
折り込んである「スポーツ草加」 「まちづくりニュース」は、抜いて読んでください。

令和2年令和2年

もっと安心して医療を
受けられるために
もっと安心して医療を
受けられるために

《満18歳を迎えた最初の3月31日までの入院費が支給対象です》《満18歳を迎えた最初の3月31日までの入院費が支給対象です》

次に該当する人は資格登録申請が必要です。
■平成14年4月2日～同16年4月1日生まれの人

※現在、中学3年生以下
　の人は登録申請不要

4月から4月から18歳まで18歳まで
入院費の支給対象年齢を拡大入院費の支給対象年齢を拡大

こども医
療費

支給制度
こども医

療費

支給制度

申請に
必要な
もの

新しい受給者証は3月末から
順次送付します。

通院費はこれまでどおり満15歳の3月31日までが支給対象です。

こども医療費
支給制度とは？

※1 令和元年10月中旬
　　以降、申請書を送
　　付しています。

資格登録申請書(※1)1

2 子どもの健康保険証（コピー）

3 保護者名義の通帳（コピー）

＝
　子どもにかかる
医療費の一部を支
給することにより、
子どもの保健の向
上と福祉増進を図
る制度です。
　市内の医療機関
で受診した場合、保険診療分の負
担は原則ありません（※2）。

問子育て支援課 
　☎922-1476 5922-3274

※2 支給対象外となる医療費や一時負担
　　が必要な場合もあります。
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■2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0.08／最小値0.07（市役所前）

1．公民館・文化センター
2．勤労福祉会館
3．勤労青少年ホーム
4．コミュニティセンター、ミニコミセン、市民活動センター
5．体育施設等（市民体育館、記念体育館のほか、テニスコー
トなどの屋外スポーツ施設を含む）

6．草加市文化会館
7．アコスホール、アコス会議室
8．歴史民俗資料館
9．高年者施設（であいの森、ふれあいの里）
10．児童施設（児童館、児童センター、青少年交流センター）
11．その他（公園等の団体利用）

◇新型コロナウイルス対策として市の施設利用を
　キャンセルする場合の対応
①施設利用をキャンセルする場合
　→キャンセル料はいただきません。
②既に使用料をお支払いいただいている場合
　→原則、使用日の振り替えをお願いし、困難な場合は使用料

を返金します。

◇新型コロナウイルス対策として市の施設利用を
　キャンセルする場合の対応

1．保育園・児童クラブ
・子どもや職員が感染者の場合、当該施設は2週間休園・休
室し、濃厚接触者の場合、本人には自宅待機要請、当該
施設は部分的な利用休止を検討

2．行政事務・行政サービスに係る施設　
・業務を一時休止し、当該施設の消毒を実施
・状況によっては業務の縮小も検討

支援の名称
セーフティネット保証4号 最近1か月の売上高等が前年同月比で20％以上減少など

特定業種で最近3か月の売上高等が前年同月比で5％以上減少など
最近1か月の売上高等が前年同月比で15％以上減少など

最近1か月の売上高等が前年同月比で減少など
事業所の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的休業等を行った場合

全般的な経営相談

全般的な経営相談

セーフティネット保証5号
危機関連保証

特別貸付

経営あんしん資金
雇用調整助成金

経営相談

農林漁業セーフティネット資金

農業経営基盤強化資金
（スーパーL資金）

農業近代化資金

経営相談

商
工
業
者
な
ど

農
業
者
な
ど

種　　別

資金繰り

雇用関連

相　　談

資金繰り

相　　談

主な要件 主な問い合わせ先

産業振興課☎922-3477
または市内各金融機関へ

日本政策金融公庫越谷支店☎964-5561

草加商工会議所☎928-8111
ハローワーク草加☎931-6111
草加商工会議所☎928-8111
日本政策金融公庫越谷支店☎964-5561

日本政策金融公庫越谷支店☎964-5561

日本政策金融公庫越谷支店☎964-5561

さいたま農協草加支店☎924-2115
または市内各金融機関へ

日本政策金融公庫越谷支店☎964-5561
またはお近くの農業協同組合の本・支店へ

掲載の内容は3月11日現在のものです。

・不特定多数の来場・参加等が見込まれるもの
・重症化の恐れが高い人を対象としたもの
・感染可能性が高いと想定される会場で開催するもの

最近1か月の売上高等が前年または前々年同月比5％以上減少など（個人事
業主は定性的な説明でも可）※特別利子補給制度新設（要件あり）

認定農業者、主業農業者などで経営悪化などによる経営維持安定に資金が
必要な場合

認定農業者、主業農業者などで経営改善に必要な施設等に係る資金が必要
な場合

認定農業者で農業経営改善計画の達成に長期資金が必要な場合

　新型コロナウイルス感染症で経営悪化等の影響を受ける（受
ける恐れのある）商工農業者の支援情報を、草加市産業振興支
援サイト「あっ、そうか.net（QRコード)」で紹介していま
す。最新の詳細情報は、同サイトで確認してください。

対策本部を設置し、対応を随時決定しています。信頼できる情報を基に、冷静な行動を。

新型コロナウイルス感染症への市の対応について
問新型コロナウイルス対策本部（危機管理課） ☎922-0614Ü922-6591Ü

令和2年度市・県民税申告
申告期限を4月16日㈭まで延長
問市民税課☎922-1042Ü920-1502Ü

新型コロナウイルス感染症で事業活動
に影響を受けた事業者の皆様へ
問産業振興課 ☎922-3477Ü922-3406Ü

新型コロナウイルス感染症に
関する相談はこちらへ 24時間365日対応

☎0570-783-770
Ü048-830-4808Ü

◆最新情報は市ホームページで確認を。
　3月末以降のイベントの開催、公共施設の利
用は、今後の状況に応じて対応を決定次第、
お知らせします。

※各施設の窓口業務等は感染拡大防止対策を行った上で継続

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

対応2

　市・県民税の申告期限を4月16日㈭まで延長し、市役所第2庁舎市民税課で受け
付けています（土、日曜日、祝日を除く）。なお、所得税の確定申告の申告期限延
長については、川口税務署（☎048-252-5141）に問い合わせてください。

