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　令和2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5月に、天皇陛下が御即位され、
新しい「令和」の時代がスタートしま
した。この元号に込められた「人々が
美しく心を寄せ合う中で、文化が生ま
れ育つ」という思いを尊重し、希望に
あふれ、誇りあるふるさとを創り上げ、
次の世代へと引き渡していかなければ
ならないという使命に、改めて身の引
き締まる思いでございます。
　一昨年の10月29日に市長に就任して、
1年4か月が経過いたしました。市長就
任以来、私は、常に公正、公平な市政
を目指し、公約として掲げました『わ
がまち草加づくりにおける7つの戦
略』、「未来につなぐ」「支えあう」
「共に暮らす」「誇れる」「安全」
「産業活性」「市役所改革」を達成し、
やさしさあふれるまちを実現するため、
日々の市政運営に取り組んでまいりま
した。
　災害発生時の避難所となる市内小・
中学校体育館へのエアコン設置や、入
院に係るこども医療費無償化の対象年
齢拡大など、未来の草加に向けた、魅
力あるまちづくりのために必要な施策
を着実に進めているところでございま
す。
　新しい時代を迎え、本市では、本年
4月から第四次草加市総合振興計画第

二期基本計画がスタートします。
　本計画では、市民の皆様や市議会の
ご協力をいただきながら、魅力あるわ
がまち草加のまちづくりに向け、一意
専心で市政運営に取り組んでまいりま
す。

　また、本年7月には、草加市民はも
とより、日本国中が待ちに待った「東
京2020オリンピック・パラリンピッ
ク」が開催されます。
　本市におきましても、昨年9月に本
市をキャンプ地とするコロンビア共和
国パラリンピックの水泳選手団が来草
されました。直前に開催されたロンド
ン世界選手権では、合計10個のメダル
を獲得するなど、東京パラリンピック
での活躍が期待されているところでご
ざいます。

　選手団の皆様が事前キャンプに訪れ
た際には、「漸草庵　百代の過客」で
の茶道体験や草加松原の散策など、市

民団体やボランティアの皆様による
「おもてなしの心」と、草加のまちの
魅力に触れていただくことができまし
た。
　本市では、引き続き草加を訪れる多
くの人々に対して、市民の皆様ととも
に草加の魅力を発信し続けることで、
まちの価値を高める様々な取り組みを
進めてまいります。
　さらに、本市は、埼玉県内の東京
2020オリンピック聖火リレーにおいて、
多くの団体や市民の皆様の積極的な誘
致活動により、出発地点のひとつに選
定されました。草加のシンボルとも言
える、国指定名勝の「おくのほそ道の
風景地　草加松原」において、本年7
月8日に聖火リレーが行われます。

　草加松原の松並木は、高度経済成長
期に約70本まで数を減らしながらも、
草加松並木保存会をはじめとする市民
の皆様のご尽力により、かつての「千
本松原」と呼ばれた姿を取り戻しまし
た。
　「希望の道を、つなごう。」をコン
セプトとし、本市の市民によるまちづ
くりの先駆けとなったこの松並木のも
とで行われる聖火リレーは、「住み続
けたい、訪れてみたいと思ってもらえ
るまちづくり」へとつながるものであ
ると切に感じているところでございま
す。

　21世紀は「人権の世紀」と言われて
久しく平成28年には、「障害者差別解
消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部
落差別解消推進法」の、いわゆる人権
3法が施行され、差別の解消に向けて
国や地方公共団体が取り組むべき責務
が示されたところでございます。
　しかしながら、依然として様々な人
権課題が存在し、人権や人命を軽視し
た事件も頻繁に報道されており、私自
身、この事態に心を痛めるとともに、
大変憂慮しております。
　時代や社会が変化しても、全ての
人々の多様性が尊重され、差別や偏見
などによる人権侵害のない社会・地域
の実現を目指すということは大変重要
であり、新年度には、「人権尊重都市
宣言」制定を目指し、市民の皆様のご
理解、ご協力をいただきながら人権施
策に取り組んでまいります。

　さて、現在の我が国を取り巻く経済
情勢は、消費税増税による消費の落ち
込みとともに、中国経済の減速、米中
の貿易摩擦、イラン、香港などの政情
不安、更には、イギリスのＥＵからの
離脱や新型コロナウイルスの流行など、
様々な問題が危惧されており、経済の
先行きが不透明な状況にあります。
　本市が、将来にわたって「地域の豊
かさ」を持続・発展させていくために

　2月19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。その中で、「希望にあふれ、誇りあるふ
るさとを創り上げ、次の世代へ引き渡していかなければなら
ないという使命に身を引き締め、一意専心、魅力あるわがま
ち草加のまちづくりに取り組んでいく。社会が不透明な状況
にあっても、将来にわたって『地域の豊かさ』を持続・発展
させていくためには、市民の皆様としっかり情報共有をしな

令和2年度施政方針
多様性を認め合い、共に生きる社会へ
「やさしさがあふれるまち草加｣へ

がら、『まち』のあるべき姿を描き、総合的かつ有効な施策に
戦略的に挑み続けるとともに、時代の変化や市民サービスの
多様化を踏まえた見直しに取り組む。困難な局面を打開し、
市政を発展させるため、一歩先を見据えた行動が必要であ
る。」と市政運営の基本的な考え方とともに、令和2年度にお
ける重点施策の具体的な取り組みを述べました。
　以下、令和2年度施政方針の全文を掲載します。

浅井昌志草加市長

❸多様性を実現する
　社会に向けて「人権尊重
　都市宣言」の制定

❶新しい時代のスタート

❹市政運営の
　基本的な考え方

❷東京2020オリンピック
　・パラリンピックの開催

リオパラリンピック金メダリストを要する
強豪のコロンビア共和国水泳選手団
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は、人口及び産業構造の変化や、厳し
さを増す財政状況について、市民の皆
様としっかり情報共有をしながら、
「まち」のあるべき姿を描き、総合的
かつ有効な施策により戦略的に挑み続
ける必要があります。
　本市の財政状況は、歳入については、
自主財源の根幹である市税は微増して
いるものの、大幅な増収が見込めない
中、国や県の補助金・負担金、地方交
付税といった依存財源の確保について
も予断を許さない状況となっておりま
す。
　一方、歳出については、少子化対策
や超高齢社会への対応が求められてい
るとともに、公共施設の建て替えや大
規模改修、都市基盤整備の推進など、
今後も多額の財源需要が見込まれてお
ります。
　このように、財政を取り巻く環境は、
依然として厳しい状況にあります。こ
れまで実施してきた事業内容では、対
象者の増加や財政負担が増大すること
により、事業そのものが成り立たなく
なることも想定されますので、時代の
変化や市民サービスの多様化を踏まえ
見直しに取り組んでまいります。

　また、昨年は、暴風雨や豪雨による
自然災害が多発し、台風15号や19号で
は、関東地方や甲信地方、東北地方で
記録的な大雨となり、河川の氾濫によ
り甚大な被害がもたらされました。
　政府は、この被害に対し、台風によ
る災害としては初めて、特定非常災害
特別措置法を適用し、被害者の皆様の
権利、利益の保全などを図る対応を進
めているところでございます。
　本市におきましても、この二つの台
風により、道路冠水、屋根などの飛散
や倒木などの被害がございました。台
風19号の際には、災害対策本部を設置
し、河川水位の監視や避難所の開設な
どを行うとともに、一部の地域では、
本市では初めて、水害時において避難
情報の発令と指定避難所の設置を行っ
たところでございます。
　様々な方にご尽力いただいた、これ
までの治水対策事業のおかげで、被害
を最小限に食い止めることができまし
たが、市民の皆様の大切な命を守るた
めの新たな課題も浮き彫りとなり、緊
急時に備えた体制づくりをさらに進め
ていく必要性を改めて感じたところで
ございます。
　今後は、昨年の台風対応で明らかに
なった課題や教訓を踏まえ、災害対応
時の協力体制などの再構築を行うこと
で、市民の皆様が安心して暮らせる、
災害につよいまちづくりにつなげてま
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、安定し
た市民サービスの提供と、新たな行政
需要への柔軟な対応を念頭に、本市を
取り巻く状況を的確に把握し、中長期
的に持続可能で、選択と集中による限
られた財源の有効活用により、健全な
財政を維持しつつ、将来課題を見据え
た積極的展開を図っていくことを基本
的な方針として、取り組んでまいりま
した。
　また、新年度は、第四次草加市総合
振興計画第二期基本計画の初年度にな
ります。第一期基本計画から推進して
いる3つの重点テーマを踏まえ、「快
適都市－草加－」の実現に向けて、よ
り効果の高い取り組みを優先的に進め
てまいります。
　それでは、新年度の主要な事業につ
いて、3つの重点テーマに沿って申し
述べてまいります。

