
折り込んである「スポーツ草加」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

お家の近くで味わっちゃおうお家の近くで味わっちゃおう

草加の
野菜

にしな
い？

今日の
ごはん

は

農業の相談は「都市農業ワンストップ窓口」へ ●農地の売買・貸借・市民　
　農園の開設
●市内の農産物を飲食店や
　小売店で使用・販売したい
●農業に関する支援制度など
　の相談

　草加市都市農業振興基本計画の策定を契機に、4月から都市農業振
興課を新設しました。同課では、農業に関する相談を一括して受け
付ける都市農業ワンストップ窓口を設置しています。

庭先販売マップ
市内販売所59件を掲載

草加市地場農産物使用推進店
草加産農産物を販売・使用するお店 登録店

募集中
　新鮮な農産物の購入や、
農家さんとの交流を楽し
んでください。マップは都
市農業振興課等で配布し
ています。

推進店は市ホームページで
随時紹介しています。

　草加産農産物のファンを増やし、地産
地消の推進、知名度の向上を目指すため、
PRに協力している飲食店・小売店を「草
加市地場農産物使用推進店」として登録
する取り組みを始めました。

問都市農業振興課☎922-08425922-3406

写真：昨年度の枝豆
収穫体験（瀬崎小）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

草加は「野菜」の生産が盛んな土地柄

ほかにも季節や地域ごとに様々な農産物が生産されています。

　草加市は消費地に近く、鮮度を落とさず食卓へ届けるこ
とができるため、新鮮さが重視される「野菜」が盛んに生
産されています。中でも、枝豆や小松菜は作付け面積が広
く、市の特産品として知られています。

枝豆枝豆

 昭和30年代
から市内で本
格的に生産が
はじまり、品質
の高さから高
級品としても
人気。

市内で最も農家
戸数が多い。枝
豆・小松菜等を
生産。市の花
「菊」の栽培も
盛んな地域。

市内で最も農家
戸数が多い。枝
豆・小松菜等を
生産。市の花
「菊」の栽培も
盛んな地域。

新田地区新田地区

植木や庭木用の樹
木などを多く栽培。
造園が盛んな地域。

植木や庭木用の樹
木などを多く栽培。
造園が盛んな地域。

安行地区安行地区

地区西部を中心に
田畑が多い。庭先
販売所が充実。菊や
シクラメン等の栽
培も盛んな地域。

地区西部を中心に
田畑が多い。庭先
販売所が充実。菊や
シクラメン等の栽
培も盛んな地域。

谷塚地区谷塚地区 土地の資産性が高
く、農地の維持が
難しい地区。交通
の便がよく、体験
農園等の事業展開
も見られる地域。

土地の資産性が高
く、農地の維持が
難しい地区。交通
の便がよく、体験
農園等の事業展開
も見られる地域。

草加地区草加地区

市内唯一の市街化
調整区域があり、米
作が盛んな地域。

市内唯一の市街化
調整区域があり、米
作が盛んな地域。

川柳地区川柳地区

小松菜小松菜

　1年中安定
して生産され
ている。作付
け面積は約10
万4000㎡で
東京ドーム約
2.2個分相当。

市ホームページ
にも掲載。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
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草加 検索ホームページSOKA ☎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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令和2年の市内交通事故状況（前年比）7月20日現在　人身事故308件（－42）　死者2人（－3）

　ロタウイルスは感染力が非常に強く、予防が難しいため、乳幼児
のうちにほとんどの子どもが感染します。初めてロタウイルスに感
染した時は特に重症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響をおよぼす
こともあり注意が必要なため、10月1日から定期接種となります。

■主なサービス
・予防接種のスケジュール作成
・子どもの身長・体重をグラフで記録
・子どもの成長を写真でアップロード
・健康診断の結果を登録
・妊婦健診のスケジュール作成

■登録方法
　母と子の健康応援サイト（QRコード）
から登録してください。

※母子健康手帳の代わりとなるものではあり
ません。

　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。詳細は市ホームページで確認してください。
■対象　市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、戸籍の附票に記載

されている人
■登録方法
【窓口受付】
　市民課または各サービスセンターに本人確認書類（運転免許
証・保険証等）を持参してください。
※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
です。

【郵送受付】
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
※連絡先は平日の日中連絡ができる電話番号を記入

②本人確認書類（運転免許証・保険証等）のコピーを用意
③封筒に①②を同封し、〒340-8550市民課へ。

※いずれのワクチンも効果や安全性に差はありません。使用するワクチンは、医療機関に相談し
てください。
※副作用のリスクを下げるため、1回目の接種時期が遅くならないようにしてください。
※副作用（特に腸重積症）は、事前に確認し、体調の良いときに予防接種を受けてください。

※いずれのワクチンも効果や安全性に差はありません。使用するワクチンは、医療機関に相談し
てください。
※副作用のリスクを下げるため、1回目の接種時期が遅くならないようにしてください。
※副作用（特に腸重積症）は、事前に確認し、体調の良いときに予防接種を受けてください。

