
折り込んである「新型コロナウイルス感染症対策　市内事業者応援特集号」「介護保険特集号」は、抜いて読んでください。

台風などで風水害が発生する恐れがある場合、

市では早期に避難所を開設していきますが、
新型コロナウイルス感染対策として3密（密閉・密集・密接）を
 避けるため、避難所以外の避難も検討をお願いします。

問危機管理課☎922-0614 5922-6591

避難方法は2つ！避難方法は2つ！
自宅で避難（垂直避難） 避難所へ避難
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　河川の水があふれても、草加市
域は建物の2階以上まで浸水する
可能性は低いため、自宅の2階以
上へ避難をお願いします。

●避難所に来る前に必ず体温・体調を確認
●最低3日分の生活必需品
●感染防止対策

●日頃から親戚
　や知人と連絡
　を取り合いま
　しょう。
●車で移動するときは、浸
　水被害に巻き込まれない
　よう早めに。

　台風の接近に加え、竜巻や
突風なども近年多く発生して
います。事前に身を守る準備
をしておきましょう。

草加お知らせメールでは、
「竜巻注意情報」も配信しています

　避難所の開設状況や避難指示等の
情報を随時お知らせします。

●窓の少ない部屋に移動する。
●雨戸・カーテンを閉め、窓に近づ
　かない。
●テーブルなどの下に入り頭を守る。
●植木鉢など飛ばされそうなものは
　家の中へ。

自宅避難の合い言葉

自宅の2階以上への
避難が難しい人

風害から身を守る

災害時は市ホームページを
災害用に切り替えます

▲災害時の市ホームページトップページ画面

自宅の避難に必要な
ものは2面へ

避難に必要なもの、
避難所でのルールは2面へ

浸水する危険がない
親戚や知人宅へ避難
することも念頭に！

●垂直避難（2階以上へ移動）
●最低3日分の生活必需品

台風の時はどこに避難したらいいの？台風の時はどこに避難したらいいの？

平屋建て 共同住宅1階

高年者、障がい者

推奨

（ ）
見本

情報収集の方法は2面へ

2階
以上へ

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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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・・・・・・・・・
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令和2年の市内交通事故状況（前年比）8月20日現在　人身事故343件（－68）　死者2人（－3）

　「備えあれば憂いなし」という言葉のと
おり、備えているといないでは災害時の心
のゆとりが大きく変わります。準備してい
ない人は今から、準備している人は改めて
確認・補充しましょう。

連続講座（本講座5回、フォローアップ講座5回）
■日時　10月24日㈯、11月15日㈰、12月5日㈯、令和3年1月30日㈯、

2月20日㈯（フォローアップ講座は各本講座後に実施）
■内容　年度内実用化を目標とした市内企業への企画立案・販売戦

略等の講義、ワークショップ
■対象　参加企業と講師の課題に意欲的に取り組めるクリエイター、

新商品開発やサービスの企画等に意欲的に取り組める市内
企業ほか

■受講費　5000円
■定員　クリエイター10人程度（選考あり）、市内企業2社
■講師　永田宙郷氏（TIMELESS LLCプランニングディレクター）

坂口剛氏（㈱野村総合研究所　上級コンサルタント・プリ
ンシパル）

　市では、予測雨量・河川の水位・被害予測
などを総合的に判断し、避難所開設などや避
難指示を発信していきます。右記①～⑥で情
報を入手し、的確な避難行動をお願いします。

　避難所は、様々な事情を持った人が災害から身を守るために共同で過ごす場所です。お互
いの事情に配慮し、ルールを守って過ごしてください。

やっておきたい
日頃からの準備

しっかり守ろう
避難所でのルール

□準備ができたらチェック

【生活必需品（最低3日分）】
□飲料水、食料
□携帯トイレ
□常備薬、お薬手帳
□タオル、着替え
□ラジオ
□電池、ランタン等照明器具
□スマートフォン、携帯電話、充電器
□室内履き
□ティッシュ、ウェットティッシュ
□ごみ袋
□生理用品、おむつなど
【感染症対策】
□マスク
□アルコール消毒液
□体温計
□ハンドソープ、固形石けん
□ビニール袋