　重点テーマの一つ目は、「持続可能
性の向上」です。
　本市では、これまで総合的な治水対
策をはじめ、生活の安全性や利便性を
高める、様々な都市基盤づくりが進め
られてきました。　
　引き続き、首都直下地震や地球温暖
化による大型台風などの大規模災害の
発生に備え、更なる安全・安心なまち
づくりへの取り組みとして、公共施設
の維持・更新、インフラの整備などの
災害対策を優先的に進めてまいります。
　また、人口減少や少子高齢化、経済
状況の変化などが要因となる労働力不
足や医療費の増大など、様々な課題に
対応するため、市内産業の活性化や世
代を超えた健康づくりを総合的に進め、
今後も活力のある、持続可能で安心し
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」に関わる取り組みについて申し上
げます。
　災害時に災害対策本部となる本庁舎
の建て替えにつきましては、令和4年
度中の完成に向け、引き続き取り組ん
でまいります。
　避難所となる小・中学校につきまし
ては、新たに、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設置の実施設
計を小学校6校、中学校1校、計7校で、
エアコン設置等工事を小学校4校、中
学校3校、計7校で行ってまいります。

　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、地域防災計画の見直し、改定
を行い、地域の皆様に運営のご協力を
いただく指定避難所と災害対策本部、
各対策部がより連携できる体制づくり
を早急に進めるとともに、近年の水害、
震災などの災害による、市民の皆様の
防災意識の高まりに応えるための、新
たな被害想定などを盛り込んだ草加市
ハザードマップ改訂版の作成、地震な
どによるブロック塀などの倒壊被害を
未然に防止するための危険ブロック塀
などの改修支援に取り組んでまいりま
す。

　指定避難所の開設・運営及び訓練に
必要な防災備蓄品や防災資機材の充実
を図り、自助・共助による災害対応を
促進するとともに、市の南西部の新里
広場を「指定緊急避難場所」として指
定するため、拡張用地を購入します。
　さらに、災害時に水道本管から直接
給水することができる応急給水栓を引
き続き整備してまいります。
　交通安全・防犯の取り組みにつきま
しては、安全・安心な道路環境を実現
し、自転車の事故を抑制するため、整
備する必要性の高いエリアにおいて自
転車通行空間の整備を実施してまいり
ます。
　また、財産管理人制度を活用し、所
有者のいない危険空き家の対策に取り
組んでまいります。
　持続可能な循環型社会を構築するた
めの取り組みにつきましては、可燃ご
みの組成調査による「食品ロス」の実
態把握を継続するとともに、市民の皆
様、飲食店事業者へのごみ減量に向け
た啓発に取り組んでまいります。

　次に、「地域経済の活性化」に関わ
る取り組みについて申し上げます。
　産業振興に向けた取り組みにつきま
しては、「草加地域経済活性化事業」
の支援を通じた市内事業所の積極的な
事業活動の促進と「企業立地促進奨励

金」による市内での企業立地に引き続
き取り組んでまいります。
　また、市内中小企業の労働力確保や
先進的かつ模範的な取り組みを行う企
業への支援などを行うことで市内企業
の労働力創出を推進するとともに、市
内事業者と豊かな発想や感性を持つク
リエイターとの交流・共働により、産
業デザインを高め、競争力の高い商品
の創出や新規マーケットの開拓につな
げてまいります。
　柿木地区の企業誘致推進エリアにつ
きましては、市内産業の振興を図るた
め、引き続き埼玉県企業局と連携する
中で、自然環境、周辺環境と調和した
産業団地の整備を進めることにより、
雇用創出につなげてまいります。
　農業振興に関する取り組みにつきま
しては、令和元年度に策定する「草加
市都市農業振興基本計画」の基本理念
「農がある都市（まち）そうか」に基
づき、様々な担い手と連携を図りなが
ら、地場農産物使用飲食店PR事業を
始めとする都市農業振興リーディング
プロジェクトを実施し、都市農業が持
つ多様な機能が発揮されるよう、まち
ぐるみで都市農業の育成を推進してま
いります。
　また、良好な景観や、環境保全、防
災空間、教育活動、生きがいづくりな
ど、多様な機能を持つ都市農地の活用
に努めてまいります。
　東京2020オリンピック・パラリンピ
ックに関する取り組みにつきましては、
「草加市オリンピック・パラリンピッ
ク推進委員会」による各種事業を支援
し、オリンピック・パラリンピックの
感動を市全体で共有するとともに、市
民の皆様にレガシーを残し、市の未来
の発展につなげてまいります。

　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
る取り組みについて申し上げます。
　人口減少社会や高齢化社会に対応し、
持続可能なまちづくりを実現するため、
福祉・医療・子育てなど、市民生活に
かかわる様々な分野との連携により、
都市機能や居住の誘導、公共交通の充
実を目指すことを目的とした、立地適
正化計画の策定を進めてまいります。
　交通利便性の向上に向けた取り組み
につきましては、交通不便地域の更な
る解消のために導入しましたコミュニ
ティバスの3路線について、利用促進
に向けた取り組みを行ってまいります。

　スポーツ・健康づくりに関する取り

安心して
暮らすことができる
災害につよいまちへ

安全・安心なまちづくり

地域経済の活性化

だれもが地域で、
いつまでも元気に
暮らせるまちづくり

エアコンを設置する草加中体育館

ハザードマップで被害想定の確認を

持続可能性の向上
重点テーマ①

❺令和2年度の主要事業

新田地域にもパリポリくんバスが開通
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組みにつきましては、市民温水プール
の建て替えに向けて、引き続き実施設
計を行います。
　また、松原団地D街区のテニスコー
トについて、令和3年度中の供用開始
を目指して整備してまいります。
　多様化、複雑化する生活課題に対す
る取り組みにつきましては、解決に向
けた相談支援や地域の支援の輪を広げ
る役割を担う「コミュニティソーシャ
ルワーカー」を増員するとともに、庁
内における横断的相談支援体制につい
ても強化してまいります。
　高年者の方々に対する取り組みにつ
きましては、住み慣れた地域で、いつ
までも安心して暮らせるように、各施
策を総合的に展開するための指針とな
る第8次草加市高年者プランの策定を
進めてまいります。
　また、開設から40年以上経過した、
養護老人ホーム松楽苑の建て替えを検
討するとともに、その他必要な社会福
祉施設の整備も併せて検討してまいり
ます。
　障がい者・障がい児の方々に対する
取り組みにつきましては、全ての市民
が支え合う共生社会の実現と、子ども
たちの健全な育成と福祉の推進を図る
ため、第6期草加市障がい福祉計画及
び第2期草加市障がい児福祉計画の策
定を進めてまいります。
　また、つばさの森について、自主通
所が困難な方にもご利用いただけるよ
う、送迎サービスを実施してまいりま
す。
　さらに、「児童発達支援センターあ
おば学園」について、肢体不自由児の
通所機能などを追加した整備に向けて、
実施設計を行うとともに、仮園舎への
移転に併せて、新年度から通園バスの
増便を行います。

　共生社会の推進に関する取り組みに
つきましては、新年度に人権尊重都市
宣言の制定を目指すとともに、宣言を
広く周知するための啓発を行います。
　また、令和3年度からを計画期間と
する「草加市男女共同参画プラン2021」
の策定を進めてまいります。

　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り組みを進めて
まいります

　はじめに、「魅力あるまちづくり」に
関わる取り組みについて申し上げます。
　都市基盤の整備に関する取り組みに
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行って
まいります。
　また、独立行政法人都市再生機構に
よる草加松原団地の建て替えにつきま
しては、獨協大学、機構及び本市の三
者で連携し、引き続き公共施設の整備
や浸水対策、伝右川の再生や今後の土
地利用など、獨協大学前＜草加松原＞
駅西側地域における取り組みを進めて
まいります。
　さらに、谷塚駅西口地区では、「谷
塚駅西口地区まちづくり構想」の実現
を目指し、引き続き、地区に関わる皆
様とともに、まちづくりの方向性や整
備手法について話し合い、合意形成に
向けた取り組みを進めてまいります。
　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
を図るとともに、両新田西町の公園用
地の取得など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、水辺環境整備事業による護岸や
遊歩道の改修などの取り組みを進めて
まいります。
　まつばら綾瀬川公園周辺エリアの利
活用につきましては、令和元年度に実
施した調査を基に引き続き、活用につ
いて、検討してまいります。
　文化芸術に関する取り組みにつきま
しては、松尾芭蕉のおくのほそ道のゆ
かりを尊重し、草加に息づくにぎわい
と活気にあふれた草加らしい文化芸術
及び伝統的な文化芸術の振興を図ると
ともに、国の名勝に指定された「草加
松原」の魅力を広く発信するため、
「おくのほそ道　草加松原国際俳句大
会」などを開催いたします。