◆3月末まで公共施設の一般利用を原則休止
（3月2日決定）対応1

対応3

（2月20日決定）

（3月6日決定）

対応4（3月11日決定）

（事前アンケートを実施し、不足する見込みの高い施設のみ）

◆3月末まで市が主催または実行委員会に
　加わる集会・イベントは原則中止または延期

◆児童施設・医療機関・福祉施設へ
　災害用備蓄マスク約12.5万枚を順次配布

◆市施設で新型コロナウイルス感染者を確認した
　際には、当該施設の一時利用休止等を実施

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年3月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値20.5／最小値1.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　任期満了に伴う草加市選挙管理委員及び補充員選挙が市議会2月
定例会初日の19日に行われ、次の人たちが選ばれました。
　これを受け、3月9日に選挙管理委員会臨時会が開かれ、委員長
に鈴木眞治氏、委員長職務
代理に本多惠子氏が就任し
ました。任期は令和2年3月7
日～同6年3月6日。
【選挙管理委員】（敬称略）
　鈴木眞治（新里町）
　本多惠子（氷川町）
　青羽章（清門2丁目）
　関口健一（稲荷3丁目）
【補充員】（敬称略）
　甲信節子（新善町）
　浅井秀雄（八幡町）
　高橋こずえ（瀬崎5丁目）
　吉岡光德（新里町）

　生活習慣病の早期発見と予防のため、草加市国民健康保険（以下、
国保）被保険者を対象に、人間ドック・脳ドック検査料を助成しま
す。また、申請の際には、検査結果の提出に協
力してください。
■対 象 者　国保に1年以上継続して加入して

いる満35歳以上の人で、申請日
現在で保険税を完納している世帯
の人

■助 成 額　上限2万円（1年度1回限り）
■申請方法　被保険者証・領収書（検査の種類（人間ドック・脳ド

ック）と検査した人の氏名が記載されているもの）・
世帯主名義の通帳等、検査結果（任意）を保険年金課
へ。
※検査結果の提出は令和3年度から必須となります。

　市では、駐車場事業を安定的に継続していくための中長期的な経
営の基本計画である「草加市駐車場整備事業経営戦略」の案をまと
めました。この案について意見を募集します。
　案は都市計画課、市役所情報コーナーで閲覧できます。案の概要
と意見用紙は、閲覧場所のほか、サービスセンター、公民館等の公
共施設、市ホームページからも入手できます。
　意見は、3月23日㈪～4月23日㈭に〒340-8550都市計画課へ（フ
ァクス、メールでも可）。

　小・中学生の学習を支援する情報を市ホーム
ページ（QRコード）に掲載しています。家庭
での学習に活用してください。
①埼玉県学力・学習状況調査「復習シート」
　1つ前の学年までに学習した内容が各教科・
領域ごとに分かれており、しっかり身について
いるか確認できます。
②文部科学省
（学習支援コンテンツポータルサイト）
③経済産業省
（学びをやめない未来の教室）
　サイトによっては無料期間に期限があります
ので、確認してください。

　家庭から排出される可燃ご
みや不燃ごみ、資源物等の収
集日や、廃棄物の適正な分別
方法や処理方法を掲載してい
る情報冊子「ごみ収集カレン
ダー」を町会・自治会等の協
力で3月中旬頃までに各世帯
へ配布します。
　町会・自治会に未加入等で
届かない場合は次の公共施設
で受け取ってください。市ホ
ームページでも確認できます。
【配布施設】
市民課、サービスセンター、物産・観光情報センター、保健セン
ター、子育て支援センター、公民館・文化センター、歴史民俗資
料館、コミセン

　ごみの分別方法、収集日などを手
軽に確認できるスマートフォン向け
の無料アプリをぜひ利用してくださ
い。
■機能　
・ごみの分別方法、分別のよくある
質問等の検索

・収集日が一目で分かるカレンダー
・収集日程のお知らせ機能
・資源物の拠点回収場所や粗大ごみ
等の収集許可業者の地図・連絡先

■インストール
　右記QRコードからダウンロード
してください。

パブリックコメントとは？
　事前に政策等の案を公表し、市民
の皆さんから寄せられた意見等を考
慮して市が最終的な意思決定を行う
一連の手続きです。

復習シートと無料学習サイト
市ホームページに掲載

ごみ収集カレンダーの配布
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

2020年度版
草加市ごみ分別アプリ

アプリで簡単・便利に
ごみを分別しましょう！

ごみに関するお役立ち情報を提供

草加市駐車場整備
事業経営戦略

問都市計画課☎922-1896Ü922-3145
　toshikeikaku＠city.soka.saitama.jp

Ü



国民健康保険制度加入者の
人間ドック・脳ドック
検査料を助成します

問保険年金課☎922-1593Ü922-3178Ü

草加市選挙管理委員決まる
委員長に鈴木眞治氏

問指導課☎922-2748Ü928-1178Ü

♥

本多惠子 氏

関口健一 氏

鈴木眞治 氏

青羽章 氏

Android版 iOS版

小・中学生の家庭学習に活用を

パブリックコメント
皆さんの意見を
募集します

②③学習サイト

①復習シート

復習シート
click

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年3月20日号



④ 2020年3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、みんなの健康、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。

■水彩画体験会　4/4㊏・18㊏13時～
16時。全2回。定員10人。参加費1700
円。スケッチブック、鉛筆・水彩道具
持参。èシルバー人材センターへ。☎
928-9211Ü928-9209Ü