種類
内容

予診票

対象者

接種時期

接種回数

令和2年8月1日以降に生まれた乳児
※同年7月31日以前に生まれた乳幼児は対象外

2回接種
2回目：1回目から27日あけて接種

3回接種
2回目：1回目から27日あけて接種
3回目：2回目から27日あけて接種

経口（飲む）生ワクチン
ロタテック（5価）

生後6週～32週になった日

1回目は生後2か月～14週6日の接種を推奨

ロタリックス（1価）

生後6週～24週になった日

こんにちは赤ちゃん訪問時に配布

■職種・採用人数
【看護師】既卒：5～10人程度、新卒：若干名
【薬剤師・管理栄養士・事務（医療情報）・電気技師または建築
技師・社会福祉士】若干名

□申8月28日㈮（消印有効）までに市立病院、市職員課、サービスセ
ンターで配布する試験申込書（同病院ホームページからも入手可）
を同病院経営管理課へ。

□申

　にぎわいあるまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基
づく都市再生推進法人の指定について、事務取扱要綱を制定しまし
た。指定を希望する法人は、産業振興課へ。
■都市再生推進法人とは
　都市の再生のために、まちづくりのコーディネーターやまちづ
くり活動の推進主体として、市への提案などを担い市が指定する
法人。

■対象
　まちづくり会社、NPO法人、一般社団法人、公益社団法人、一
般財団法人、公益財団法人
※まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・
人材等が整っていることなどの条件あり

■都市再生推進法人に指定されると
・公的な位置付けが付与される。
・市に対して都市再生整備計画の提案ができる。
・都市利便増進協定の締結ができる。
・税制優遇や融資などの支援措置が受けられる。

職種

管理栄養士

事務
(医療情報)

看護師

電気技師
または
建築技師

受験資格等 試験日・内容 採用予定日

9月5日㈯
論文・面接

既卒：昭和45年4月2日以降生まれで、
看護師免許を有する

新卒：昭和60年4月2日以降生まれで、
令和3年3月31日までに免許を取
得見込み

昭和60年4月2日以降生まれで、100床
以上の病院での勤務経験が7年以上かつ
⑴～⑶のいずれかを満たす
⑴ネットワークおよびサーバの設計また
は構築経験を令和2年7月1日現在で2
年以上有する

⑵アプリケーションの設計または構築経
験を令和2年7月1日現在で2年以上有
する

⑶システム開発プロジェクト（概ね10
人以上）において指揮監督を行う監
督職務の経験を有する

平成5年4月2日以降生まれで薬剤師免許
を有するまたは令和3年3月31日までに
免許を取得見込み

昭和60年4月2日以降生まれで高等学校
以上を卒業し、受験職種に関する職務経
験を令和2年7月1日現在で3年以上有す
る

昭和60年4月2日以降生まれで社会福祉
士の免許を有するまたは令和3年3月31
日までに取得見込み

昭和55年4月2日以降生まれで管理栄養
士免許を有する

社会福祉士

薬剤師

第1次試験
9月5日㈯

一般教養・論文

第2次試験
9月19日㈯
面接

（第1次試験
合格者のみ）

令和3年1月1日
または

同年4月1日

登録簡単！
予防接種の管理は
「母と子の健康応援サイト」
が便利です

▲健康応援サイト

ロタウイルスワクチンの
予防接種が定期接種へ
問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

10月1日
から

住民票等の本人通知登録を
問市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

不正取得による権利侵害防ぐ

市立病院新規採用職員を募集
問市立病院経営管理課☎946-2200◯3003Ü946-2211◯ Ü

令和3年1月・4月採用

民間まちづくり会社等を
都市再生推進法人として指定
問産業振興課☎922-0839Ü922-3406Ü

内

市へ都市再生の提案等を行います

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年8月5日号



　対象のキャッシュレス決済サービスを利用（チャージまたは購
入）した際に付与されるポイント。
　利用に当たっては、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポ
イントの予約（マイキーIDの設定）と申し込みが必要です。

　対象者へ8月中旬に通知を送付しますので、同封の口座振込依頼
書に必要事項を記入の上、返信用封筒で返送するか、長寿支援課へ。
■支給対象者・支給額
　令和2年5月1日現在、市内に住民登録があり、8月1日現在、引き
続き市内に居住している下表の人。

　「政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条
例」に基づき、令和元年12月31日現在の市長の資産等並びに令和2
年4月1日現在で報酬を得て職についている会社等を公開します。
■建物

■所得金額　2054万7938円
■自動車（100万円を超えるもの）　普通自家用車2台
■会社等　埼玉県都市競艇組合（議員）、東埼玉資源環境組合（理
事）、草加八潮消防組合（管理者）、㈲エスアイエス（代表取締
役）、白井エコセンター（取締役）

　特別障害者手当または障害児福祉手当の受給資格の認定を受けて
いる人に現況届を送付します。必要事項を記入し、各担当課へ提出
してください。なお、各手当は、障がい者本人またはその配偶者も
しくは扶養義務者に一定額以上の所得（下表）がある場合、その年
の8月から翌年の7月まで支給を停止します。

■対 象 者　20歳以上で常
時寝たきりや意思疎通が困
難な人など、障がいにより
日常生活において常時特別
の介護を必要とする人
■手当月額　2万7350円
■支給要件　①施設に入所
していない。②継続して3
か月を超えて老人保健施設
に入所や病院に入院してい
ない。③所得制限基準額を
超えていない。

■対 象 者　20歳未満で障がいにより日常生活において常時の介護
を必要とする人
■手当月額　1万4880円
■支給要件　①施設に入所していない。②障がいを支給事由とする
年金を受給していない。③所得制限基準額を超えていない。