　地域に根差した生涯学習に関する取
り組みにつきましては、中央図書館の
早期再開に向けて、引き続き、エアコ
ン工事を進めるとともに、新年度に開
館20周年を迎えるに当たり、有識者に
よる講演や、子ども向け朗読会を行う
など、生涯学習の拠点となる図書館の
周知を行ってまいります。
　姉妹都市である福島県昭和村との交
流につきましては、新年度に姉妹都市
提携10周年を迎えるに当たり、交流事
業の周知・啓発に取り組んでまいりま
す。

　次に、「まちのにぎわいの創出」に
関わる取り組みについて申し上げます。
　草加駅東口周辺に、にぎわいや魅力
の創造をもたらす取り組みにつきまし
ては、平成28年度に策定した「そうか
リノベーションまちづくり構想」の実
現に向けて、リノベーション事業をビ
ジネス化する支援、リノベーションス
クールの開催など、リノベーションま
ちづくりを引き続き推進し、産業の創
出による地域の活性化を図ってまいり
ます。
　さらに、新年度につきましては、文
教大学東京あだちキャンパスの開設を
契機としたにぎわい創出につなげるた
め、谷塚駅周辺エリアへの事業展開に
着手してまいります。
　また、草加駅東口駅前広場につきま
しては、令和4年度の完成に向けて、
施設の改修やイベントなどが開催でき
るオープンスペースの整備などを引き
続き進めてまいります。

　次に、「子育て・教育などの充実」
に関わる取り組みについて申し上げま
す。
　子育て世代の支援に向けた取り組み
につきましては、こども医療費の入院
費の支給対象年齢を、現行の「15歳ま
で」から「18歳まで」へ拡大いたしま
す。
　また、子どもの養育が困難なご家庭
に保健師・助産師などの専門職員が訪
問し、指導・助言を行う養育支援訪問
を実施してまいります。
　待機児童対策の取り組みにつきまし
ては、今後も入室児童数の増加が見込
まれる花栗南児童クラブの施設を拡充
いたします。
　さらに、子どもたちの安全確保のた
め、やつか保育園・あおやぎ保育園の
耐震補強工事を実施するとともに、た
かさご保育園の現地建て替えに着手す
るほか、老朽化した保育施設の改修を
実施してまいります。
　教育環境の充実に関する取り組みに
つきましては、小学校4校のブロック
塀や中学校9校のトイレの改修工事を

実施するとともに、学校施設の長寿命
化計画を策定し、計画的に安全な教育
環境の維持・整備を進めるとともに、
国のGIGA（ギガ）スクール構想を踏
まえて、小中学校の校内ネットワーク
などの整備を目指してまいります。

　さらに、第三次草加市子ども教育連
携推進基本方針・行動計画を策定し、
幼保小中を一貫した教育を通して、子
どもたちの自己肯定感・自己有用感を
育むことができるよう、各園・各学校
における教育・保育の質の更なる向上
に努めてまいります。
　学力向上に関する取り組みにつきま
しては、引き続き本市独自の学力・学
習状況調査の分析による授業内容の改
善と併せて、学力向上推進校に学力向
上推進補助員を配置し、児童・生徒の
学習に対する支援の充実を図ってまい
ります。また、中学校3校での数学の
放課後学習を実施してまいります。
　多様なニーズに対応した教育の支援
に関する取り組みにつきましては、今
後、ますます問題の複雑化が予想され
る不登校生徒児童に対して、個別の課
題に対応できる学校支援指導員、生徒
指導担当指導員、専門機関との連携の
もと学校を支援するスクールソーシャ
ルワーカーを増員いたします。
　また、年々増加している日本語指導
を必要とする外国人児童生徒などに対
し、一定期間初歩的な日本語や日本文
化を学ぶ機会を充実させ、日本語指導
を支援してまいります。

　重点テーマの三つ目は、「コミュニ
ティ力の向上」です。
　まちの持続可能性、安心を高めてい
く取り組みは、行政の力だけで進める
ことはできません。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
りに活かしていくことが必要となりま
す。
　多様化する市民ニーズ、地域ニーズ
に対応した魅力ある地域づくりを推進
していくためには、市民自らがまちづ
くりの主体となりつつ、それぞれの関
心に基づきネットワークを築いていく
とともに、行政とのパートナーシップ
によって取り組みを進めることが、今
後ますます重要となってまいります。
　今後も、コミュニティ力の向上に向
けた仕組みづくりなどの様々な支援を
進め、市民の皆様の活動が、地域課題
の解決につながるような取り組みを進
めてまいります。

中学校教員による小学校への乗り入れ授業

魅力あるまちづくり

まちのにぎわいの創出

子育て・教育などの充実

建て替えが決まったあおば学園

ブランド力の向上
重点テーマ②

コミュニティ力の向上
重点テーマ③
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　はじめに、「市民協働によるまちづ
くり」に関わる取り組みについて申し
上げます。
　都市計画マスタープラン「まちづく
りの基本となる計画」に基づき、計画
に掲げるまちの将来像の実現に向けて、
市内10のコミュニティブロックごとの
行動計画である「コミュニティプラ
ン」の策定を引き続き進め、地区の
方々との連携や、役割分担などの仕組
みづくりに取り組んでまいります。新
年度には、平成30年度から策定に取り
組んでいる谷塚中央地区と新田西部地
区でプランを策定するとともに、新た
に2つの地区で地区別懇談会を立ち上
げ、「コミュニティプラン」の策定に
着手いたします。

　次に、「市民活動・支え合い」に関
わる取り組みについて申し上げます。
　町会・自治会の活動拠点である会館
につきましては、会館改修や、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、（仮称）松原児童センターに
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3年度中の供用開始
を目指し、建設工事を行ってまいりま
す。
　以上が重点テーマになった主要な事
業でございます。
　なお、特定の重点テーマには位置づ
けられませんが、限られた財源のもと

で新たな価値を創造していく市役所づ
くりのための取り組みとして、職員の
作業時間の短縮や負担軽減が見込まれ
る事務に対し、ソフトウェア型ロボッ
トによる業務の自動化、いわゆるRPA
を試験的に導入し、業務の効率化を推
進してまいります。

　最後に、冒頭にも申し上げましたが、
新年度からは、第四次草加市総合振興
計画第二期基本計画が始まります。
　本計画では、予測される社会・経済
状況の変化や市民ニーズ、財政状況を
考慮する中で、市民や地域団体などの
皆様と緊密に連携した市政運営にさら
に取り組んでまいります。
　私は、「持続可能なまちづくり」を

進めていくためには、現状維持だけで
なく、新たな課題に対応するために一
歩先を見据えて行動することが必要だ
と考えております。
　常に新たな事に挑戦する大きな志が
なければ、困難な局面を打開し、市政
を発展させることは望めません。その
ためにも、しっかりと現状把握を行い、
様々な課題の解決に向け、職員一丸と
なって取り組んでまいります。
　本市が目指す「快適都市－草加－」
の実現に向け、市民の皆様、議員の皆
様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2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。

❻むすびに

市民協働による
まちづくり 市民活動・支え合い

草加市長

　2月26日時点で中止・延期が決定しているイベ
ント等は、市ホームページ（QRコード）で確認
できます。その後の開催状況については、各担当
課まで問い合わせてください。

①不特定多数の来場・参加等が見込まれるもの
②重症化の恐れが高い人（※）を対象としたもの
　※65歳以上の高年者や基礎疾患のある人、免疫抑制剤等
の服用者、妊婦
③感染の可能性が高いと想定される会場（接触機会が多い、
気密性が高いなど）で開催するもの
◆やむを得ない理由等で開催する場合は、感染予防対策
（消毒液利用の徹底や、接触機会の抑制等）を講じます。

新型コロナウイルス感染拡大防止へ
問新型コロナウイルス対策本部（危機管理課）☎922-0614Ü922-6591Ü

上記2館の休館に関する問い合わせは、長寿支援課へ
☎922-1342Ü922-3279Ü

3月8日第9回草加松原太鼓橋ロードレース大会も中止

◆感染を防ぐために
　冷静な対応を心掛け、咳エチケットや手洗いなど、インフルエン
ザ等と同様の感染予防対策をお願いします。
※特に、高年者や持病のある人は、重症化しやすい可能性が考えら
れますので、できるだけ人混みの多い場所を避けるなどの対策を
心掛けましょう。