　水質検査計画とは、安全で良質な水
道水を届けるため、1年間に行う水道
水の水質検査項目、検査場所、回数等
を定めたものです。計画の詳細は水道

■縦覧　他の土地や家屋の評価額と比
較して自己の資産の評価額が適正か確
認するために、令和2年度の土地・家
屋価格等縦覧帳簿を見ることができま
す。期間は4/1㊌～6/1㊊。縦覧できる
のは、納税者、納税者と同居している
親族、納税管理人、代理人（委任状が
必要）です。なお、法人の場合は代表
者印を持参するか、代表者印を押した
委任状が必要です。
■閲覧　固定資産税の納税義務者（免
税点未満の人も含む）は、所有してい
る資産の価格等が記載された課税台帳
の写し（名寄帳）を受け取ることがで

　市内で活動しているサークルを紹介
するガイドブック「マイ・ステージ」。
公民館・文化センター、コミセンほか
で配布します。スポーツ・芸術など趣
味を見つけたり仲間作りをするため、
サークルに参加してみませんか。自分
にあったサークル探しに、マイ・ステ
ージを活用してください。ε生涯学習
課☎922-2819Ü922-3498Ü

　日曜日の外科・午後の診療時間が4/ 
5㊐から2時間遅くなります。当番医等
は7面「休日当番医」で確認を。
　変更後：9時～12時・16時～19時
（変更前：9時～12時・14時～17時）
ε保健センター☎922-0200Ü922-1516Ü

4月から休日当番医・外科の
日曜日の診療時間が変更

趣味・仲間作りに活用を
サークルガイドブック
「マイ・ステージ」

和舟に乗って草加松原の
風景を楽しみませんか

固定資産税の縦覧と閲覧

　4/5㊐・7㊋9時15分受付、9時30分出
発。会場は綾瀬川第2ラグーン。定員
は各回18人。乗船希望者は直接会場へ。
荒天時中止。ε文化観光課☎922-2403 
Ü922-3406

　4/5㊐・7㊋9時15分受付、9時30分出
発。会場は綾瀬川第2ラグーン。定員
は各回18人。乗船希望者は直接会場へ。
荒天時中止。ε文化観光課☎922-2403 
Ü922-3406

水道水の水質検査計画を策定

シルバーカルチャー教室

施設課・市HPで閲覧できます。ε水
道施設課☎924-3807Ü929-5291Ü

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため催事の中止・変更の可能性があります。
開催状況については市HPまたは各担当課まで問い合わせてください。

きます。縦覧期間中は無料ですが、6/
2㊋からは200円が必要です。
　いずれも8時30分～17時（㊏㊐㊗除
く）。場所は資産税課。ε同課☎922- 
1068Ü920-1502

㊋

Ü

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 ・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
凡例 ε…問い合わせ先　è…申し込み　HP…ホームページ　QRコード…ウェブ・メール

新年度にむけ、災害時の家族の避難場所・連絡の取り方の再確認を。

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 納税は便利な口座振替で

ピヨピヨ広場・よちよちクラブ・幼児のひろば

　「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」
「ピヨピヨ広場」は、気軽にいつでも遊
びにいけるスペースです。当日直接会場
へ。「よちよちクラブ」「幼児のひろば」
は、説明会への参加や定員制のものがあ
るので、申込方法を確認してください。

0・1・2歳クラブ
《0～2歳対象》
♬

♬

会場

瀬崎コミセン

柳島コミセン

原町コミセン

稲荷コミセン

開催日

第２・３㊋

第１・３㊎

第１・２㊌

第２・４㊎

時間

10時～12時

施設 開催日時と対象 クラスと対象 定員

各
25組

各
20組

30組

各
30組

30組

30組

なし

申込方法 クラスと対象開催日時 開催日 開催時間 申込方法
ピヨピヨ広場 よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》 幼児のひろば

4/22からの
第2・4㊌

10時～12時30分
0～2歳児

4/15からの
㊌

4/17からの
㊎

4/21からの
㊋

4/24からの
㊎

4/21からの
㊋

4/14からの
㊋㊎

4/10からの
㊎

4/8からの第2㊌
10時～12時　0～2歳児

4/16からの第1・3㊍
10時～12時30分
0～1歳児

4/2からの㊊㊍
10時30分～11時

（9/3～11/12は㊊のみ）
0～2歳児

4/22からの㊌
10時～11時30分

平成31年4/2以降生まれ
※会場：栄児童クラブ

（栄小内）

4/23からの第1・3㊍
11時20分～12時
4/23からの第1・3㊍
10時30分～11時10分

10時30分
～11時30分

「1部」…10時5分
～10時50分
「2部」…11時
～11時45分

11時15分
～12時
10時15分
～11時
10時30分
～11時15分

10時30分
～11時15分

4/22からの第4㊌
10時～12時

4/23からの第2・4㊍
「1部」…10時5分～10時45分
　「2部」…11時～11時40分　　 

4/15からの㊌
10時30分～11時15分

4/20からの㊊
「1部」…10時～10時35分
「2部」…11時～11時35分
※会場：栄平成塾（栄小内）

［初回：コンフォール松原19号棟]
4/21からの㊋

「1部」…10時～10時35分
「2部」…11時～11時35分
※会場：コンフォール松原19号棟
[第1㊋：草加市文化会館]

「みつばち組」
2歳以上

「ちょうちょ組」
2歳以上

平成30年8/31
以前生まれ

「からだで遊ぼうⅡ」
3歳以上

4/14からの
㊋

9/1からの
㊋

「からだで遊ぼうⅠ」
2歳以上

「つくって遊ぼう」
2歳以上

「にじ」
平成30年4/2～
10/31生まれ

「そら」
平成30年11/1～
同31年4/1生まれ

「2部」平成30年4/2～
9/30生まれ

「1部」平成30年10/1～
同31年4/1生まれ

「よちよち探検」
歩行可能な満1歳以上

歩行可能な満1歳以上

わくわくタウン松原
☎941-2905

住吉児童館
☎928-5736

谷塚児童センター
☎925-1856

氷川児童センター
☎928-2341

新栄児童センター
☎942-9876

市HPから「よちよちク
ラブ申込書」を印刷・
記入し、往復はがきの
往信面に貼り、返信面
に住所・保護者と子ど
もの氏名を記入し
3/27㊎までに同館へ。
※印刷ができない場
合は必要事項を手書
きしてください。