　夏はペットボトルの排出量が多くなります。つぶさないで出すと
「回収袋がすぐいっぱいになり、ほかの人が出せない」「収集場所
からあふれて散乱し、交通の妨げや事故につながる」などの恐れが
あります。ペットボトルは必ずつぶしてから出してください。

年　齢
77歳（喜寿）
88歳（米寿）
99歳（白寿）

2万円
3万円
5万円

昭和17年8月2日～同18年8月1日生まれ
昭和6年8月2日～同7年8月1日生まれ
大正9年8月2日～同10年8月1日生まれ

生　年　月　日 支 給 額

所在地
草加市稲荷四丁目35番地15
草加市稲荷六丁目816番地2
草加市稲荷六丁目907番地1
草加市稲荷六丁目907番地2

575万2646円
58万7479円
156万3943円
70万2648円

127.51㎡
 77.76㎡
 96.05㎡
 48.02㎡

面　　積 固定資産税課税標準額

※指定の口座に振り込みます。

分別されていない時や袋の中身が飛散した時、収集作業員が直接
手に触れて作業しています

マイナポイントとは

用意するもの

マイナポイントの予約・申し込みは①または②でできます

1. 分別はしっかりと
2. ごみ袋がいっぱいになるまでごみを入れない
3. ごみ袋はしっかり縛る。袋が破れてないかの確認を
4. 使用済みのマスク、ティッシュは小袋に入れ、しっかり縛る
5. ごみ散乱防止ネットを活用し、カラス対策を

ごみを出すときの感染症対策

対象の決済サービスや予約・申込方法など
問い合わせは総務省ホームページ（QRコード）または
マイナンバー総合フリーダイヤルで

マイナンバー

0120-95-0178（　　　　　　　　）月～金曜日：午前9時30分～午後8時
土・日曜日、祝日：午前9時30分～午後5時30分

カード読み込みに
対応した

スマートフォン、
パソコンなど

郵便局・コンビニ・
携帯ショップなど
全国9万か所に設置

※申込時に選択する決済サービスは、複数人（家族でも）で同じ決済サービスを共有す
ることはできません。
※事前登録が必要な決済サービスや、自身のスマートフォンからのみの申し込みとなる
決済サービスがあります。

■注意事項　電子証明書の有効期限切れによる更新手続きやパスワ
ード忘れによる再設定を行った場合、マイナポイントの予約・申し
込みが24時間できません。

　　市役所本庁舎西棟１階
•期間：12月28日㈪まで
•時間：午前8時30分～午後5時
　（土・日曜日、祝日を除く）

※1　所得とは諸控除後の額
※2　扶養義務者とは、障がい者本人と生計を同じくする障

がい者本人の直系血族、兄弟姉妹
※3　特別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年

金等も所得に含む。

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

717万5000円

0人

1人

2人

3人

4人

扶養親族
等の人数

支給停止になる所得額

本人所得 扶養義務者・
配偶者所得

所得制限基準額の一例（令和2年度）

障害児福祉手当

特別障害者手当

+ +
決済サービスID・セキュリティコード
（サービスにより名称が異なります）

マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書の暗証番号
（カード取得時に設定した4桁の数字）

＊＊＊＊

①自身の端末 ②支援端末

　収集時は手袋・マスク着用に心掛けていますが、
一番の感染症対策は「出されたごみに直接触れる
ことがない」こと。収集作業員が新型コロナウイ
ルスに感染した場合、一時的に収集を停止するこ
ともあり得るため、下記のとおり感染症対策に協力してください。

問長寿支援課☎922-1342Ü922-3279

特別障害者手当
障害児福祉手当

敬老祝金

ペットボトルを出す時の合い言葉

最大2万円の利用で5000円分のポイントを付与

❶外す（キャップ・ラベル）
❷すすぐ
❸つぶす

市長の資産等を公開

現況届提出期間
8月12日水～9月11日金
郵送提出もできます

問特別障害者手当…障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
　障害児福祉手当…子育て支援課☎922-1483Ü922-3274

問庶務課☎922-0954Ü922-3091

9月からマイナポイント
の利用開始
問IT・市民サービス推進室☎922-1974Ü922-1108

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

喜寿・米寿・白寿をお祝い

\ 同じ量でもこんなに違う /

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年8月5日号



【主催者】
・体調不良者の利用禁止
・利用人数の制限
・換気の徹底
・利用責任者が参加者を把握

【主催者と参加者】
・密閉、密集、密接を避ける
・マスクの着用
・こまめに手洗い・うがいをする
・検温、健康チェックし、体調不
良を感じたら外出しない

公共施設等の利用時のお願い
感染症拡大防止のため、以下の基本ルールと施設ごとの運営基準
を守って利用してください。

利用時の基本ルール

新型コロナウイルス感染者・医療従事者等への
偏見・差別は不当です
　新型コロナウイルス感染症に関連して、
感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対す
る誤解や偏見に基づく差別は決してあって
はなりません。不当な偏見・差別に困った
ときは、1人で悩まず相談してください。
なお、YouTube法務省チャンネルでは法務
大臣からのメッセージを掲載しています。
ε人権共生課☎922-0825Ü927-4955