避難生活に必要なもの

□家族間の連絡方法
□家族の緊急連絡先
□頼れる人（親戚など）
の連絡先

□避難先と集合場所

・氏名・住所・年齢
・緊急連絡先
・家屋の被害状況
・個人情報の取り扱いなど

家族で決めておくこと

健康状態の確認と受け付けを行います
手指の消毒・検温

健康な人
37.5度以上の発熱者や
体調不良者など

水害時は、避難所のグラウンドや駐車場に
水がたまり、車が水没したり事故の恐れが
あります。やむを得ず車中避難をする場合
は、立体駐車場や屋上駐車場など、浸水す
る恐れがない安全な場所でお願いします。

避難所へ車で避難はできません

健康チェックリストの記入 避難者カードの記入

ω企業は9月18日㈮までに電話で同課へ。クリエイターは
10月12日㈪までに専用申込フォーム（QRコード）で。
企業は9月18日㈮までに電話で同課へ。クリエイターは
10月12日㈪までに専用申込フォーム（QRコード）で。

　クリエイターと企業が協働で新商品開発やサービスの企画等を行
い、クリエイターのスキルアップや、企業の課題解決につなげる連
続講座「SOKA CREATIVE LAB」。また開講に先立ち、事業説明を
兼ねたシンポジウムを開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のため参加型のオン
ラインプログラムを中心に実施します。
シンポジウム
■日時　10月4日㈰午後2時～4時30分
■テーマ　中小企業と協業するために必要なクリエイターの役割に

ついて
■対象　クリエイティブ活用による企業や地域の魅力アップに貢

献したいと考えているクリエイター
■定員　30人　　■講師　永田宙郷氏、坂口剛氏
ω9月30日㈬までに専用申込フォーム（QRコード）で

　クリエイターと企業が協働で新商品開発やサービスの企画等を行
い、クリエイターのスキルアップや、企業の課題解決につなげる連
続講座「SOKA CREATIVE LAB」。また開講に先立ち、事業説明を
兼ねたシンポジウムを開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のため参加型のオン
ラインプログラムを中心に実施します。
シンポジウム
■日時　10月4日㈰午後2時～4時30分
■テーマ　中小企業と協業するために必要なクリエイターの役割に

ついて
■対象　クリエイティブ活用による企業や地域の魅力アップに貢

献したいと考えているクリエイター
■定員　30人　　■講師　永田宙郷氏、坂口剛氏
9月30日㈬までに専用申込フォーム（QRコード）で

永田宙郷氏 坂口剛氏

数多くの事業
戦略策定と商
品開発に従事。
伝統工芸から
最先端技術ま
で必要に応じ
た再構築やプ
ランニングを
多く手掛ける。

行政の政策立
案支援、民間企
業の事業開発、
地域における
創業支援など
に従事。現在、
熊本県の「くま
ラボフェロー」。

可能な限り発熱者等の専用スペースを確保
します。確保できな
い場合は、間仕切り
で区切るなどの工夫
をします。

専用スペースに移動

常に情報収集を

避難所は限られた
人員で運営されま
す。避難者も避難
所の運営に協力を
お願いします。

避難所の運営に協力を

避難所にはペット専用スペースを設けます。
スペース内での放し飼いはでき
ません。ケージとリード、エサ
などは飼い主が必ず用意し、責
任をもって管理してください。

ペットは自主管理を

①防災行政無線（☎0120-777031）
②市ホームページ
③草加お知らせメール（旧草加市あんしんメール）
④SNS(Twitter・Facebook）
⑤緊急速報メール
⑥テレビ（データ放送ⓓボタン）

1面続き 台風に備え、今のうちから万全の避難準備を
問危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

問産業振興課☎922-3477Ü922-3406Ü

オンラインで開催

シンポジウム
連続講座

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年9月5日号



　毎年、各地区社会福祉協議会では75歳以上の人を対象に、ご長
寿を祝って各地域で式典を開催していましたが、今年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、式典は中止し、お祝い品の配布等
を行います。
　またお祝い品を郵送する地域の人には、はがきによる自宅での過
ごし方などについてのアンケート（安否確認を含む）を行いますの
で、回答に協力をお願いします。