市HPから「チャイルド申込
書」を印刷・記入し、往復は
がきの往信面に貼り、返信
面に住所・保護者と子ども
の氏名を記入し3/27㊎ま
でに同館へ。
※印刷ができない場合は、
必要事項を手書きしてくだ
さい。

4/21㊋10時30分から同
館へ
4/24㊎10時30分から同
館へ

4/7㊋10時30分から同セ
ンターへ

対象年齢になり次第随時
参加可。初回は窓口へ。
※「からだで遊ぼう」の満3
歳以上は8/25㊋まで「Ⅰ」。
9/1㊋からは「Ⅱ」へ。

4/23㊍11時20分か
ら同館説明会に参加
4/23㊍10時30分か
ら同館説明会に参加
はがき（切手貼付）の
宛先に住所・子どもの
氏名を記入し3/21㊏
～4/10㊎に同センタ
ーへ。応募多数の場合
抽選

はがき（切手貼付）の宛先
に住所・子どもの氏名を記
入し3/21㊏～4/10㊎に
同センターへ。応募多数の
場合抽選

「チャイルド」
【㊌コース】
平成28年4/2～
同30年4/1生まれ
定員各20組
「チャイルド」
【㊎コース】
平成28年4/2～
同30年4/1生まれ
定員各20組

「1部」…10時～
10時45分
「2部」…11時～
11時45分
会場：コンフォー
ル松原19号棟ま
たは中央図書館
［初回：コンフォー
ル松原19号棟］

4/1㊌10時から同セ
ンターで受け付け

対象年齢になり次第
随時参加可。初回は同
センター窓口へ。

「リス組」
平成28年4/2～
同30年4/1
生まれ

つどいの広場《0～3歳対象》♬

谷塚1-7-4

旭町4-8-11

青柳5-22-28

弁天6-5-16

谷塚町752
（谷塚児童センター内）
氷川町934-5
（氷川児童センター内）
松原1-3-1
（子育て支援センター内）
中央1-2-5
（高砂児童クラブ内）

つどいの広場
おひさま
乳幼児サロン
おもちゃばこ
つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（未就学児対象）
ママサロン
もくば
つどいの広場
きらりん
親子のひろば
のび～すく旭町
親子のひろば
のび～すく青柳
つどいの広場
ばぶハウス

新栄4-813-32
（新栄児童センター内）

住所 開催日時

☎925-1856

☎928-2341

☎941-6791

☎922-0674

☎942-9876

☎923-1313

☎942-7141

☎931-0118

☎932-7334

利用料金

㊊㊋㊎㊏10時～15時

㊊～㊎10時～16時

㊊～㊎8時30分～16時
4/22からの㊊㊌㊍10時～13時
高砂小授業・休校等による除外日あり

㊊㊌㊍（第2・4㊌を除く）10時～13時

㊊～㊏10時～16時
㊋～㊐10時～16時
（㊊10時30分～13時はよちよち歩きまで）
㊍～㊋10時～16時
（㊌10時30分～13時はよちよち歩きまで）
㊋～㊏10時～16時（第2～4㊊13時30分
～16時ははじめてのママと10か月の乳児対象）

1日利用
300円

1か月利用
1200円
※兄弟割引
あり

無料

電話番号名称

子育て中の親と子どもの交流・遊びの場令和２年度　
乳幼児対象

平成30年4/2～
同31年4/1生まれ

　スタッフが自由遊びや年齢に応じたプログラムな
どを提供します。子どもの集団生活の第一歩・親同
士の交流・子育ての相談の場として利用してみては
いかがですか。なお、開催日は変更になることがあ
ります。ε子ども育成課☎928-6421Ü928-9632

10時～10時50分
「ねんねとハイハイ組」
11時～11時50分
「あんよ組」
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4/27㊊11時～12時　洋服・靴の交換会
　0～2歳児と保護者対象

▼昔遊び週間「びゅんびゅんごま」　
4/3㊎～14㊋13時30分～16時30分　小
学生対象
▼オセロで遊ぼう　4/4㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　4/10㊎・24㊎14時45
分～15時30分　トイレットペーパーの
芯でこいのぼりけん玉作り　3歳以上
の未就学児と保護者対象　定員各7組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　4/
18㊏10時15分～　定員20人
▼将棋教室　4/18、5/16、6/13、7/11、
9/12の㊏14時30分～15時30分　全5回
　小学生～高年者の初心者対象　定員
12人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/20㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　4/2～16
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
▼バルーンスライム　4/9㊍14時～　
会場はコンフォール松原19号棟　小学
生対象　定員20人（当日先着順）
▼春の工作　4/10㊎～24㊎（㊌を除
く）15時～　会場はコンフォール松原
19号棟　レジンを使ったキーホルダー
　小学生対象　定員各日5人　参加費
50円
▼初めてのお誕生会　4/14㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
31年4月生まれ対象　定員12人　è4/1
㊌10時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　4/17㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター　おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■老い支度「相続・遺言・死後事務・
成年後見制度」　4/14㊋・21㊋10時～
12時。全2回。会場は谷塚文化センタ
ー。定員15人。資料代1000円
■体を動かす音楽レクリエーション　
4/15㊌10時～11時30分。会場は中央公
民館。高年者対象。定員20人。室内靴
持参
■基本のソープカービング「香るハン
ドバッグ作り」　4/22㊌10時～12時。
会場は新里文化センター。定員8人。
材料費800円。持ち帰り用袋、あれば
ピンセット持参
■プリザーブドフラワーアレンジメン
ト　4/23㊍14時～15時30分。会場は草
加市文化会館。定員20人。材料費1900
円。キッチンバサミ、持ち帰り用袋、
ボンド持参
■はじめてのバレエ　5/8㊎・15㊎15
時30分～16時30分。全2回。会場は中
央公民館。3～7歳児（保護者同伴）対
象。定員30人。室内靴持参