　　一般的な問い合わせ先
　ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせ
については、下記の窓口にご相談ください。

　●厚生労働省相談窓口　
　　☎0120-565653Ü03-3595-2756　
　　月～日曜日、祝日　午前9時～午後9時

一般的な問い合わせ先

Ü

　重症化の恐れが高い高年者の利用が多い上記2館の臨時休館を決
定しました。児童館・児童センターなど他の公共施設の利用につい
ても今後決定次第、市ホームページなどでお知らせします。

　放課後子ども教室や学校開放事業など、学校一斉休校に伴い対応
が必要となる事業については、早急に対応を決定し、市ホームペー
ジなどでお知らせします。 

　市民の皆様には、咳エチケットや手洗いの徹底など、一人ひとり
が感染予防対策に努めていただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症
相談・受診の目安
問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

厚労省ホームページで最新情報の確認を

市ホームページで最新情報の確認を

◆相談の結果、医療機関で受診するときには
　○センターから勧められた医療機関で受診してください。
　○複数の医療機関を受診することは控えてください。

●帰国者・接触者相談センター（草加保健所）
　☎925-1551Ü925-1554
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

●埼玉県新型コロナウイルス感染症
　県民サポートセンター
　☎0570-783-770　365日・24時間対応

◆集会・イベントの対応方針概要 ◆公共施設の臨時休館（2月28日現在）

◆学校一斉休校に伴う事業の対応について（2月28日現在）

◆咳エチケットや手洗いなど感染予防対策の徹底を

　曜日や時間帯によって異なっていた相談先を一本化し、一般的な
相談のほか、感染が疑われる場合には帰国者・接触者相談センター
（草加保健所）への相談につなぎます。新型コロナウイルス感染症
に関する相談は、まずは下記県民サポートセンターへ。

◆3月1日から電話相談は県民サポートセンターへ

　市長を本部長とする「新型コロナウイルス対策本
部」を2月20日に設置。市内での感染拡大防止のため、
集会･イベントの対応方針や、公共施設の臨時休館など
を決定。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

中
止
・
延
期
の
基
準

3月末日までの間、市などが主催する不特定多数が
参加する集会・イベントは、中止・延期

であいの森・ふれあいの里　3月2日㈪から臨時休館

感染の疑いが強い場合は、帰国者・接触者相談センターへ



今年度から創設の技術部門とは？

・・・・・・・

新たに3製品を認定
令和元年度は技術部門を創設
2技術を認定

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、市内で製造された優れ
た特徴ある製品を「草加モノづくりブランド」として認定してお

り、現在35製品を認定しています。また、今年度から技術部門を
創設し、新たに3製品、2技術を認定しました。

・・・・・・・

　従来の草加モノづくりブランドは製品を認定する制度でした
が、技術部門では優れた製品を生み出す過程の高い技術に焦点

をあて、技術そのものをブランド認定することで、幅広い市内
事業者のPRを支援しようと創設した制度です。

製品部門 市内事業者が製造している先進性や独自性のある製品を認定する部門

技術部門 優れた製品を生み出すための高い技術力を認定する部門

　牛革に蜜蝋を塗り込み耐久性を高め、あえて刷毛目模様
としてデザインの一部としました。使い込むうちに革表面
に光沢が増し、味わい深い経年変化が現れます。使う人と
共に育ち愛着を持って永く使用できる商品です。末永く使
えるよう修理体制も万全に整えています。

株式会社ウィズ

ブライドルレザーシリーズブライドルレザーシリーズ

（稲荷1-4-13）

☎969-4196
代表取締役　竹下 淳一郎

　シャフト部分を曲げたことで、少ない力でピック先端が
氷壁に突き刺すことができるため、極寒の極限状態でも登
山者に負担をかけず、効果的に機能する製品。軽量化と強
度を満たすためにピック部分にチタン合金を使用。チタン
合金は熱伝導性が低いため持ち手が冷たくならないなど、
登山家ならではの発想が盛り込まれています。

有限会社ミゾー

登山用アックス・ピッケル流星シリーズ登山用アックス・ピッケル流星シリーズ

（手代1-25-32）

☎928-7024
代表取締役　溝渕 三郎

　重くて収納場所に悩む演台ですが、この演台は段ボール
製のため、軽くて持ち運びが簡単。組み立て式なのでコン
パクトに収納できるほか、出張時にも自社のロゴが入った
演台でプレゼンが可能に。段ボール製ですが、強度は全く
問題ありません。

森紙器株式会社

軽くて、丈夫で、リーズナブルな演台軽くて、丈夫で、リーズナブルな演台

（青柳2-11-43）

☎936-9321
代表取締役　森 勇一

　ほとんどの電気機器に組み込まれている放熱板（ヒート
シンク）。形状の性質上、鍛造での成型が困難とされてい
ましたが、鍛造技術と加圧制御できるサーボプレスを用い
て最小工程・短サイクルタイムで複雑な形状の成型を可能
としました。低コスト・高品質のヒートシンクは、機器全
体の耐久性や機能を向上させる効果が期待されます。

株式会社塚本製作所

サーボプレスを用いた銅・アルミニウムの放熱板（ヒートシンク）の製造技術サーボプレスを用いた銅・アルミニウムの放熱板（ヒートシンク）の製造技術

（松原4-7-32）

☎941-7688
代表取締役　塚本 博文

　量産用の機械印刷と伝統技法の金銀砂子や金銀箔押し、
吹き付け加工を組み合わせることで、手加工の味わいと温
かみを表現しています。デザインから製版、印刷、仕上げ
までを一貫して行い、貼ってはがせてのり残りしない壁紙
や安らぎを与える空間の演出など、柔軟な生産体制をとっ
ています。

株式会社菊池襖紙工場

襖紙・壁紙の印刷技術襖紙・壁紙の印刷技術

（新里町1355）

☎925-1245
代表取締役　菊池 義明
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令和2年の市内交通事故状況（前年比）2月20日現在　人身事故73件（－5）　死者1人（－1）

　現在、臨時窓口を設けている2階
の工事に伴い、4月1日㈬～5月31日
㈰は全館休館します。工事期間中は
下表施設を利用してください。ご不
便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。
■工事期間中の本の貸し出し・返却

　適正な農地保全、良好な都市
環境の形成を目的として定めて
いる地域地区のひとつ。農業を
継続することを条件に税制上の
優遇を受けることができます。
また、緑地として継続的に活用
できるため、災害時の避難場所
などのまちづくりにおいて様々
な役割をもちます。

　草加市病院事業管理者の諮問に応じ、同病院の運営等について意
見を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和2年4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。また、同審議
会の委員として選任された経験がない人。

■募集人数　男女各1人
■任　　期　委嘱日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
ω3月26日㈭までに、市役所情報コーナー、サービスセンター等で
配布する応募用紙（市販のA4の用紙でも可）に審議会の名称・氏
名（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号・公開抽
選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の経験・小論文
「草加市立病院運営審議会委員に応募した動機について」（600～
800字）を記載し同病院経営管理課（ファクス、メールでも可）へ。
　公開抽選は、3月30日㈪午前10時から同病院本館3階講堂で。

　市では、市街地の防災性の向上や将来的な公共施設用地の確保、
水と緑の空間を形成するため、追加指定基準に該当する生産緑地地
区の追加指定申請を受け付けます。
■追加指定基準
　いずれも適正な管理がされている農地で、①または②に該当する
もの。
①幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接道した、面積2500㎡以上の農地。
②幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接道した、面積300㎡以上の農地の
うち、次のいずれかに該当する農地（条例制定により最低面積要
件を500㎡→300㎡に引き下げました）。
　・都市計画マスタープランで位置付けられた防災機能改善モデル
地区にかかる農地

　・都市計画マスタープランで位置付けられた水とみどりのネット
ワークにかかる農地

　・都市計画道路等の予定地にかかる農地
　・庭先販売農家が耕作している農地
　・防災協力農地に登録した農地
ω6月30日㈫までに最新の公図と申請地の面積が確認できるもの
（登記簿謄本・固定資産税課税証明等）を持参し、都市計画課へ。

　右表に該当する人は、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）の手続きをしてください。

手続に必要なもの
・右表に該当する必要書類
・本人確認書類（運転免許証・パスポート等）
・マイナンバーが分かるもの（通知カード・マイナンバーカード等）
・委任状（別世帯の人が手続きする場合。保険証は本人の住所地へ
郵送）