　10月1日を調査期日として実施する国の基幹統計調査です。
　世帯員数・年齢・居住状況・就業状況などを調査し、調査結果は、
社会経済の基盤データとして、選挙区の区割りや社会福祉、雇用政
策、防災対策などに活用されます。
　なお、調査票に記入された内容は、統計法に基づき厳重に保護さ
れ、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません。
　今回の調査は、新型コロナウイルス感染防止のため、調査書類の
配布は、調査員が郵便受けやドアポストに直接配布する完全ポステ
ィング方式で行います。また、調査票の回収も、原則、調査員によ
る回収は行いませんので、インターネットや郵送での回答をお願い
します。
【調査スケジュール】
　・9月14日㈪～30日㈬　調査員が調査書類を郵便受け等に投函
　・9月14日㈪～10月7日㈬　インターネットでの回答期間
　・10月1日㈭～7日㈬　郵送での回答期間
【問い合わせ先】
　①総務省国勢調査コールセンター（☎0570-07-2020（IP電話の場

合☎03-6636-9607））
　　設置期間：10月31日㈯まで
　　受付時間：午前8時～午後9時（土・日曜日、祝日も利用可）
　②草加市国勢調査コールセンター（☎0570-023-633）
　　設置期間：10月30日㈮まで
　　受付時間：月～金曜日　午前8時30分～午後7時30分
　　　　　　　土・日曜日、祝日　午前8時30分～午後5時

　市議会9月定例会が、9月3日㈭に開会されました。市長提出議案
は23議案。主な議案は次のとおり。
○橋りょう耐震化補強工事（槐戸橋）請負契約の変更契約の締結に
ついて…槐戸橋の橋りょう耐震化補強工事において、耐震化のた
めに設置する部品の仕様を工事着手後に変更する必要が生じたた
め、請負契約の変更契約を締結するものです。
○令和2年度草加市一般会計補正予算（第11号）
○令和元年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について

さいかちどはし

ご長寿のお祝い敬老会

日本に住んでいる全ての人が対象

国勢調査に協力を

問草加市社会福祉協議会☎932-6770Ü932-6779Ü

問庶務課☎922-0973Ü922-1108Ü

①アクセス

インターネット回答の流れ

回答サイトにアクセス

国勢調査に回答・
パスワードを設定
し、送信

②ログイン ③回答

　例年、金婚を迎えられたご夫婦を対象に、金婚式を開催していま
したが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典を
中止します。
　このため、金婚のお祝いとして、下記の
写真館・スタジオで、ご夫婦の写真（キャ
ビネサイズ）を1ポーズ撮影ができる券を
用意しました。
※2ポーズ目以降は有料。
■対 象 者　昭和45年（1月1日～12月31日）に結婚した夫婦
　　　　　　（申込時に結婚年月日等を確認）
■定 　 員　200組
■写真館・スタジオ
　・草加写真スタジオ（草加一丁目18番24号）
　・ボアスタジオ（栄町三丁目1番22号）
　・ホッタスタジオ（谷塚町591番地）
　・高砂スタジオ（高砂二丁目21番35号）
　・横田写真館（高砂二丁目17番10号）
□申9月16日㈬～10月30日㈮に電話で同協議会へ。写真券は郵送します。□申

結婚50年 おめでとうございます

問草加市社会福祉協議会☎932-6770Ü932-6779Ü

金婚のお祝いに
記念写真をとりませんか

国勢調査オンライン

9月3日㈭

市議会9月定例会が開会

インターネット
・郵送で回答を

調査書類のなかの利用ガイドに
記載されている「ログインID」と
「アクセスキー」でログイン

　住宅の新築・増改築等や土地、住宅を購入する際に必要な資金を
融資します。
■対象物件　建築基準法等の法令に適合する市内の住宅
■対象者　①～⑤全てを満たす人
　①市内居住または居住予定
　②20歳以上65歳以下
　③同一勤務先に2年以上勤務している。自営の場合は同一事業で

3年以上の収入がある。
　④市税等を滞納していない。
　⑤申込者名義で所有権登記できる。
　その他、中央労働金庫が定める融資基準があります。
■融資条件等　下表のとおり。融資申し込み額が融資可能額を超え
た場合、受け付けを中止することがあります。