Ü

柿木公民館 ☎931-3117

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

5☎946-3000 5944-3800

定員のあるものは3/25㊌
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

生涯学習体験講座

▼元気ルームMINI　4/2㊍10時～12時
45分　ホール開放自由利用　乳幼児と
保護者対象　昼食持参可
▼親子で元気ルーム　4/9㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃ作り
ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　4/13㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼草加東高等学校スプリングコンサー
ト　4/25㊏14時～16時　吹奏楽部・軽
音楽部・書道部・ダンス部　定員120
人（当日先着順）　室内靴持参

図書館からのお知らせ
・4/1㊌～5/31㊐まで休館します。
・貸し出しと返却は各公民館・文化セ
ンター、地域開放型図書室（3/21㊏～
4/5㊐休室）、中央図書館ブックポス
ト（返却のみ）を利用してください。
■絵本の読み聞かせとわらべ唄　4/15
㊌・22㊌10時30分～11時　会場は中
央公民館　3歳以下と保護者対象
■大人映画会　4/23㊍14時～16時20分

高年者向け ■サービスコーナー（3/21～4/20）

定員のあるものは3/23㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

▼七輪タイム「キラビー作り」　4/1
㊌13時30分～16時　熱したビー玉を冷
やしてヒビを入れたものでペンダント
作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/2㊍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
▼ドミノ王国　4/3㊎16時～17時　ド
ミノの最長記録に挑戦　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼木工房　4/4㊏13時30分～16時　端
材で自由作成　幼児（保護者同伴）以
上対象
▼パパサロン「カフェタイム」　4/12
㊐10時30分～11時30分　0～2歳児と
保護者対象　
▼スポーツ＆レク　4/12㊐13時30分～、
15時～　大縄跳び　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　4/16
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼ゲームカフェ　4/19㊐17時～18時　
中・高校生対象　定員15人
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　

はつらつ元気体操教室
　4/23、5/7・21、6/4・18、7/2・16
の㊍9時15分～10時15分。全7回。会
場は瀬崎コミセン。自宅でできるスト
レッチや筋力運動。おおむね65歳以上
対象。定員30人。室内靴持参。è3/21
㊏9時から同コミセンへ。☎Ü924-5300Ü

　小学校への乗り入れ授業を行うため
の中学校教員。勤務は4月～令和3年3
月で㊊～㊎8時30分～17時（予定）。
場所は市内小・中学校。教科指導、連
絡調整、校務分掌ほか。国語・社会・
数学・理科・英語・保健体育の中学校
教員免許所有または3/31㊋までに取得
見込者対象。募集は若干名。月給22万
5568円（予定）。期末手当、通勤手当、
社会保険等あり。è指定履歴書（市
HPから入手可）を子ども教育連携推
進室へ持参。☎922-3494 Ü928-1178Ü

▼オセロ大会　4/3㊎14時～　マンカ
ラ大会　4/10㊎16時～　小学生対象　
優勝賞品・参加賞あり
▼こぶたのしっぽ　4/15㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　4/18㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　4/20㊊11時
～　乳幼児と保護者対象

▼卓球で遊ぼう　4/2㊍14時～　小学3
年生以上対象
▼マンカラ・オセロで遊ぼう　4/3㊎
14時～　小学生対象
▼オセロ大会　4/9㊍16時～　小学生
対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/11㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

14時～16時9時30分～11時30分

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室（4/5㊐まで休室）
㊐10時～16時、㊏13時～17時30分
（年末年始・蔵書点検日を除く）

4/15㊌

4/16㊍

4/17㊎

　「ビューティフル・マインド」　成
人対象　定員60人（当日先着順）　会
場は中央公民館

　今回の五輪には必ず出場したいです。五輪出場は夢から
目標になり、今はあと一歩なので、ベストを尽くせば、結
果はついてくると信じています。

東京2020出場への思いQ.

　五輪でメダルを獲得できるように練習を重ねています。
市民の代表として皆さんが誇りに思い、応援してもらえる
選手になりたいです。

市民の皆さんへのメッセージQ.

　リオ五輪で金メダルを獲得していますが、東京開催の五
輪は特別なものです。盛り上がりを身近に感じられ、皆さ
んと喜びを共有できる特別な五輪の舞台に立ちたいです。

東京2020出場への思いQ.

　地元である草加の皆さんから、ロンドン、リオと多くの
声援を送っていただきました。その応援を力に、自分の演
技で恩返しをしていきたいです。

市民の皆さんへのメッセージ

■ 東京2020への思い インタビュー 
　いよいよオリンピックイヤーが到来！東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向け、草加市にゆかりのあるオリンピアン・パ
ラリンピアンの皆さんなどにインタビュー。
　今回は、市内に練習拠点があるコナミスポーツ体操競技部の選手の
皆さんに、東京2020オリンピック競技大会への思いや、市民の皆さん
へのメッセージをお聞きしました。

■ 加藤 凌平 選手 ■ 神本 雄也 選手

��������
�����東

京

126日
110日草加市の聖火リレーまで

オリンピック開幕まで

令和2年3月20日から

1993年9月9日生まれ
　好きな種目…ゆか／平行棒
　今年の抱負…「がむしゃらに頑張る」
　体操男子団体で、ロンドン五輪銀メダ
ル・リオ五輪金メダルを獲得。4年間磨
いてきた美しい体操で、自国開催の特別
な五輪への出場を目指す。

1994年9月14日生まれ
　好きな種目…つり輪／平行棒／鉄棒
　今年の抱負…「自分に勝つ」
　2019世界選手権日本代表主将、2019
豊田国際体操競技大会のつり輪・跳馬・
平行棒で三冠達成。昨年の勢いをそのま
まに、初めての五輪出場を目指す。

Q.
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ミニ情報、みんなの健康、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。