εであいの森　☎936-2791Ü936-2792
　ふれあいの里　☎920-6222Ü920-6251

であいの森浴場の利用を再開

　であいの森入浴サービスの利用再開に当たり、利用時間と人数を制限し
ます。また毎週日曜日は休止日とします。詳細は同館に問い合わせてくだ
さい。なお、ふれあいの里浴場は漏水対応のため、引き続き休止します。

■現在利用の出来るもの　講座・サークル等への貸館、卓球、将棋・囲碁
等の利用、入浴サービス、であいの森レストラン
■利用休止継続　カラオケ、大集会室の利用、ふれあいの里浴場

☎精神的な不安に関する
相談窓口

●埼玉いのちの電話　☎048-645-4343
　24時間365日。HPからメール相談も可能。
●エッセンシャルワーカーのためのこころの相談窓口
（県立精神保健福祉センター）　☎048-723-6888
　平日9時～17時
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症関連
「SNS心の相談」（QRコード）
　応対時間は月ごとに変わります。利用時は同省HPで確
認してください。感染症の影響による心の悩みを、チャ
ット形式で受け付けています。

※利用再開に伴い利用者確認を行うため、利用者登録証を持参してくだ
さい。利用者登録証がない人は、窓口で発行の手続きを行いますので身
分証明書（保険証等）を持参してください。なお、レストラン・交流広
場以外での飲食は禁止です。ご理解ご協力をお願いします。

8/17
から

　8/6は広島原爆の日、8/9は長崎原爆
の日です。この日両市において、原爆
死没者の慰霊と平和祈念式典が行われ
ます。また、8/15は終戦記念日です。
原爆投下時刻等に合わせ慰霊並びに平
和を祈念し、それぞれ家庭や職場など
で黙とうを捧げましょう。8/6㊍8時15
分、8/9㊐11時2分、8/15㊏12時。ε人
権共生課☎922-0825Ü927-4955

　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
長交際費など全ての交際費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HP
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
　農業委員会…1件・5000円
　なお、市長、議長、教育委員会、上
下水道部、市立病院事業管理者、選挙
管理委員会、監査委員、公平委員会の
支出はありませんでした。
ε庶務課☎922-0954Ü922-3091

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。

　8/17㊊13時30分～。会場は草加宿神
明庵。草加を訪れた人に湯茶などのお
もてなしをするお休み処のボランティ
ア説明会。㊏㊐㊗を含む11時～16時の
月4回程度活動できる人対象。è文化
観光課へ。☎922-2403Ü922-3406

　平和パネル展や平和の日講演会など、
平和の尊さを訴える活動を続ける平和
ネットワーク草加では、メンバーを募
集しています。活動は市職員と共に行
う月1回程度の会議や催事の企画・運
営など。現在13人で活動中です。詳細

は問い合わせてください。ε人権共生
課☎922-0825Ü927-4955

　10/9、11/13、12/11の㊎9時～12時。
会場は子育て支援センター。子育て応
援隊に登録している市内の団体・個人

対象。定員各日1組（入場は11人まで。
応募多数の場合は抽選・複数団体のコ
ラボ可）。詳細は情報サイトぼっくる
んで確認してください。è8/19㊌まで
に同センター、プチみっけ、情報サイ
トぼっくるんで配布する応募用紙を子
育て支援センターへ。☎941-6791Ü94
1-6828

■写真教室基礎科体験会　8/21㊎、
9/4㊎13時～15時。全2回。会場は市民
体育館ほか。定員10人。費用1200円
■初心者の織物教室　8/25㊋9時30分
～11時。会場は市民体育館。定員10人。
費用700円（材料費別途）
■英会話入門　8/20･27、9/3の㊍15時
30分～17時。全3回。会場は勤労青少

年ホーム。定員10人。費用2000円（教
材費別途）
è8/6㊍からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209

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。

恒久平和を次世代へつなぐ
平和ネットワーク草加
メンバー募集中

シルバーカルチャー教室

草加宿神明庵
運営ボランティア募集説明会

原爆死没者・戦没者の慰霊並びに
平和祈念の黙とうを

交際費の執行状況を公開
４～６月

子育て支援センターで
子ども・子育て活動をPRしませんか
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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

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

納付は便利な口座振替・PayB（ペイビー）で

8月の
納税
・
納付

▶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
▶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・コンビニで納めてください



≪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）　

■転入者は母子健康手帳を準備の上、健康づくり課へ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和2年7月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö8月下旬～9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

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö9/4㊎9時30分～12時 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

マタニティクラス両親学級　è電話で
ô11月～令和3年1月出産予定の初妊婦と夫　ë10組　ö9/6㊐・9㊌9時15分～12時
15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

母子保健　

■対象年齢は令和3年3/31現在
■がん検診の無料対象者…①75歳以上②65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保
険者③非課税者(世帯全員）④生活保護受給者⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者
  ※胃内視鏡検診は①②③は2000円、④⑤は無料
■はがきの記入事項…希望検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号
■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ。胃内視鏡検診は2年に1回
■乳がん（個別・集団）検診…2年に1回。妊娠中・授乳中・断乳後6か月以内・乳房整
形・ペースメーカー使用者は対象外
■肝炎ウイルス・口腔がん・乳がん（個別）・胃がん（個別）検診…健康づくり課の受
診券発行後に指定医療機関へ