□申都市計画課、市役所情報コーナー、サービスセンター等で配布
する申込書（市ホームページからも入手可）を同課へ。
□申

有担保

無担保
（リフォーム
等）

300万円を超え
2000万円以内

200万円を超え
300万円以内

200万円以内

500万円以内

融資期間融資金額 返済方法 担保融資利率

30年以内

15年以内

10年以内

15年以内 不要

変動金利
2.115％
（上限5％）

変動金利
2.965％

元利均等
月賦償還
（ボーナス
併用可）

抵当権第1位。
ただし、独立行政
法人住宅金融支援
機構等、公的機関
の抵当がある場合
は協議

住宅融資制度
利用受付中
問都市計画課☎922-1896Ü922-3145Ü

（令和2年4月1日現在）

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年9月5日号



■対象世帯・基準　①②のいずれかに該当する世帯
　①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った。
　②主たる生計維持者（以下、生計維持者）の事業収入等（事業収

入・給与収入・不動産収入・山林収入）の減少が見込まれ、次
のア～ウ全てに該当すること。

　　ア生計維持者の事業収入等が令和元年に比べ30%以上減少する
見込み

　　イ生計維持者の令和元年の所得合計が1000万円以下
　　ウ生計維持者の減少する所得以外の令和元年の所得合計が400

万円以下

　高校・短大・大学・専門学校等に入学を希望する人の保護者で入
学準備金の調達が困難な人を対象に、入学準備金を貸し付けます。
いずれも無利子。貸付は審査の上、決定します。
■条件　①～③全てを満たす人
　①市内に1年以上居住し市税を完納している。
　②1都6県（東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城

県・千葉県）居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる
所得等がある連帯保証人が１人いる。

　③申請者及び連帯保証人が、市の他の奨学金制度の保証人でない。
■貸付限度額
　〇高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　〇短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学
校は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短期
大学・大学は48か月で均等月払い。
■個別相談
　総務企画課で随時受け付け。開庁時間に来られない人は同課へ連
絡を。

　令和3年4月からあおば学園への入園を希望する人の入園相談会を
開催します。
■日　　時　11月10日㈫、11日㈬、13日㈮、16日㈪～18日㈬、20

日㈮　
　　　　　　各午後3時15分～4時、4時15分～5時
■会　　場　あおば学園仮設園舎
■対　　象　令和3年4月1日現在、3歳以上のおおむね歩行可能な

知的障がいがある未就学児
■提出書類
　〇入園相談会申込書　〇心身状況表　〇診断書
　※申込書等はあおば学園、子育て支援センターで配布（市ホーム

ページ、ぼっくるんからも入手可）。書類が申込期限にそろわ
ない場合は、連絡してください。

　令和3年4月から市内公立保育園に育成保育対象児として入園を希
望する人の申込受付を行います。
■対象
　保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心
身に障がいがある、または発達に心配がある
が、保育園において集団保育が可能な乳幼児。
■申込書類　9月7日㈪から保育課で配布。

　心身の発達に支援が必要な3歳以上の未就学児
の療育・支援等を行い、学校教育の基礎となる
心と身体を保護者とともに育てていく施設です。

　後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の
感染などにより仕事を休んだことで、給与の支払いが受けられなか
った場合、申請により傷病手当金が支給されます。
■支給要件　①～③全てを満たす人
　①勤務先から給与等の支払いを受けている被用者。
　②新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いによる療

養のため、労務ができなかった期間が連続して4日以上ある。
　③上記②により、受けられなかった給与等がある。
■支給対象となる日数
　労務に服することができなかった期間（4日目から復帰するまで
の期間のうち、就労を予定していた日数）

※総所得から所得控除合計を差し引いた金額  ※総所得から所得控除合計を差し引いた金額  

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

所得区分 申請方法

現
役
並
み
所
得
者

低
所
得
者

後期高齢者医療被保険者証
を持参し、後期高齢者・重心
医療室へ。

代理人申請の場合
•本人の被保険者証
•代理人の本人確認書類
を持参してください。

認定証の種類

限度額適用
認定証

限度額適用・
標準負担額
減額認定証

課税所得額※

380万円以上690万円未満

課税所得額※

145万円以上380万円未満

同じ世帯の全員が
住民税非課税である世帯の人

同じ世帯の全員が住民税非課税で、
全員の所得が０円（年金の所得控除
額は80万円として計算）の世帯の人

　同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額ま
でに抑えることができる「限度額適用認定証」及び「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、窓口での申請が必要
です。所得区分ごとに申請できる認定証と、申請方法は下表のとお
りです。自分の所得区分が分からない人は、問い合わせてください。