▼美容と健康へ～ストレッチ体操～　
5/13・27、6/10・24、7/8・22の㊌13
時30分～15時　成人対象　定員30人

▼おはなしの広場　4/10㊎・24㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　4/17㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼綾瀬川コーラス教室　4/3～令和3年
3/12の第1㊎10時～12時・第2㊎13時～
15時（8月を除く）　全22回　同セン
ター活動サークルとの合同練習・セン
ターまつり出演　成人対象　定員30人
▼彩のステンシル講座　4/16～令和3
年2/18の偶数月第3㊍13時30分～15時
30分　成人対象　定員各10人　1回15
00円
▼谷塚少年少女合唱教室　4/18㊏～令
和3年3/13㊏（除外日あり）・14㊐10
時～12時　全30回　同センターまつり
・市立病院ロビーコンサートに出演　
小学生対象　定員30人
▼利用懇談会　4/22㊌13時30分～　事
業予定についての意見交換ほか
▼伝統文化　茶道講座　4/25～令和3
年3/27の第4㊏10時～12時…表千家、
13時～15時…裏千家　全11回　成人対
象　定員各5人　1回1500円　琴講座　
4/25～令和3年3/27の第4㊏16時～17時
　全10回　成人対象　定員5人　1回20 

和3年3/28の第4㊐（12月は第2㊐）13
時30分～15時30分　全12回　定員13
人（子どもだけの参加可）　1回大人
1000円・小学生～高校生500円

▼こころを結ぶ光のひろば　4/7㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼SKT高年者健康リズム体操　4/14～
9/8の第2㊋（7・8月のみ第1㊋）10時
～12時　全6回　軽体操　60歳以上対
象　定員70人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
15㊌10時～　親子友達作り・簡単工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　4/17㊎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」
　4/17㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象
▼マジック教室　4/18㊏10時～12時
　小・中学生対象　講師はふしぎや石
橋氏　定員20人
▼楽器体験講座　4/18㊏15時～　バイ
オリン、クラリネット、ホルンほか　
高校生以上対象　定員各3人　楽器貸
し出しあり　詳細は同館へ
▼春の文学講座「論語」　4/24、5/8
・22、6/5の㊎14時～16時　定員80人
▼Fukushimaをきいてみる2020　4/ 
29㊗13時30分開演　映画「Fukushima
をきいてみる2019」上映会と古波津陽
監督のトーク　定員400人
▼バレエ体験講座　5/2・9・16、6/6

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088

00円　
▼谷塚元気ひろば　4/27㊊13時～15時
　茶話会　65歳以上対象　定員30人　
参加費100円

▼放課後クラブ　4/2㊍17時～18時…
卓球　4/20㊊16時～17時…将棋　4/21
㊋16時30分～17時30分…スポーツウ
エルネス吹矢　4/6～27（20を除く）の㊊
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
▼おもちゃの病院　4/6㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼中学生のための基礎英語　4/6㊊15
時～16時　中学生対象　定員10人
▼伝統文化茶道講座（裏千家）　㊏コ
ース4/11～令和3年3/13の第2㊏10時～
12時、㊎コース4/17～令和3年3/19の
第3㊎14時～16時　定員各5人　1回
1500円　
▼うた声広場　4/11㊏13時～15時　演
奏はハーモニカサークルハーモニード
レミ　定員60人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
13㊊10時～12時　手遊び・簡単工作ほ
か　乳幼児と保護者対象
▼外国籍市民のための日本語教室　4/
14㊋・21㊋10時～12時
▼親子将棋教室　4/19～令和3年3/21
の第3㊐（6・12月は第2㊐）14時～16
時　全12回　年中児～小学3年生と保
護者対象　定員5組
▼親子茶道教室（裏千家）　4/26～令

新田西文化センター ☎942-0778

・20・27の㊏11時～12時30分　全6回
3歳～小学生（未就学児保護者同伴）
　定員30人
▼伝統文化茶道講座　5/16、6/6、
7/4、8/1、9/12、10/10、11/7、
12/12、令和3年2/6、3/13の㊏10時～
12時…裏千家、13時～15時…表千家　
全10回　初心者対象　定員各10人　月
額1500円

▼すくすくクラブ　4/9㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼伝統文化茶道講座　4/11～令和3年
3/13の第2㊏（10月・令和3年1月を除
く）10時～12時…表千家、13時～15
時…裏千家　初心者対象　定員各10人
　1回1500円
▼のびのび広場　4/17㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせ　乳幼児
と保護者対象
▼手作り味噌（5㎏）体験講座　4/19
㊐9時～、13時～　成人対象　定員各5
人　参加費3600円
▼利用懇談会　4/22㊌10時～12時　事
業予定についての意見交換ほか
▼おもちゃの病院　4/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/8～7/17の第1
・3㊎10時30分～11時30分　全6回　2
歳未満の乳児と保護者対象　定員18組
　参加費800円

ε職員課☎922-0985Ü922-3098Ü

市職員の給与等を公表
　市では、職員の給与制度とその運用状況を公表しています。市職員の給与は地方公務員法の規定により、
生計費及び国や他の地方公共団体の職員、民間企業の従業員の給与等を考慮し、市議会の議決を経て定め
られています。地方自治の基本理念である「最少の経費で最大の効果」が得られるよう、地域経営の視点
で地域の豊かさを創出しつつ、適正な定員管理による人件費の抑制にも努め、市政運営を行っています。

〇原則として毎月決まって支給されるもの
　給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手当ほか
〇原則として毎月実績に応じて支給されるもの
　時間外勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当ほか
〇例年、一定時期に支給されるもの
　期末・勤勉手当（民間のボーナスに相当します。）　※令和元年12月1日現在
　＊年２回支給（6・12月）、年間支給率合計4.50月
〇退職時に支給されるもの
　退職手当（自己都合・定年・勧奨退職）　※令和元年度
　＊退職手当＝退職日給料月額×勤続年数支給率（月分）＋調整額
　＊1人当たり平均支給額等　自己都合：76万4000円（平均勤続年数4年3か月）　
　　（平成30年度退職者）　定年・勧奨：2103万3000円（平均勤続年数34年10か月）
　＊支給率の最高限度47.709か月分
※各手当の詳細については、市HPの「給与公表（令和元年度）」をご覧ください。