成人保健

みんなの健康 問健康づくり課 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22（保健センター） ※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

ô20歳以上　ö11/30㊊まで　ß頸部1700円、頸部・体部2500
円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô40歳以上（結核のみ65歳以上）　ö9/30㊌まで　ßX線800
円、かく痰900円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô30歳以上　ö12/18㊎まで　ß500円

子宮がん検診
頸がんの細胞検査

大腸がん検診
便潜血反応検査

肺がん・結核検診
胸部X線

個別検診（à指定医療機関）受診券不要　è指定医療機関へ（一覧は健康
カレンダー、市HPに掲載。保健センター、公共施設にも配置）
Ñ健康保険証または住所が確認できるもの（無料対象者は必要な証明等）

個別検診（à指定医療機関）要受診券      
èはがき（9/20㊐消印有効、胃がん以外は電子申請でも可）で

ô40歳以上（同検診未受診者）　ö12/18㊎まで

口腔がん検診
問診・視触診

ô50歳以上　ö令和3年1/29㊎まで
ß700円

乳がん検診（定員あり）
視触診・マンモグラフィ検査

肝炎ウイルス検診
Ｂ・Ｃ肝炎検査　　　　　　　　　　　　　

ô40歳以上（前年度未受診者）　ö11/30㊊まで
ß1300円

胃がん検診（定員あり）
内視鏡検査

ô50歳以上（前年度未受診者）　ö12/20㊐まで
ß3500円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員を減らして実施しています。
内容や申請方法を変更しているものがありますので、市HP等で最新の情報を確認してください。

ô40歳以上（前年度未受診者）
ß1300円

ô30歳以上　ß胃がん900円、
大腸がん500円

乳がん検診
視触診・マンモグラフィ検査

胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・便潜血反応検査

希望日は記入せず
申し込みを
定員を大幅に減らし
実施するため指定不可

離乳食講習　è電話・市HPで
初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児  ë各回12組  ö8/31㊊①13時～ ②14時30分～
ô6～8か月児  ë各回12組  ö8/31㊊①9時45分～ ②11時～
ô8か月～1歳2か月児  ë各回12組  ö8/26㊌①9時45分～ ②11時～

集団検診（à保健センター）要受診券（定員あり）èはがきで

ô18歳以上（年1回）ö8/24㊊①9時20分②9時50分③10時20分
④10時50分⑤11時20分　ß100円　ë各回12人骨密度測定

健康相談など　è電話で

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô平成31年2月生まれ
ô平成29年6月生まれ

ö9/1㊋・15㊋
ö9/8㊋・29㊋

日時等の詳細は
個別通知に記載

ê8月末

※4～6月受診予定だった人には個別に通知します。

感染症の拡大防止のために

埼玉県 厚生労働省
LINEコロナお知らせシステム 新型コロナウイルス接触確認アプリ

　訪れた施設などに、感染者がいたことが分かった場合、注意喚起のメッ
セージを配信します。まずは、埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県-新型コロ
ナ対策パーソナルサポート」に登録してください。

COCOA
ココア

▲1メートル以内、15分以上の近接した状態で検知

　外出先などで新型コロナウイルス感染症の陽性者と、接触した可能性が
ある場合に通知します。

　「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」は場所に注目、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」は人に注目したアプリです。強みの異なる両方
のアプリを利用することで、感染症の拡大防止につながります。自分と、大切な人を守るために「スマートフォンアプリ」への登録をお願いします。

★個人情報の入力は不要です。

利　用　方　法
アプリを右記のQRコードからスマートフォンにイ
ンストールし、近接通信機能（ブルートゥース　  ）
をオンにする

⬆システムの
詳細はこちら

⬆COCOAの
詳細はこちら

⬆
登録はこちら

iOS用 Android用

★初回のみ情報取得への同意をお願いします（利用者の
住所などは取得しません）。

★県外の施設などを利用する場合には、施設のある都道
府県の「新型コロナ対策パーソナルサポート」に登録す
る必要があります。

　事業者の皆さん（施設管理者、店舗運営者、
イベント主催者）は、県HPからQRコードの発
行を受け、利用者が分かるように掲示してく
ださい。

利　用　方　法
①施設やお店に掲示してあるQRコードを、
　訪問するたびにスマートフォンで読み取る
②読み取り完了メッセージが届いたら完了

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2020年8月5日号

★QRコードは（株）デンソーウェーブの
　登録商標です。
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■卓球大会　9/6㊐9時～。会場は市民
体育館。男女別シングルス、小学生シ
ングルス。参加費一般500円、小・中
学生300円
■グラウンド・ゴルフ大会　10/3㊏
（雨天時6㊋に順延）8時30分～。会場
はそうか公園。参加費1人700円
è卓球は8/12㊌まで、グラウンド・ゴ
ルフは8/31㊊までに電話で草加市スポ
ーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513Ü

①であいの森かけはしサロン　9/9㊌
13時～14時30分。講話「免疫力を高め
る食事を学ぼう」。定員15人
②水彩画を楽しく描こう　9/10・24、
10/8・22、11/12・26の㊍13時～14時
30分。全6回。定員10人。モチーフの
果物数個、筆拭き持参。材料費1000円
（初回のみ）
③季節を感じよう俳句講座　9/11・
25、10/9・23、11/13・27の㊎10時～
11時30分。全6回。定員13人、あれば
歳時記持参
④バランスコーディネーション～お家
でできる軽体操～　9/14・28、10/12
・26、11/2・16、12/7・21の㊊10時～
11時30分。全8回。ヨガマットまたは
バスタオル持参。定員20人