国保への加入・脱退等の届け出は速やかに
　国民健康保険税は、職場の健康保険をやめた月など、国保に加入
しなければならない月の分から課税されるので、加入届の提出が遅
れると、さかのぼって保険税を納めることになります。
　また、国保の脱退届が提出されるまでは国保に加入しているとみ
なされるため、職場の健康保険の保険料と国民健康保険税を二重に
納めてしまうこともあります。

手続に必要なもの

国保への加入・脱退等の届け出は速やかに

公民館
文化センター

地域開放型図書室
（高砂小・西町小・川柳小）

施設

土曜日　午後1時～5時30分
日曜日　午前10時～午後4時

中央図書館ブックポスト
（返却のみ） 24時間返却可能

午前9時～午後8時

時間

他の市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

外国籍の人が加入する時

他の市町村の転出証明書

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

保険証、出生を証明するもの

保護廃止決定通知書

在留カード、パスポート

必要書類

必要書類

必要書類

保険証、死亡を証明するもの

保険証、保護開始決定通知書

保険証

保険証

本人確認書類

他の市町村に転出する時

職場の健康保険に加入した時

職場の健康保険の被扶養者になった時

国保被保険者が死亡した時

生活保護を受けるようになった時

市内で住所が変わった時
世帯主の氏名が変わった時
世帯が分かれたり、一緒になったりした時

就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

■国民健康保険に加入

■国民健康保険を脱退

■その他

国保と職場の健康保険の両方の保
険証（職場の保険証が未交付の場
合、加入したことを証明するもの）

保険証、在学証明書または入所証
明書、他市区町村住民票

生産緑地とは？

市内の生産緑地は310か所76.97ha
（令和2年1月時点）

中央図書館全館休館
問中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

草加市立病院運営審議会
問市立病院経営管理課
　☎946-2200Ü946-2211
　soka-hosp2200@max.odn.ne.jp

Ü



生産緑地地区の
追加指定申請を受け付け
問都市計画課☎922-1790Ü922-3145Ü

職場の健康保険をやめた時・加入した時は
国民健康保険の届け出を
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

最低面積要件300㎡へ引き下げ、申請しやすく

委員
募集

4月1日～
5月31日
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　タクシー料金の運賃改定により、令和2年度分の福祉タクシー・
自動車燃料費利用券助成額が次のとおり変わります。なお、いずれ
の利用券も助成額未満で利用した場合、おつりは出ません。
　

　■1枚当たりの助成額　利用したタクシーの初乗運賃
　　※埼玉県と協定または草加市と契約を締結している事業者の

み利用できます。
　　※利用するタクシーにより助成額が変わります。
　　※都内のタクシーを利用した場合は、上限500円。
　■1回の乗車で利用できる枚数　1枚

　

　■1枚当たりの助成額　500円
　■1回の給油で利用できる枚数　最大3枚

　市では県の補助を受けて、重い障がいのある人を対象に医療費助
成を行っています。
■対象医療費
　1～3割の本人負担額と入院時の食事療養標準負担額等の2分の1
■対象者
　次の手帳等が交付され、本人所得が所得制限基準額（下表参照）
を超えない人
○身体障害者手帳1～3級
○療育手帳Ⓐ～B
○精神障害者保健福祉手帳1級（精神病床の入院費用は助成対象
外）

○65歳以上で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた被保険者
（主に身体障害者手帳4級の一部や精神障害者保健福祉手帳1・2
級の交付を受けている人、障がい基礎年金1・2級の人）

　※平成27年4月1日以降に65歳以上で新規に手帳を交付された人
は対象外（すでに受給資格があり、所得が所得制限基準内の人は、
65歳以降も支給対象です）。

　移動の困難な心身障がい者を対象に、自立した生活や社会参加の
支援をする福祉タクシー利用券または自動車燃料費利用券を先行交
付します。交付する利用券はいずれか一方のみ。
　なお、期間中に申請できなかった場合は、4月8日㈬以降に申請
できます。18歳未満の人は子育て支援課、18歳以上の人は障がい
福祉課で申請を。
※先行交付する枚数と4月に交付する枚数は同じです。
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用にご協力を。
■対象者
　身体障害者手帳1～3級（上肢機能障がいのみで3級の人を除く）、
療育手帳Ⓐ～Ｂ、精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
※申請時に入院、特別養護老人ホーム等の施設に入所している人は、
退院・退所後に申請を。

■必要なもの
　・福祉タクシー利用券…手帳（原本）
　・自動車燃料費利用券…手帳（原本）、車検証、運転免許証
　※申請書の代筆を希望する人は印鑑を持参してください。
■利用券の臨時窓口会場・先行交付日程

　審査は年度ごとに行い、本人の所得（※1）が基準額を超えると、
その年の10月～翌年9月末までの診療にかかる医療費助成が停止さ
れます。
　※経過措置として平成30年12月31日までにすでに受給資格を持
っている人は、令和4年10月1日以降の診療分から所得制限が適用
されます。
■所得制限基準額の一例（令和元年度）

※3月23日㈪～25日㈬は、市役所での交付は行いません。
※連日（特に午前中）混雑が予想されますので、時間に余裕をもって来場してください。
※草加市文化会館は空調工事中のため、来場の際は防寒対策を。

福祉タクシー利用券福祉タクシー利用券

自動車燃料費利用券自動車燃料費利用券

※1　所得は一部の所得控除後の額(税法上の控除とは異なります)
※2　扶養親族等の。数が1人増えるごとに38万円が加算されます。

扶養親族等の数
なし
1人
2人

基準額※2
360万4000円
398万4000円
436万4000円

事業者の方は…
スムーズに換金を行うために、
3月19日㈭までに使用済商品券を
ポスト投函しましょう！

草加市プレミアム付
商品券を持っている人
草加市プレミアム付
商品券を持っている人

　疑問・質問は草加市商品券ヘルプデスク（☎953-9464）へ。

　

　3月16日以降、商品券は使用できません。未使
用の商品券は返金できませんので、必ず3月15日
までに使用してください。
※取扱店は特設ホームページ（QRコード）で確
認を。

　
　期限に間に合わない場合、換金ができなくなります。

草加市プレミアム付
商品券取扱店事業者
草加市プレミアム付
商品券取扱店事業者

ふるさとまちづくり応援基金
助成希望団体を募集

重度心身障害者医療費の
助成制度
問後期高齢者・重心医療室☎922-1035Ü922-3178Ü

平成31年1月1日以降、新規で受給資格
登録申請をする人に所得制限を導入

福祉タクシー・自動車燃料費
利用券の助成金額を変更

問障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
　子育て支援課☎922-1483Ü922-3274

Ü

Ü

時間日にち会場

谷塚文化センター

草加市文化会館

勤労福祉会館

市役所第二庁舎2階

3月23日㈪

3月24日㈫

3月25日㈬

①午前9時～正午
②午後1時～5時

午前8時30分～午後5時

問市民活動センター☎920-3580Ü925-1872Ü

福祉タクシー・自動車燃料費
利用券を先行交付

令和2年度分

使用期限・換金期限が
迫っています
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

草加市プレミアム付商品券

使用期限
3月15日㈰

換金期限
3月31日㈫到着分

3月26日㈭～4月7日㈫
（土・日曜日を除く）

問障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
　子育て支援課☎922-1483Ü922-3274

Ü

Ü

臨時窓口
を開設

4月1日
から
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　市オリジナル自転車保険「入って安心!RinRin
そうか」の加入受付中。保険料は本人2000円、
家族1人1000円。場所は市役所西棟。ε交通対
策課☎922-1641Ü922-1030

　市HPの月平均閲覧数は7万8000ビュー。バナ
ー広告で市民へアプローチしてみませんか。掲
載は次の2種類。
①トップページ…6つのメニューページ全てに
掲載。月額3万円（継続割引あり）。
②暮らしのできごとページ…8テーマで構成さ
れたメニューページのいずれかに掲載。特定の
ターゲットにアピールできます。月額3000円。
　掲載申込書等は市HPから入手できます。ε

広報課☎922-0549Ü922-3041

市HPのバナー広告主募集中
新たな客層へアプローチ4月1日

補償開始は 3/18㊌加入締め切り

忘れて
いませんか？

　川口市戸塚環境センター施設整備事
業に伴う環境等の影響をまとめた環境
影響評価準備書の縦覧を行います。
■縦覧　3/13㊎～4/13㊊（㊏㊐㊗を除
く）。場所は環境業務センター、新田
西文化センター。県HPでも縦覧可
ε川口市環境部環境施設課☎048-228-
5383または廃棄物資源課☎931-3972Ü