　後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の
影響で次の基準に該当する場合は、申請により、保険料の全部また
は一部減免が受けられます。

保険料の減免

傷病手当金の支給

▍あおば学園ってこんなところ

いずれも詳細は市ホームページで確認してください。

入学準備金
貸付制度の活用を

児童発達支援センター
あおば学園入園相談会

□申10月1日㈭までに総務企画課へ。☎922-2619Ü928-1178

□申10月30日㈮（消印有効）までに、郵送であおば学園へ。
　☎Ü936-4972

限度額適用認定証
限度額適用・
標準負担額減額認定証
問後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

公立保育園育成保育
申込受付
□申 9月30日㈬までに保育課へ。
　☎922-1491Ü922-3274

9月7日月
～30日水

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度
傷病手当金の支給・保険料の減免
問後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

交付は窓口で
申請手続きを
交付は窓口で
申請手続きを

新型コロナウイルス感染症関連

④ 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年9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

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■障がい福祉計画策定委員会〈障がい
福祉課☎922-1436Ü922-1153〉…9/29
㊋19時30分～　中央公民館第1・2講座
室で　定員2人
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…10/5㊊10時
～　市役所第二庁舎第1・2委員会室で
　定員2人
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…10/7㊌10時～
　紅藤カナダビル2階職員研修室で　
定員2人
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…10/9㊎10時～　市
役所西棟第1・2会議室で　定員2人
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-3494Ü928-117
8〉…10/12㊊10時～　高砂コミセン集
会室で　定員5人

　9/21㊗・22㊗に緊急で手話通訳者が
必要となった場合、住所・氏名・ファ
クス番号・依頼内容・時間・行先・通
訳者との待ち合わせ時間と場所を記入
し、Ü997-4119（夜間、㊏㊐㊗の緊急
時の依頼方法と同様）へファクスして
ください。消防局が受け付けを代行し、
手話通訳者を派遣します。なお、救急
車や消防車が必要な場合は、Ü119（消
防局）へ。事前にわかっている場合は、
9/18㊎までに草加市社会福祉協議会に
依頼してください。è同協議会へ。☎
932-6770Ü932-6781

　新たな市民農園を開設します。自分
の手で野菜や花を育ててみませんか。
■場所　新善町442-1
■募集　17区画（1区画約16㎡）
■年額　8000円
è9/15㊋までに農園管理者（風間☎94
2-1430）へ。ε都市農業振興課☎922-
0842Ü922-3406

　姉妹都市福島県昭和村で採れたおい
しい米や野菜を即売します。9/12㊏10
時30分～15時（売り切れ次第終了）。
会場は物産・観光情報センター。ε文
化観光課☎922-2403Ü922-3406

　10/4㊐まで歴史民俗資料館で開催し
ている企画展の解説と講座。当時東洋
一といわれた草加松原団地に焦点をあ
わせた昭和35～40年代の暮らしを紹介
しています。
■展示解説　9/13㊐14時～15時。当日
直接会場へ
■講座「団地が育てたもの」　9/20㊐
14時～16時。講師は岡本圭子獨協大学
教授。定員30人
è9/6㊐から電話で同館へ。☎922-040
2Ü922-1117

　9/17㊍・23㊌9時30分～12時にアコ
スホール会議室で説明会を開催します。
詳細は、問い合わせてください。
■介護職員雇用推進事業　介護事業所
への就職希望者に、介護職員初任者研
修の受講（無料）・介護事業所での研
修（給与支給）から就職までを支援。
■介護助手の養成・確保　60歳未満で
主に短時間勤務希望者に、介護施設等
で介護助手として働くための研修の受
講（無料）から就職までを支援。
ε㈱シグマスタッフ大宮支店（県委託
事業受託者）☎048-782-5173

　9/19㊏・20㊐10時～16時。場所はア
コスギャラリー小。直接搬入のみ。è

申込書、出品料（現金のみ）を添えて
作品を当日会場へ持参。東京搬入会場
に搬入する人は申込方法が異なるため
市HP、文化観光課で確認を。ε同課
☎922-2968Ü922-3406