①

②

③

④

　9/19㊏9時～。会場は市民体育館。
中学生ダブルス団体戦。参加費1チー
ム1000円。è8/21㊎までに電話で草加
市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-
1513

Ü

　8/8㊏・9㊐は、電気設備点検・館内
消毒のため臨時休館します。εであい
の森☎936-2791Ü936-2792Ü

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。
■草加市文化会館　9/1～12/1の㊋9時
15分～10時30分（9/22は9/23㊌に変更、
11/3・10を除く）
■新田西文化センター　9/3～11/26の
㊍9時15分～10時30分（10/8を除く）
　いずれも全12回。物忘れ等認知症の
症状が心配で軽運動が可能な65歳以上
対象。定員各15人（年度内初参加者優
先）。è8/6㊍～14㊎に電話で長寿支
援課へ。☎922-2862Ü922-3279Ü

　介護者のつどいは、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。
■介護者のつどい　8/8㊏13時30分～
15時。会場は新里文化センター。定員
20人。ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü92 
9-5222
■介護者のつどい　8/11㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。ε

松原・草加東部（包）☎932-6775Ü932- 
6779
■認知症介護者のつどい　8/19㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　8/19㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε安行
（包）☎921-2121Ü928 -8989
■ピカッとブレイン　8/19㊌14時～15
時。会場は新里文化センター。脳トレ
中心の介護予防教室。65歳以上対象。
定員20人。è8/6㊍から谷塚西部（包）

Ü

Ü

Ü

Ü

子ども・親子向け

高年者向け

であいの森講座

ジュニア卓球大会

ドレミ♪でスッキリ教室

であいの森　臨時休館

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

スポーツを楽しもう
市民体育祭

へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　8/26㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。ボール等を使用した介護予防体
操。65歳以上対象。定員30人。室内靴
持参。è 8/6㊍から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-7007Ü931-0993
■介護予防教室　8/28㊎13時30分～14
時30分。会場は勤労福祉会館。体操・
脳トレ・音楽を通じた介護予防。65歳
以上対象。定員20人。è8/6㊍から新
田（包）へ。☎946-0520Ü946-0523

Ü

Ü

Ü

⑤折り紙を楽しもう　9/23㊌10時～12
時。定員12人。材料費100円。のり・
はさみ、定規持参
　いずれも60歳以上対象。è③⑤は8/
7㊎、①②は8/11㊋、④は8/12㊌のい
ずれも10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792

③

Ü

　9/29～令和3年3/9までの毎㊋19時15
分～21時15分。全20回。手話奉仕員養
成講座「基礎」課程修了者または同等
レベルで受講審査合格者対象。定員15
人。会場は草加市文化会館ほか。テキ
スト代実費負担。受講審査は9/12㊏9
時30分受付、9時45分審査開始。会場
は草加市文化会館。手話の読み取り・
手話表現の審査。è8/20㊍～31㊊（必
着）にはがきに住所・氏名・年齢・電
話番号・講座名・受講動機・保育希望
の有無を記入し、〒340-0013松江1- 
1-32社会福祉協議会へ。☎932-6770Ü 

932-6781

手話通訳者養成講座
「準備コース」

　8/1㊏～10/4㊐。会場は歴史民俗資
料館。昭和36～39年に建設され、当時
東洋一のマンモス団地といわれた草加
松原団地に焦点を合わせ、同30～40年
代の暮らしを紹介します。UR都市機構、
東武博物館のほか、市民の皆さんから
寄せられた貴重な資料を展示。草加の
発展に一時代を築いた草加松原団地の
歴史を感じられる内容です。ε同館☎
922-0402Ü922-1117

企画展「草加×東洋一の
マンモスだんち展」

新型コロナウイルスの感染を拡大させないようにしましょう

「草加市新しい生活様式」のイラスト（抜粋）

　無症状や軽症であっても、ほかの人に感染を広げる例が確認されています。自分を感染から守るだけでなく、周囲に感染させないことが不可欠です。
新型コロナウイルス感染症の感染予防に向けた、慎重な行動や対策をお願いします。
　市では「草加市新しい生活様式」の内容を表した、17種類のイラストを作成しました。市HP（QRコード）
から入手して、学校や職場などの啓発に活用してください。申請、許可等は不要です（営利目的は不可）。 草加市新しい生活様式

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが誰でも気軽に交流し、
介護負担の軽減や認知症理解を深める
憩いの場。当日先着順。ε長寿支援課
☎922-2862Ü922-3279
■ボンセジュール草加　8/22㊏13時30
分～15時30分。定員20人。参加費100
円。室内靴・ビニール袋持参。☎0120-
02-3715

オレンジカフェ
（認知症カフェ）
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎0120-777031　▶火災・防災情報　☎997-8511

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εè先に確認を。
■不登校相談会　8/7㊎15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室　
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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/ 
8㊏・13㊍・18㊋・20㊍・24㊊・27㊍
9時～11時　8/16㊐13時～15時　中央
公民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987