　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、平
成31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2年度の軽自動車税（種別割）が
免除されます（車両登録上の所有者及
び使用者が申請者と同一であること、
平成30・31年度の軽自動車税を滞納し
ていないことが条件）。è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（登録番号が読み取
れるもの）を添えて、4/1㊌～10㊎に
同課へ。☎922-1049Ü920-1502

931-9993

　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。日本
脳炎2期の予防接種の対象者には、小
学4年生になる時に個別通知を送って
いますので、13歳になる前日までに予
防接種をしましょう。13歳を過ぎてか
らの日本脳炎の予防接種は自費となり
ます。ε保健センター☎922-0200Ü92
2-1516

　3/11㊌12時～17時はマイナンバーカ
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サー
ビスが利用できません。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☎92
2-1049Ü920-1502◇納税証明書…納税
課☎922-1098Ü920-1502

　5/3㊗及び毎月第3㊏に続く㊐はシス
テムが休止するため、マイナンバーカ
ード（個人番号カード）及び電子証明
書等の手続きができませんのでご注意
ください。ε市民課☎922-1536Ü920-

1501

◯高等職業訓練促進給付金  ◯自立支援教育訓練給付金
è電話連絡の上、子育て支援課へ。☎922-1476Ü922-3274è Ü

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

　入学・受講前の申請が必要です。

 高等職業訓練促進給付金

　ひとり親家庭等の親が、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。
　1年以上の課程を修了し、その資格取得が見込まれることが条件。就労しなが
ら資格取得を目指す場合は通信制も対象。
■対象者　次の全てを満たす人
　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。
■支給額（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）

 高等職業訓練促進給付金

■支給期間　4年を限度に修業する全期間（在学中の人は申請月から支給開始）
　また、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
証人がいる場合は無利子、条件により返済免除）もあります。

 自立支援教育訓練給付金

　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。申請前にハローワークに教育訓練給付
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HPで検索する
ことができます。
■対象者　次の全てを満たす人
　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。
■支給額
　受講費用の60％（講座ごとに上限額あり。受講費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）

 自立支援教育訓練給付金

　ひとり親家庭の親対象のキャリアアップ
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。支給には事前
審査があります。

13歳の誕生日前日までに
日本脳炎2期の予防接種を

商品車の軽自動車税課税免除申請
4/1㊌～10㊎に

環境影響評価準備書の縦覧

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。

3月の
納税
日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎

納税課で
9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間

感染症の影響でイベント等の中止・変更の可能性有。事前に確認を

納税は便利な口座振替で

マイナンバーカード及び
電子証明書に関する手続きの休止

コンビニ交付サービス一時休止
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≪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 問保健センター 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22 ※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

検査・健康相談など　è電話で

■転入者は母子健康手帳を準備の上、保健センターへ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和2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

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô6～8月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö4/12㊐・15㊌9時15分～12時15分　ù
沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö3/25㊌13時～14時　
ë10人　草加はり灸マッサージ師会が実施

マタニティサロン　è電話・市HPで
ô妊婦と夫  ë30人　ö4/22㊌13時～15時30分　ù歯科講話・おすすめ献立試食・骨
密度測定（希望者のみ100円）

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者　ë30組　ö4/13㊊9時30分～12時　ù保健師・栄養士の育児・栄
養相談、絵本読み聞かせ

離乳食講習　è電話・市HPで
ù離乳食の進め方の講習と試食
初期　ô5～6か月児　ë30組　ö3/30㊊13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö3/30㊊10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö3/25㊌10時～11時30分

マッサージè

乳幼児健康診査

1歳7か月児

3歳3か月児

ô平成30年

ô平成28年

9/1～15生まれ
9/16～30生まれ
12/1～15生まれ
12/16～31生まれ

ö4/7㊋
ö4/21㊋
ö3/10㊋
ö3/24㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê3月末

ê2月末

ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン栄養相談è

母子保健　

成人保健

体調が悪い人・不安な人は無理をせず、時期をずらして受診してください。

　平成30年度の自殺者は2万840人
で、平成22年度以降9年連続で減
少し昭和56年以来37年ぶりに2万
1000人を下回りましたが、3月の
自殺者は1年で最も多い状況が続
いています。
　3月は進級や卒業、子どもの独
立、就職・転勤など生活環境が大
きく変わり、ストレスを抱えやす
い時期。自殺を考える人は視野が
狭まり孤立した状況で、相談でき
ずに追い詰められている状態にあ
ります。周りの人が不眠や言動の
変化など悩みを抱えているサイン
に早く気づき、悩み苦しんでいる
心を受け止め、相談機関や医療機
関につなげていくことが大切です。
保健センター（☎922-0200）と草
加保健所（☎925-1551）では、平
日8時30分～17時にこころの相談
を受け付けています。また、埼玉
いのちの電話（☎048-645-4343）
では毎日24時間体制で相談を受け
付けています。ε保健センター☎
922-0200Ü922-1516

3月は
自殺対策
強化月間

運営委員募集
　そうか子育て応援・情報サイト
「ぼっくるん」のサイト運営（情報
収集、取材、記事作成等）。募集は
2人。任期は4月からの1年間（継続
可）。è3/26㊍までに子育て支援セ
ンター、プチみっけ、児童館・児童
センターで配布する応募用紙（ぼっ
くるんHPからも入手可）を子育て
支援センターへ。ファクスも可。☎
941-6791Ü941-6828

ぼっくるん運営委員「ぼっくるん隊」とは？？
　草加で子育てを経験している人たちがそれぞれの目線で取材・企画し、
発信する子育て支援センターが運営する「そうか子育て応援・情報サイト
ぼっくるん」の運営パートナー。定員10人。

■ぼっくるん隊トップページ

　草加駅東口駅前「シティパーキング
アコス」駐車場は1時間300円（以後30
分150円）、24時間まで最大1000円で
利用できます。また、各施設でのお買
上げ金額による1～2時間の無料サービ
スも受けられます。詳しくはアコス㈱
☎922-7000へ。ε都市計画課☎922-18
96Ü922-3145

オーキングクラブ…健康維持に効果的
なインターバルウオーキングや筋力運
動を実施。いずれも活動期間は4月～
令和3年3月。18歳以上対象。è3/15㊐
までに草加市体育協会HPまたははが
きに必要事項を記入し〒340-0022瀬崎
6-31-1同協会へ。☎928-6361Ü922-15
13

　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。応募資格は、
①は22歳～26歳未満②は18歳～33歳
未満。受付期間は①は3/1㊐～5/1㊎、
②は3/1㊐～5/15㊎まで。ε自衛隊朝
霞地域事務所☎048-466-4435

■納税は期限内に　所得税及び復興特
別所得税は3/16㊊、消費税及び地方消
費税（個人事業者）は3/31㊋までに金
融機関等で納付を。30万円以下の場合、

QRコードを利用したコンビニ納付を
利用することもできます。
■口座振替　所得税及び復興特別所得
税は4/21㊋、消費税及び地方消費税
（個人事業者）は4/23㊍が口座振替日
です。納期限までに管轄する税務署ま
たは金融機関に口座振替依頼書の提出
が必要です。
ε川口税務署☎048-252-5141（自動音
声「0」を選択）

①草加フィットネスクラブ…健康体力
維持増進のための運動プログラムを実
施。②草加JOGS…ランニング初心者
・愛好者のクラブ。③草加ヘルシーウ

24時間最大1000円
シティパーキングアコス利用で
便利なお買い物を

川口税務署からのお知らせ

自衛官を募集

スポーツクラブ参加者募集

　4/12㊐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。è3/30
㊊までに電話で市民体育館へ。☎Ü93
6-6239

Ü

　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
に各担当事務局へ連絡を。
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉　3/16㊊9時
30分～　市役所西棟第3会議室で
■地域経営委員会〈総合政策課☎922- 
0749Ü927-4955〉　3/17㊋14時～　
市役所西棟第2会議室で
■安全安心まちづくり推進協議会〈く
らし安全課☎922-3607Ü922-1030〉　
3/24㊋14時～　市役所西棟第3会議室
で
■在宅医療・介護連携推進協議会〈長
寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉　
3/27㊎13時～　市役所第2庁舎第1･2委
員会室で
■地域福祉連絡協議会〈福祉政策課☎
922-1234Ü922-1066〉3/31㊋15時～　
市役所第2庁舎第1･2委員会室で