■年齢別平均給料月額比較

15万円

20万円

25万円

30万円

35万円

40万円

45万円

24～27歳 32～35歳 44～47歳 52～55歳

20万
8700円

20万
7700円

草加市
県内人口15万人以上
の市の平均
（※さいたま市を除く）

※埼玉県市長会による「埼玉県内市職員の給料手当等調査」の金額を使用しています。
年齢区分は当該調査の区分によるもので、各年代の中間層を掲載しています。

（平成30年度）

■人件費の割合の推移■職員給与の概要

0
20
40
60
80

100%
歳出総額に対する人件費の割合
人件費以外の歳出額

平成20年度 平成25年度 平成30年度

116億
5473万円 
〈18.9%〉

499億
3901万円
〈81.1%〉

104億
9647万円 
〈15.8%〉

558億
4996万円
〈84.2%〉

91億
2050万円
〈13.0%〉

612億
648万円 
〈87.0%〉

※額については1万円未満切り上げとしています。※人件費
には特別職（市長や市議会議員、附属機関の委員等）に支
給される給与、報酬等を含みます。

　特別職の給料・報酬等の額は、各界代表者、学識経
験者等で構成される草加市特別職報酬等審議会の意見
に基づき、議会の議決を経て条例で定められています。

　一般会計の歳出総額に占める人件費の割合を表した
グラフです。行財政改革の推進により、10年前と比較
して人件費の歳出額は25億3423万円減少（－21.7％）
し、歳出総額に占める人件費の割合も5.9ポイント減
少しています。

※上記以外に、一般職の期末・勤勉手当の支給割合に準じた
期末手当が給料を基にして支給されています。

■特別職の給料・報酬等

草加市

月　額 月　額

区分

職
市  　  長
副 市 長
教 育 長

病院事業管理者
議 長
副 議 長
議 員

99万8727円
83万7818円
75万3727円
89万  500円
56万9636円
51万3545円
48万9727円

104万円
87万5000円
75万円
82万円
54万円
50万5000円
47万円

さいたま市を除く、
県内人口15万人
以上の市の平均

※上記職員数については、草加市職員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含みます。
また、上記職員のほかに、職員の退職等に伴う欠員補充、職員の育児休業・病気休職等
の代替、業務の繁忙期間に限って配置する臨時的任用職員を、平成31年4月1日現在で
1026人任用しています。

（各年度4月1日現在、単位：人）■部門別職員数の状況
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数 主な増減理由

令和元年度の職員数の増減状況職員総数区 分 
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政
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29年度
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0

11

1

33

2

0

0

1

3

51

1

1

52

ー18

1

0

1

ー16

36

業務充実による増

業務充実による増

業務充実による増

業務充実による増

業務充実による増

業務充実による増

事業の統廃合縮小による減

業務充実による増

業務充実による増

11

237

77

460

57

2

5

15

138

1002

142

142

1144

552

51

17

50

670

1814

11

217

74

406

54

2

5

14

131

914

135

135

1049

564

49

16

48

677

1726

11

226

76

427

55

2

5

14

135

951

141

141

1092

570

50

17

49

686

1778

生活保護業務、児童福祉の充実
による増

27万
1800円 26万

1500円

35万
8500円

36万
9900円

39万
5000円

41万
600円



相　談　案　内

働く

その他

女性の生き方

福祉・介護

子育て

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☎922-05665922-3173

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

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
※４月から日曜日の外科診療午後の時間が16時～19時に変更になります。

㈱井戸梅
㈲寺島管工設備
三栄工業
㈱今泉水道

住吉2-4-3
柳島町193-5
苗塚町55-4
谷塚上町483-3

☎922-3413
☎925-4566
☎925-7384
☎927-1010

3/20㊗
22㊐
29㊐
4/5㊐

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

3/20㊗

3/22㊐

3/29㊐

4/5㊐ 午前
午後(※)

　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。内科

外科
歯科
内科
外科
内科
外科
内科

外科

高砂2-2-31
氷川町2144-11 3F
清門2-22-9
氷川町178-2
旭町6-1-17
松原1-1-6 3F
松江2-3-26
新善町373
柿木町1127-1
松江2-3-26

☎922-2517
☎951-0421
☎943-2133
☎925-3118
☎941-2140
☎942-7111
☎935-4838
☎944-2200
☎930-3636
☎935-4838

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
大里内科医院
いまじょうクリニック
ハーモネスタワークリニック
草加松原整形外科医院
レン・ファミリークリニック

豊田クリニック
草加松原整形外科医院

㊊…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）
ä㊊㊌㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-780-20
34（セカンドキャリアセンター）

㊊～㊎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）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

ä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）
3/25㊌13時～16時…氷川コミセン☎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
㊊～㊎（第3㊌を除く）8時30分～17時（ä他日時
は希望日1週間前まで）…市民活動センター☎920-
3580
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）

㊊㊌㊎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　

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

育児電話相談（0歳～就学前
の子どもの育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

助産師・保健師などが担当　㊊～㊎8時30分～17
時…保健センター☎922-0204・☎922-0200

にんしん出産相談室ぽかぽか
（妊娠・出産に関する相談）

内職相談

消費生活相談（電話）

青少年のカウンセリング
（仕事・恋愛・人間関係等）

人権相談

市民活動相談（団体の会則
作成補助・助成金の活用等）

市民税務・経営相談
（前日12時までにä・来所）

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）

配偶者等からの暴力相談

就職相談

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・☎922-0200※㊋9時30
分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設

女性の生き方なんでも相談 ä㊍、第1㊏11時～16時…草加市文化会館
☎931-9325○内 50（さわやかサロン）

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
㊎10時～15時…草加市社会福祉協議会☎932-67895932-
6779
第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）
㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬崎☎929-36135933-9380▽
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☎932-67755932-6779▽安行☎921-21215
928-8989▽川柳・新田東部☎932-70075931-0993▽新
田☎946-05205946-0523