　市の審議会等を傍聴できます。定員
・申込方法は各欄を確認してください。
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
絡してください。
■国民保護協議会〈危機管理課☎922- 
0614Ü922-6591〉…8/19㊌9時30分～
　草加市文化会館第1会議室で　定員5
人（当日先着順）
■防災会議〈危機管理課☎922-0614Ü 

922-6591〉…8/19㊌10時45分～　草加
市文化会館第1会議室で　定員5人（当
日先着順）
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…8/26㊌14時～
　紅藤カナダビル2階職員研修室で　
定員2人（当日先着順）
■地域経営委員会〈総合政策課☎922- 
0749Ü927-4955〉…8/28㊎10時～　
市役所西棟第1・2会議室で　定員2人
（当日先着順）
■公民館運営審議会〈中央公民館☎92 
2-5344Ü925-0152〉…8/28㊎14時～　
中央公民館第1会議室で　定員5人（当
日先着順）
■地域公共交通会議〈交通対策課☎92 
2-1685Ü922-1030〉…8/31㊊10時～　
高砂コミセン集会室で　定員5人（事
前申込・先着順）

Ü

Ü 

Ü

Ü

Ü

Ü

　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、幼保小
中の連絡調整、校務分掌等を行います。
勤務は採用決定日の翌日～令和3年3/ 
31（長期休業中を含む）㊊～㊎。8時
30分～17時のうち7時間45分。場所は
市内小・中学校。中学校教員免許（社
会）所有者対象。募集は若干名。基本
給22万5568円。交通費、社会保険等あ
り（条件あり）。è電話連絡後、子ど
も教育連携推進室で配布する指定履歴
書（市HPからも入手可）を同推進室
へ持参。☎922-3494Ü928-1178Ü

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

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）

■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/ 
8㊏・22㊏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
■令和フォトプラザ写真展　8/8㊏～
14㊎10時～18時（初日は11時から、
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
■空手無料体験　8/8㊏15時～16時　
谷塚ミニコミセン　4歳児以上対象　
ε門馬☎080-3002-2709
■卓球無料体験　8/9㊐・10㊗・11㊋9
時～11時　勤労福祉会館　ε高橋☎94 
4-2111
■ふれあいダンスパーティー　8/9㊐
13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　ε佐藤☎090-8036-8059
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/ 
10㊗9時～11時　8/29㊏13時～15時　
瀬崎コミセン集会室　無料　ε関根☎
090-4062-1356
■卓球体験　8/11㊋9時～11時、8/14
㊎13時～15時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■食べて応援！東北復興支援　8/13㊍
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
■ミシン洋裁基礎講座　8/26㊌①9時
30分～13時②13時30分～17時　勤労
福祉会館　材料費1000円　洋裁の基礎
を一から学び作品を作りましょう　è

①
②

竹花☎090-6657-4005
■介護者の集い「オアシス」　8/15㊏
10時～12時　中央公民館　8/25㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　9/1㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　8/ 
22㊏10時～12時　草加市文化会館　一
般対象　定員13人　参加費無料　è遺
言相続後見ネット☎946-5152
■スポーツウエルネス吹矢体験　8/22
・29の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全2回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■映画鑑賞会「初恋の来た道」　8/30
㊐13時30分～　中央公民館　中国文化
を映画を通して学びましょう　参加費
500円（茶菓・資料代）　èサークル
中国大好き武藤☎090-3574-1031
■2020夏親子でプログラミング★
LINEのBOTを作ろう　8/30㊐14時～
16時　勤労福祉会館第3会議室　小5～
中3と保護者対象　無料　èプログラ
ミング☆親子ラボ河本☎080-1334-6894

㈲東洋開発
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備
㈲東洋開発
三栄工業

両新田西町246
住吉2-4-3
柳島町193-5
両新田西町246
苗塚町55-4

☎928-5520
☎922-3413
☎925-4566
☎928-5520
☎925-7384

8/  8㊏
9㊐
10㊗
15㊏
16㊐

休 日 当 番 医
㊐㊗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

発熱時は、必ず事前に電話連絡を。連絡のない場合は診察を受けられません。!

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

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。

あや総合内科クリニック
9時～12時・14時～17時

花栗1-11-23
☎943-4341

草加すぎうら内科クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2149-2
☎950-8040

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

藤巻歯科医院
9時～12時

栄町2-9-20-301
☎936-0365

石井外科医院
9時～12時・14時～17時

氷川町928
☎925-4255

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

8/9㊐ 8/10㊗

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

内
科

外
科

歯
科

しんえいクリニック
9時～12時・14時～17時

新栄4-2-5
☎941-5211

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

8/16㊐

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

■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

子ども急病夜間クリニック（小児科）
※夜間に急変した0～15歳を応急診療します。

☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

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



　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では
味わうことのできない自然体験を通して、
村民との交流を深めましょう。
■日　程　9月20日㈰・21日㈷の1泊2日

（バス移動。片道約4時間半）
■集　合　9月20日㈰午前7時30分草加駅西口
■宿　泊　下表の村内宿泊施設から選択
■内　容　農業体験、矢ノ原湿原散策、旧喰丸小見学ほか
■定　員　20人（申込多数の場合は抽選）
■対　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参加費　下表のとおり