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

バウンドテニス講習会

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」 2020年3月5日号
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ふれあい文芸草加  第35号
3/9㊊刊行 ε文化観光課　☎922-2968Ü922-3406

　市民や小・中学生が投稿した
俳句や小説・短歌等の文芸作品
を掲載したふれあい文芸草加第
35号が3/9㊊に刊行。1冊700円。
市役所情報コーナー、公民館、
中央図書館で販売。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～ふれあい文芸草加とは～
　文芸活動を通じて、生活の中
の豊かさやふれあいを求め、作
品発表や自由な交流の広場にし
ようと、1986（昭和61）年に創
刊された総合文芸誌。作品は市
内在住・在学・在勤する人たち
から募集し、年1回刊行している。

獨協大学オープンカレッジ
春期・通年講座

　3/13㊎草加駅東口10時～16時（11時
45分～13時を除く）、獨協大学前駅西
口10時～16時。草加ライオンズクラブ
の協力。3/26㊍ベルクス草加青柳店10
時～16時30分（11時45分～13時を除
く）。草加中央ボランティアクラブの
協力。ε福祉政策課☎922-1234Ü922- 
1066

Ü

①清掃作業員
　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
環境業務センター。粗大ごみの収集業
務ほか。募集は3人。給料月額17万
9564円。期末手当、通勤手当あり。面
接は3/17㊋に実施。採用は4/1。
②公園維持管理等作業員
　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
みどり公園課。自動車運転のほか除草
作業や施設修繕等もあり。普通自動車
運転免許証（AT車限定は不可）以上
所持者対象。募集は1人。給料月額15
万2746円。期末手当、通勤手当あり。
面接は3/17㊋に実施。採用は4/1。
③土木作業員
　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
③

　3/28㊏9時～15時。会場はリサイク
ルセンター。出された粗大ごみのうち、
まだ使うことができる品物をリユース
品として安価で販売します。販売予定
品確認は市HPで。毎月第4㊏に実施し
ています。
■購入方法　当日先着順（予約・取り
置きは不可）。希望の品物に貼ってあ
る購入申込書を受付へ。支払いは現金
のみ。※市内在住の個人対象。事業者
は不可。転売、返品、返金はできませ
ん。購入後は直ちに搬出してください。
ε廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993、
当日のεはリサイクルセンター☎930-
1156

ε ☎ Ü

ε ☎

令和2年度
会計年度任用職員

エコでお得な「粗大ごみ」の
リユース品展示販売

愛の献血

　獨協大学オープンカレッジの春期・
通年講座の受講生を募集します。次表
の講座など100講座を5月から開講しま
す。会場はいずれも獨協大学。詳細は
生涯学習課・公民館・中央図書館等で
配布する講座案内を確認するか、獨協
大学へ資料を請求してください。è講
座案内とじ込みのはがきを同大学エク

ステンションセンターへ（ファクスも
可）。☎946-1678Ü946-1935Ü

講座名 回数 受講料

全6回

全3回

全5回

全6回

全8回

全6回

全9回

全6回

全8回

全6回

全9回

西洋絵画を読む

新聞から見える現代社会

英語で学ぶ江戸絵画

地域の環境を考える

楽しく学ぶ法律講座

意思決定の会計学

相対性理論入門

1万3200円

6600円

1万1000円

1万3200円

1万7800円

1万3200円

1万9800円

1万3200円

1万7600円

1万3200円

1万9800円

災害時に役立つ
アウトドアテクニック

ジェイムス・ジョイス
『ダブリナーズ』を読む

詩の世界・世界の詩人
たち

世界から見た日本近現
代史

維持補修課。運転業務、道・水路のパ
トロール、補修作業ほか。普通自動車
運転免許証（AT車限定は不可）以上
所持者対象。募集は1人。給料月額15
万2746円。期末手当、通勤手当あり。
面接は3/24㊋に実施。採用は5/1。
④消費生活相談員
　㊊～㊎の指定する週3日程度で9時30
分～16時30分。場所は消費生活センタ
ー（勤労福祉会館内）。販売や契約等
に関する相談、アドバイスほか。消費
生活相談員資格試験に合格、またはそ
のみなし合格者対象。募集は1人。時
給1968円。通勤手当あり。面接は3/26
㊍に実施。採用は5/1。
è①②は3/13㊎（必着）までに申込書
と②は免許証の写しを、③④は3/19㊍
（必着）までに申込書と③は免許証、
④は資格証の写しを〒340-8550職員課
へ。募集要項・申込書は職員課で配布
（市HPからも入手可）。☎922-0983Ü
922-3098

④

③④
③

④

Ü

　3/10㊋～16㊊。会場は新里文化セン
ター。戦争の悲惨さ、平和の尊さを次
世代に伝えるため、東京大空襲のパネ
ル展示を行います。平和ネットワーク
草加との共催。折り鶴オブジェ「平和
への羽ばたき」も展示します。ε人権
共生課☎922-0825Ü927-4955

平和パネル展「東京大空襲」

　3/8㊐13時～16時30分。会場はさい
ゆうヴィレッジ。定員80人（当日先着
順）。人工透析患者を増やさないため、
慢性腎臓病の早期発見と早期治療につ
いて講演します。主催は草加市腎臓病
友の会。ε障がい福祉課☎922-1436Ü
922-1153

講演会
「慢性腎臓病について」

～皮革製バッグ編～
「草加レザークラフト教室
  inぱりっせ」

手縫いで作る

　4/4㊏9時～12時。会場は草
加消防署。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30人。
応募多数の場合は抽選。è3/
28㊏までに草加消防署へ。☎
924-2116Ü924-0965Ü

AEDの使い方を学ぶ

普通救命講習会 Ⅰ

明日、身近な人を助けるのは
あなたかもしれません。

大きさ　25×18×6cm

　4/15㊌13時～17時。会場は伝統産業展示室「ぱりっせ」。草加
の皮革職人が講師となり、木目革ボックストートバッグを制作し
ます。定員10人。料金は8000円。è3/9㊊10時から電話でぱりっせ

へ。☎Ü 931-1970Ü 

今年の春Bagは
ハンドメイドで
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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

※感染症の影響で催事の中止・変更の
可能性があります。εè先に確認を。
■介護者の集い「オアシス」　3/7㊏
10時～12時　中央公民館　3/24㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　4/7㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　3/
7㊏13時15分～16時15分　谷塚文化セ
ンター　軽飲食付き　男女競技選手及
び会員多数待機　参加費700円　ε太
田☎090-3520-7309
■スポーツウエルネス吹矢体験　3/8
～29の㊐13時～15時　川柳文化センタ
ー　初心者歓迎　無料　ε植木☎090- 
2253-8475
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
3/8㊐、4/5㊐13時15分～16時15分　谷
塚文化センター　参加費各500円　ミ
キシング　トライアルあり　飲み物付
き　ε飯塚☎090-4958-9229
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/ 
9㊊13時～15時　3/14㊏11時～13時　
3/17㊋・19㊍・24㊋9時～11時　中央
公民館　無料　ε田岡☎090-4335-79
87
■健康ボウリング教室　3/10～4/14の
㊋18時～20時30分　3/11～4/15の㊌10
時～12時30分　松原スターボウル　各
6回　参加費2000円　è草加市ボウリ
ング協会☎090-5780-2778
■ミシン洋裁基礎講座　3/11㊌・25㊌
①9時30分～13時②13時30分～17時　
勤労福祉会館　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
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）