　国・私立または市外の公立小学校に
在籍する市内在住の6年生（令和3年4
月中学校入学予定）で、草加市立中学
校の学校選択を希望する児童は、9/25
㊎までに申請してください。なお、市
立中学校選択制度は今年度で終了しま
す。ε学務課☎922-2674Ü928-1178

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。

　9/23㊌10時～12時。会場は保健セン
ター。ビニール袋を活用した簡単調理
法。洗い物も少なく日常生活にもおす
すめ。ごはん・肉じゃがほか。定員10
人。材料費400円。エプロン・マスク・
三角巾・布巾2枚持参。è9/7㊊より健
康づくり課へ。☎922-0200Ü922-1516

　10/18㊐12時～17時。会場は記念体
育館。演武の部、運用法の部。小学生
以上対象。参加費1000円。è9/20㊐ま
でに電話で草加市スポーツ協会へ。☎
928-6361Ü922-1513

　11/8㊐10時～11時30分。会場は中央
公民館。子どもの成長に合わせた関わ
り方についての講演。5歳児～小学2年
生の保護者対象。講師は子育て科学ア
クシスの伊藤陽子氏。定員40人。手話
通訳あり（要予約）。è9/7㊊～10/23
㊎に子ども教育連携推進室へ。こくち
ーず（QRコード）からも可。☎922-3
494Ü928-1178

　音楽文化の振興を呼びかけるPR動
画を作成するため素材を提供する市民
団体を募集します。作成したPR動画
は12/25㊎からYouTube文化観光課チ
ャンネル等で配信します。
■対象　5人以上で活動する市内団体
及び市内小学校～大学の団体。è9/7
㊊～10/20㊋に文化観光課ほかで配布
する申込用紙(市HPからも入手可)に写

真や映像を添えて同課へ。郵送、メー
ル（QRコード）でも可。☎922-2968Ü
922-3406

(1)中古住宅取得支援事業補助金
　諸経費の最大40万円を補助。
■対象世帯　18歳未満の子が3人以上
の世帯（子2人の場合は条件あり）
■対象住宅　中古住宅で戸建住宅は床
面積100㎡以上、マンションは床面積
80㎡以上または5室以上
(2)住宅供給公社助成金
　(1)の補助金に併せて10万円を助成。
■対象　(1)の交付決定を受け、さら
に①または②に該当する場合。①親世
帯と同居または近居する。②県内のリ
フォーム業者により1件20万円（税込）
以上のリフォーム工事をする。
è令和3年3/15㊊までに県住宅課へ。

定員に達し次第終了。☎048-830-5563
Ü048-830-4888

　9/22㊗まで。会場は歴史民俗資料館。
重陽の節句とは五節句の一つで9/9を
さし、菊の節句として知られています。
菊の花をモチーフにした飾りを展示し

健康長寿を祈願します。ε同館☎922-
0402Ü922-1117

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。

審議会

ミニ企画「重陽の節句展」

市民農園利用者募集

田舎の野菜便

ヘルシー料理教室～災害時に役立つ
パッククッキングを学ぼう～

市民体育祭
少林寺拳法大会

9月連休中の
緊急時の手話通訳者依頼方法

市民音楽活動PR
動画素材の提供団体募集

「国指定名勝おくのほそ道の風景地　
草加松原展」出品受け付け

私立小学校等に在籍する児童の
市立中学校選択申請受け付け

子育て講演会
「小学校入学前後の子育て」

多子世帯向け中古住宅取得
補助金の申請受付

埼玉県介護職員雇用推進事業等
参加者募集

草加×東洋一のマンモスだんち展
解説＆講座「団地が育てたもの」

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

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。

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

9月の
納税
・
納付

▶国民健康保険税（普通徴収） 第4期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第3期
▶介護保険料（普通徴収） 第4期
9/30㊌までに最寄りの市指定金融機関・コンビニ等で納めてください

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9月5日号



≪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8月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö9月下旬～10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 ö10/2㊎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
ô12月～令和3年2月出産予定の初妊婦と夫　ë10組　ö10/4㊐・7㊌9時15分～12
時15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë15組　ö10/21㊌13時～15時30分　ù歯科講話・骨密度測定（希望
者のみ100円）