ω8月24日㈪（必着）までにはがきに希望宿泊先、希望者全員の住
所・氏名・性別・年齢・電話番号を記入し〒340-0013松江6-1-1㈲共
栄旅行サービスへ（ファクス、メール（QRコード）も可）。☎
932-4236Ü932-4237。同社へ電話で申し込み完了の確認を。1組5人
まで。重複応募は無効。結果は8月31日㈪以降に通知。

　浴衣姿で国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」の散策
や記念撮影など、草加の夏のひとときを楽しんでみませんか。
　浴衣は女性用14種類、男性用4種類。着付けのほか、げたやバッ
グなどの貸し出しも行っています。
■期間　9月30日㈬まで　※月曜日、8月12日㈬～17日㈪は休館
■時間　午前11時～午後2時（最終返却時間は午後3時30分）

※駐車場なし。公共交通機関を利用してください。
■費用　1500円（着付け代等込み）
ω3日前までに草加宿神明庵（☎Ü948-6882）で配布する申込用紙
（同館ホームページ、市ホームページからも入手可）を同館へ。

　草加市商店連合事業協同組合は新型コロナウイルス対策として
「草加市商店連合事業協同組合　彩の国『新しい生活様式』安心宣
言（通称：密なくそうか宣言）」をしました。3密を避けるなどの
対策をしているため、安心して飲食やお買い物が楽しめます。
詳細は同組合（☎928-8121）へ。

　旧日本陸軍登戸研究所の秘密戦兵器・資材の研究・開発内容から、
隠されてきた部分をひもときます。いつもとは違う観点から平和の
大切さについて考えてみませんか。平和ネットワーク草加との共催。
■日時　9月12日㈯午後1時30分～3時30分
■会場　勤労福祉会館
■定員　40人（応募多数の場合は抽選。落選者に連絡）
■講師　山田　朗氏（明治大学平和教育登戸研究所資料館館長）
ω8月28日㈮（必着）までに、はがきに氏名・電話番号
・手話通訳希望の有無を記入し〒340-8550人権共生課へ
（電話、ファクス、メール（QRコード）も可）。
～登戸研究所ってどんなところ？～
　戦前、旧日本陸軍によって開設され、秘密戦（防諜・諜報・謀略・宣
伝）を担った。終戦とともに閉鎖され、現在は明治大学平和教育登戸研究
所資料館として、当時開発された風船爆弾や生物化学兵器、製造していた
偽札等を展示している。

　スタンプ台紙は、広報そうか
8月20日号と同時配布します。

秋の昭和村
　　体験ツアー

秋の実りを楽しもう

■登録方法　LINEアプリがインストールされていることを
確認し、以下のいずれかの方法で登録してください。

■主な配信内容
・感染症対策に関する情報
・感染症に関連する支援や対応内容
・その他周知が必要な情報

※施設の詳細は市ホームページで確認を。
料金には選択した宿の宿泊代、2日目昼食代、各種体験料を含む。

文化観光課 922-2403Ü922-3406問文化観光課☎922-2403Ü922-3406

人権共生課 922-0825Ü927-4955問人権共生課☎922-0825Ü927-4955

文化観光課
922-2403Ü922-3406

問文化観光課
　☎922-2403Ü922-3406

危機管理課 922-0614Ü922-6591
　新型コロナウイルス対策課

922-1839Ü922-6591

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591
　新型コロナウイルス対策課
　☎922-1839Ü922-6591

新型コロナウイルス感染症に
関する情報を配信

方法１．QRコードで登録 方法２．ID検索で登録

①新型コロナウイルスに関する質問ができます
(AI自動応答サービスが答えます)
②③市のホームページにアクセスできます

平和の日講演会
「登戸研究所と戦争と平和」

1 2

3

スマートフォンのカ
メラで右記QRコードを
読み取る

　LINEアプリの友だち追加画面
よりID検索で「＠city_soka」と入
力し検索する

浴衣で
草加松原を

歩こう

★対象店舗は
このポスターが目印

①3密を回避します。清掃を定期的に実施します。
②消毒やマスクの着用など、感染防止の対策を行います。
③ハンドドライヤーの使用中止など、衛生面に配慮します。
④事前予約を最大限活用するなど、安心に向けた工夫をします。
⑤閉鎖空間での大声などは行いません、行わせません。
⑥テイクアウト・デリバリーに対応している店舗もございますので
　ご利用ください。

密なくそうか宣言感染予防策を実施！

草加宿神明庵
浴衣の
着付け・レンタル

　LINEで新型コロナウイルス等に関する情報を配信し
ています。多様な情報を受け取ることができるよう、登
録をお願いします。

草加市と昭和村は
姉妹都市提携

10周年

福島県

宣言
産業振興課 922-3477Ü922-3406問産業振興課☎922-3477Ü922-3406

詳細は、同組合HP
（QRコード）で確認を。

8/23㈰～10/31㈯

安心安全な買い物を実感
密なくそうか
スタンプラリー

宿泊先
昭和温泉しらかば荘
（1人部屋は2000円追加）
民宿松屋

対象
中学生以上
小学生以下
一律

料金
1万2170円

9820円
1万2300円

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題2020年8月5日号

市の人口　令和2年7月1日現在　25万194人（男12万6723人・女12万3471人）/前月比37人増/世帯数11万9597世帯
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