を作りましょう　材料費1000円　è
竹花☎090-6657-4005
■リトミック体験会　3/11㊌11時～11
時30分　谷塚文化センター4F中会議室
　令和2年4/2現在満1歳以上の幼児対
象　è戸上☎927-0400
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/ 
11㊌13時30分～15時　3/23㊊・30㊊9
時30分～11時　瀬崎コミセン集会室　
無料　ε下田☎080-5477-3719
■子育てセミナー「ワンオペ育児に疲
れたら」　3/12㊍10時～11時30分　氷
川コミセン大会議室　参加費200円　
保育無料（前日までに要連絡）　ε家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　3/12㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ター　被災地で生産された品々で復興
を支援しています　ε池島☎090-140 
8-6431
■卓球体験　3/12㊍・19㊍・26㊍11時
～13時　市民体育館　ε松が根クラブ
須藤☎922-4789
■第7回水彩画ギンノワ展　3/13㊎～
17㊋10時～17時（初日は13時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　生徒作品約50点展示　入場無料　
ε蒲生☎928-7060
■司法書士による法律相談会　3/13㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　ε竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/ 
14㊏・28㊏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
■スポーツウエルネス吹矢体験　3/14
～28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
■不登校相談会　3/17㊋15時30分～16
時50分　勤労福祉会館第5会議室　不
登校に悩む生徒保護者対象　εそうか
不登校支援ネット森泉☎932-5139
■SDSF・草加市ダンススポーツ連盟
共催　3/20㊗13時20分～16時15分　谷
塚文化センター　参加費500円　飲み
物付き　競技選手リボン待機　トライ
アル有　ε川端☎935-9861
■花栗中吹奏楽部定期演奏会　3/22㊐
10時～　花栗中体育館　懐かしい曲か
ら最新の曲まで、心を込めて演奏致し
ます。お楽しみください　ε花栗中高
橋☎941-5833
■よもう会の朗読発表会　3/23㊊13時
30分～16時　谷塚文化センター　母の
手紙・一会の雪・わかれ道・高瀬舟　
入場無料　εよもう会藤田☎080-504
6-7499
■谷塚中吹奏楽部第36回定期演奏会
　3/25㊌17時開場・17時30分開演　越
谷サンシティ大ホール　曲：歌劇トゥ
ーランドット、GRほか　無料　ε谷
塚中☎925-2421
■彩り会第12回油絵展　3/25㊌～28
㊏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川瀬☎925-0048
■自彊術（健康体操）無料講習会　3/ 
27㊎15時15分～16時45分　勤労青少
年ホーム　定員10人　è齊木☎090-15 
54-2527
■ロボット★プログラミング体験会　
3/28、4/4の㊏9時30分～10時30分　新
田ミニコミセン　年中児～小学生と保
護者対象　参加無料　èプログラミン
グ☆親子ラボ河本☎080-1334-6894

■遺言書の書き方と終活を学ぼう　3/ 
28㊏10時～12時　中央公民館クラブ室
　一般対象　定員15人　参加費無料　
è遺言相続後見ネット☎946-5152
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　3/28㊏10時～　中央公民館　
メキシカンライス・魚のパン粉焼きほ
か　500円　è子どもの健康と学校給
食を考える会菅☎090-1559-3160
■令和フォトプラザ写真展　3/29㊐～
4/4㊏10時～17時30分（最終日は15時
まで）　アコスギャラリー　入場無料
　ε平田☎090-8961-7696
■第14回草加松原展　3/30㊊～4/6㊊
9時～19時　草加市文化会館フリース
ペース　写真・絵画・書・押花・人形
・工芸ほか展示　ε染野☎080-4364-1 
122
■第14回川の駅そうか村　4/5㊐9時
～16時　まつばら綾瀬川公園第2ラグ
ーン　青空市場出店者募集　定員10組
　1区画2000円　è今様草加宿今井☎
935-8362
■上映会「百年の蔵」北陸富山魚津町
での米騒動ドキュメンタリー映画　4/ 
11㊏11時・14時　草加市文化会館レセ
プションルーム　入場料1000円　ε百
年の蔵を観る会宮田☎090-1023-2602
■第6回エンタメ朗読発表会　4/12㊐
14時～　草加市文化会館1階レセプシ
ョンルーム　落語他、厳選された作品
に心をこめて　10歳以上対象　先着60
人　ε草加朗読の会倉林☎931-7952
■春季バドミントン大会　4/26㊐9時
～　記念体育館　男女別ダブルス戦　
参加費一般1500円　高校生800円　小
中学生500円　è4/9㊍までに〒340- 
0012神明2-2-45矢島☎Ü925-4981Ü

休 日 当 番 医

■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

正木設備㈱
㈲石田水道
㈱井戸梅

栄町3-9-30
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎931-3933
☎922-2736
☎922-3413

3/ 8㊐
15㊐
20㊗

休日等上水道工事店
㊐㊗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

㊐㊗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
QRコード

3/8㊐

3/15㊐

3/20㊗

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

西町195-2

谷塚2-12-15

旭町4-9-2

草加3-8-21

高砂2-2-31

氷川町2144-11 3F

清門2-22-9

☎921-2011

☎924-2631

☎941-7250

☎942-6062

☎922-2517

☎951-0421

☎943-2133

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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。

さかの医院

鳳永病院

西倉小児科医院

かがわ医院

あさこ小児科内科医院

草加西口大腸肛門クリニック

高辻歯科医院



　中央公民館で開催。食に関する人
形劇やスタンプラリー等に多くの親
子連れが参加。試食会では草加の食
材を使った「ふるさと埼玉の郷土
食」が提供され「子どもが学校でど
のような給食を食べているのかわか
り安心した」との声もあり、食の大
切さを再認識する一日となりました。
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　元サッカー日本代表の前園真聖さんを招きサッカークリニッ
クを行います。世界を制したトップアスリートの技術を間近で
体験してみませんか。
■日　時　3月20日㈷　午前10時～正午（雨天中止）
■会　場　そうか公園多目的運動場
■対　象　小学3～5年生
■定　員　100人
■持ち物　サッカーボール（ない人は要連絡）
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　500年の歴史を持つ国指定重要無形民俗文化財の淡路人形浄
瑠璃と、6代目襲名直後の講談師神田伯山が「忠臣蔵」を題材
に表現形態の異なる伝統芸能でクロスオーバーします。
■日　　時　5月30日㈯　午後1時30分開演
■会　　場　草加市文化会館
■料　　金　A席4500円　B席3000円

（全席指定、未就学児の入場不可）
■チケット　1人3枚まで。3月22日㈰午前10時から草加市文化

会館ホームページほかプレイガイドで。
※同館での電話予約及び窓口販売はしません。
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2月かどまちごとでき

　高年者福祉センターふれあいの
里で開催。
　この催しは日頃から同センター
を拠点にいきいきと活動されてい
る利用者及び谷塚西部地域の皆さ
んとの交流の場として開催してい
るもの。当日はあいにくの雨天と

なりましたが約800人が来場。谷塚西部
ブロックの町会などによる模擬店、サー
クルによる発表・展示、各種体験コーナ
ーに利用者や地元の子ども連れ家族も訪
れ、にぎわいを見せていました。
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ブロックの町会などによる模擬店、サー
クルによる発表・展示、各種体験コーナ
ーに利用者や地元の子ども連れ家族も訪
れ、にぎわいを見せていました。

　シンポジウムでは、ケアラー
と呼ばれる人たちの孤立の解消
や、気軽に相談できる体制作り
など、ケアラー自身の人生支援
の必要性が訴えられました。
　この日来場した165人の皆さ

んからは「いつか、自分も介護してもらう身なので、良い話を聞け
て、大変良かったです」「ケ
アラーの大変さや問題点がわ
かった。色々な立場の方から
問題提起があり、参考になっ
た」といった感想が多数寄せ
られました。
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や、気軽に相談できる体制作り
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　「家族を介護するあ
なたを支援したい～明
日の介護者はあなたか
もしれません～」と題
した市内で初のケアラ
ーシンポジウムを中央
公民館で開催。
　家族を無償で介護す
るケアラーの存在や現
状を共有し、支援につ
いて考える機会にしよ
うと、ケアラー支援の先駆者である堀越栄子日本女子大学名誉教授
の基調講演と、地域の支援者や福祉事業者など、ケアラー支援の当
事者によるパネルディスカッションが行われました。
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鹿児島実業高校からJリーグ・横浜フリューゲルスに入団。
1996年のアトランタオリンピックではチームキャプテン
としてブラジルを破る「マイアミの奇跡」に貢献。ブラジル
や韓国などの海外クラブでもプレーする。引退後はメディ
アに出演しながら、サッカースクール等を中心に全国の子
ども達にサッカーの楽しさや経験を伝える活動を行う。

前園真聖さんプロフィール

Ü問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

元サッカー日本代表元サッカー日本代表

3月6日㈮から電話で
　草加市体育協会へ。

928-6361Ü922-1513

ω3月6日㈮から電話で
　草加市体育協会へ。
　☎928-6361Ü922-1513

前園真聖さんが
草加にやってくる!

トップアスリート・
サッカーフレンズ
トップアスリート・
サッカーフレンズ

試食会の献立
かて飯、ゼリーフラ
イ、磯香和え、具だ
くさんみそ汁、小
松菜ケーキ
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13日 ケアラーシンポジウム8日 学校給食展

16日 ふれあいの里まつり

3月20日㈷10時～

5月30日㈯
午後1時30分開演

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ まちの話題・できごとまちかど2020年3月5日号

市の人口　令和2年2月1日現在　24万9598人（男12万6363人・女12万3235人）/前月比47人減/世帯数11万8195世帯
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