1/1㊗

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

12/23
㊗

12/24
㊐

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

12/30
㊏

12/31
㊐

1/1
㊗

中町クリニック

鳳永病院

菅原歯科医院

水野クリニック

かがわ医院

石関医院

木原整形外科医院

せざき歯科クリニック

大里歯科クリニック

谷塚1-22-18

谷塚2-12-15

氷川町2126-1 2Ｆ

栄町3-6-6

草加3-8-21

吉町3-2-51

住吉1-5-6

瀬崎7-11-8

氷川町178-3

☎954-8962

☎924-2631

☎927-1155

☎930-1700

☎942-6062

☎922-2943

☎922-5103

☎926-8211

☎925-4118

虎溪医院

かとうファミリークリニック

小泉歯科クリニック

内田歯科医院

いしどりクリニック

草加中央診療所

重松歯科医院

黒野歯科

草加循環器クリニック

山崎クリニック

高辻歯科医院

くにのべ歯科医院

☎931-3700

☎933-0333

☎941-1177

☎927-4390

☎969-4990

☎922-2159

☎922-5310

☎928-6161

☎927-4811

☎924-1375

☎943-2133

☎924-7955

青柳6-22-1

青柳4-26-16

松原1-1-6-Ａ-302

両新田西町446-1

苗塚町418-1

中央1-2-22

西町655

瀬崎1-11-5

氷川町2131-6

中央2-4-11

清門2-22-9

高砂2-18-37

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12月20日号



　年末年始の可燃ごみ収集業務等は次の表の
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
カレンダーやごみ分別アプリ（ＱＲコードか
らダウンロード）で確認してください。
■年末年始の可燃ごみ収集・し尿くみ取り業務

1月1日㈷午前10時～午後2時
■場所　草加宿神明庵
■主催　「今様・草加宿」
　　　　市民推進会議
1月3日㈬午前10時～午後2時
■場所　東福寺
■主催　草加市観光協会

　年末年始の市役所等公共施設の閉庁（館）期間をお知らせします。
■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。

　草加の冬の風物詩として親しまれている旧町周辺を巡る「草加宿
七福神めぐり」をスタンプラリー形式で開催します。
　押印所は七福神に宝船を加えた8か所。押印したスタンプ台紙
は、新年の思い出としてお持ち帰りください。また、スタンプラリ
ーにあわせて、1月1日・3日は甘酒が振る舞われます。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。

草加市観光協会では、会員を募集しています。興味のある人は
問い合わせてください。

11月かどまちごとでき
　国際ハープフェスティバルは、毎年11月に行われている
ハープの祭典。
　市内外各所で行われたスポットコンサートやハープを身
近に感じてもらうためのレバーハープ教室も行われまし
た。
　教室に参加した小山小5年の桑澤空三さんは、スクール
コンサートで体験し
て興味を持ち参加し
たそうで、「難し
い。指先がひりひり
する」と楽しそうに
話してくれました。

　18日と19日にはメーンコンサートを開催。18日は特別
ゲストのN響メンバーらによる金管十重奏のファンファ
ーレで幕が開き、ハープ三重奏などをお届けしました。
19日には、特別ゲストの村治佳織さんによるクラシック
ギターの演奏や25台のグランドハープ・アンサンブルに
よる「菊の花のまつり」が演奏され、多くの観客を魅了
したフェスティバルは盛況のうちに幕を閉じました。
　多くのハープイベントが行われ、草加のまち全体がハ
ープの音色に包まれる1か月間となりました。

iPhone用

Android用

■スタンプ・
　台紙配置場所
①回向院（布袋尊）
②三峰神社（寿老人）
③八幡神社（恵比寿）
④氷川神社（大黒天）
⑤東福寺（毘沙門天）
⑥谷古宇稲荷神社
　（福禄寿）
⑦出世弁財天（弁財天）
⑧神明宮（七福神宝船）

年末は28日㈭まで、
　　　年始は4日㈭から

戸籍の届出は
年末年始も受け付けます
問市民課☎922-15425920-1501

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

新年のお出かけは

1月1日㈷～7日㈰
午前9時～午後4時

可燃ごみは年末は30日㈯まで、　　　　　年始は4日㈭から

次回の広報そうかは1月1日発行です

甘酒の
無料配布
（なくなり次第終了）

草加宿七福神めぐり

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

可燃ごみ収集業務等

草加宿七福神
めぐりマップ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

開催期間

くわ さわ そら  み

12月29日㈮～1月3日㈬
市役所   歴史民俗資料館
サービスセンター  公民館・文化センター
市立病院（一般外来診療）  中央図書館
保健センター   勤労青少年ホーム
子育て支援センター  勤労福祉会館
上下水道部   であいの森
草加市文化会館  ふれあいの里
教育支援室   きくの里
市民交流活動センター  市民体育館
コミュニティセンター  記念体育館
物産・観光情報センター  吉町テニスコート
児童館・児童センター  総合運動場
放置自転車保管所
12月29日㈮～1月4日㈭ 
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  そうか公園キャンプ場

  年末 年始
 月・木コース 12月28日㈭まで 1月4日㈭から
 火・金コース 12月29日㈮まで 1月5日㈮から
 水・土コース 12月30日㈯まで 1月6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

（浴場は4日まで）

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1２月20日号

市の人口　平成29年12月1日現在　24万7994人（男12万5847人・女12万2147人）／前月比20人増／世帯数11万4572世帯
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