ふれあい福祉相談
一般相談（電話・来所）
身体障がい者援護相談
（電話・来庁）

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

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

総合相談センター
（電話・来所）

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時（住吉
のみ10時30分～11時30分）
4/20㊊…住吉児童館☎928-5736
4/16㊍…新栄児童センター☎942-9876
4/9㊍…谷塚児童センター☎925-1856
4/15㊌…氷川児童センター☎928-2341

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など）

女性の法律相談（裁判・離婚など）
司法書士による相談（相続・登記など）
行政書士による相談（相続・外国人在留
帰化・金銭貸借等の書類作成など）

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä3/27㊎、4/2㊍・17㊎9時～12時

ä第4㊍9時～12時

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・
住宅・不動産・マンション・特許など）

第2㊎13時30分～16時

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

ä

3/21㊏～4/20㊊
（㊗㊡を除く）
　 は要予約

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

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2020年3月20日号

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



　リオデジャネイロ・パラリン
ピック「ボッチャ」日本代表で、
現在は東京2020パラリンピック
競技大会への出場とメダル獲得
を目指す高橋選手。

　21日、高橋選手を招いた講演会が、清門
小6年生167人に向けて行われました。当日
は、代表児童が1人1球ずつ球を投げて試合
を体験。児童は「高橋選手の正確なコント
ロールに努力の力を感じた。自分も、諦め
ずに色々な事に挑戦していきたい」と話し
ました。講演で高橋選手は、「今ある当た
り前の物事はいつ失ってもおかしくない。
皆さんの小学校生活に悔いが残らないよう
に、今を大切に毎日を過ごしてほしい」と
児童へメッセージを送りました。
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皆さんの小学校生活に悔いが残らないよう
に、今を大切に毎日を過ごしてほしい」と
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　草加市は、コロンビア共和
国のホストタウン。東京2020
パラリンピック競技大会では、
同国パラリンピック水泳競技
選手団が、市内で事前キャン
プを行う予定です。
　21日、同国大使館員のフェ
ルナンダ・バネガスさんと小
学生との交流会を高砂小と花

栗南小で開催。講演会では、同国の風土や環境、文化や風習等が紹
介され、児童からは「コロンビアがどんな国か初めて知る事ができ、
良かった」との声が聞かれました。
　また、花栗南小では、コロンビア
共和国の料理を再現した給食を食べ
る交流も実施。一緒に給食を食べる
うちに打ち解けてきた児童は、自分
で何とか伝えようと英語で話しかけ
る様子もうかがえました。
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　市民と村民が交流する機会を増やすため、昭和村の宿泊施設利用
者に対し宿泊費を一部補助しています（予算に達し次第終了）。
■対　　象　市内在住者
■補助金額　1泊1人2000円まで　※年間1人3泊まで
■手続き方法
①下表の対象施設へ直接予約。
②宿泊日前日（土・日曜日、祝日を除く）までに文化観光課で配
布する申込書（市ホームページからも入手可）を提出し、審査を
受けた後、補助券を受け取る。
③精算時に補助券と補助対象者全員の本人確認書類を提出し、補
助額を差し引いた宿泊費を支払う。
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　福島県の南西部に位置する、山々に囲まれた人口約1200人の村。
自然豊かで四季折々の景色が堪能できます。特産品は、伝統織物の
原料「苧麻」を使用した「からむし織」や、全国第1位の栽培面積
を誇るカスミソウ。他にも、700mの高地で生産される「矢ノ原高
原そば」なども評判です。
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2月かどまちごとでき

姉妹都市昭和村の
宿泊施設利用補助制度

姉妹都市昭和村の
宿泊施設利用補助制度

Ü問文化観光課☎922-2403Ü922-3406

高砂小・花栗南小でコロンビア駐日大使館員と交流

母校、清門小で講演
ボッチャ高橋和樹選手

草加市民
限定

昭和村ってどんなところ？

ボッチャは、カーリングのように目標となる球に、
いかに手玉を近づけられるかを競う頭脳派スポーツ

チキンピラフのような南米の伝統料理
「アロスコンポーヨ」は、児童にも大人気

ちょま

今年で姉妹都市
提携10周年！

落ち着いて行動するために
正確な情報収集を

問あんしんメールコールセンター☎0570-055-783（平日午前9時～午後5時）

情報収集には
「草加市あんしんメール」が便利

※運営会社のコールセンターにつながります

そうなんだ～。でも、登録って面倒で苦手なんだよね…

簡単で手軽に情報が得られるなら試してみようかな！

うん。登録してるよ～！携帯電話やパソコンに「災害情
報」や市内で起きた「犯罪情報」、「防災行政無線の放送
内容」の他、市からの「新型コロナウイルスに関する情報」
などのお知らせもメールで自動的に届くから便利だよ。

「草加市あんしんメール」登録してる？

大丈夫！登録時間は約1分！しかも、個人情報の入力が
不要なのも気軽でいいんだよね。
■登録方法
①　t-soka@sg-m.jp　（QRコード）に、
　件名・本文を入力せずにメールを送信。
②登録用サイトが載ったメールが届く。
③登録用サイトにアクセス。利用規約に同意し、知りた
　い情報を選択して登録完了！

3月23日㈪から
受付開始

令和2年度分

施設名
昭和温泉しらかば荘

ペンション　ファミリーイン美女峠

民宿松屋

旅館昭和館

やすらぎの宿とまり木

古民家ゲストハウスとある宿

SHARE BASE 昭和村

田舎暮らし体験住宅

 電話番号

☎0241-57-2585

☎0241-57-2870

☎0241-57-2283

☎0241-57-2230

☎0241-57-3110

☎0241-57-3131
　☎050-3695-3106

☎0241-57-2240

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2020年3月20日号

市の人口　令和2年3月1日現在　24万9537人（男12万6315人・女12万3222人）/前月比61人減/世帯数11万8245世帯
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