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

肝炎ウイルス検診
Ｂ・Ｃ肝炎検査　　　　　　　　　　　　　

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

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　ö9/28㊊13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö9/28㊊10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö9/30㊌10時～

ô40歳以上（前年度未受診者）
ß1300円

乳がん検診（定員あり）
視触診・マンモグラフィ検査

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

集団検診（à保健センター）要受診券　èはがきで（9/20㊐消印有効）

ô18歳以上（年1回）ö9/24㊍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　è9/7㊊から電話で

ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…原町コミセン、㊊㊍…稲荷
コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン
ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

※4～6月受診予定だった人には個別に通知します。

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。

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô平成31年3月生まれ
ô平成29年6月生まれ

ö10/6㊋・19㊊
ö9/8㊋・29㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê9月末
ê8月末

※4～6月受診予定だった人には個別に通知します。

　9/28㊊まで。会場は中央図書館。草
加環境推進協議会の活動やみどりのカ
ーテン写真展、市内の生きものについ
て展示します。ε環境課☎922-1519Ü
922-1030

　10/10㊏10時30分
～12時30分。会場
は草加市文化会館。
定員40人。保育あり
（1歳～未就学児）。

講師は内海房子国立女性教育会館理事
長。演題「男女共同参画社会の実現を
目指して～一人ひとりの意識が中核都
市の未来を創る～」。みんなのまち草
の根ネットの会との共催。è9/7㊊か
らはがきに、氏名（ふりがな）・住所
・電話番号・保育の有無・手話通訳希
望者はその旨を記入し〒340-8550人権
共生課へ。ファクス、メール（QRコ
ード）でも可。1申し込みにつき2人ま
で。☎922-0825Ü927-4955

　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　9/8㊋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
■介護者のつどい　9/12㊏13時30分～
15時。会場は新里文化センター。定員
10人。ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü92
9-5222
■認知症介護者のつどい　9/16㊌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　9/16㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε安行
（包）へ。☎921-2121Ü928-8989

■大切な家族のための相続セミナー　
9/14㊊10時～11時30分。会場は氷川コ
ミセン。定員25人。改正民法（相続）
・成年後見制度について。è9/7㊊か
ら草加西部（包）へ。☎946-7030Ü942-7
582
■誰でも出来る気功　9/18㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
è9/7㊊から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-9133Ü922-3801
■はつらつバルーン体操　9/30㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。ボール等を使った介護予防体操。
65歳以上で軽い運動ができる人対象。
定員30人。室内靴持参。è9/7㊊から
川柳・新田東部（包）へ。☎932-7007Ü
931-0993
■いきいき体操教室～いつまでも若々
しく～　9/30㊌14時～15時30分。会場

は花栗会館。65歳以上対象。定員15人。
トレーナーによる運動機能向上プログ
ラム。è9/7㊊から安行（包）へ。☎92
1-2121Ü928-8989

　10/6～12/1（11/3を除く）の㊋10時
～12時。全8回。会場は柳島コミセン。
定員40人。新聞紙を利用したいつでも
どこでもできるオリジナル体操の指導
法を学びます。講師は健康運動指導士
の田邉雅子氏。è9/7㊊からスポーツ

振興課へ。☎922-2861Ü922-3172

そうかの環境展

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

男女共同参画フォーラム
講演会

⑥ 2020年9月5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」
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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。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
9/7㊊・24㊍9時～11時　9/13㊐13時～

子ども・親子向け

高年者向け

オールドカレッジ

であいの森講座

ジュニア新体操競技大会

　スポーツや文化活動を通じて、高年
者が気軽に健康づくりに取り組める講
座を開講します。日時・内容は下表の
とおり。会場は市民体育館ほか。60歳
以上対象。定員50人。室内靴持参。
è9/30㊌（必着）までに往復はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
〒340-8550スポーツ振興課へ（応募多
数の場合は抽選）。☎922-2861Ü922-
3172

Ü

■スローストレッチで筋力アップ　
10/1･15･29、11/5･19、12/3の㊍10時
～11時30分。全6回。60歳以上対象
（初参加者優先）。定員20人。ヨガマ
ットまたはバスタオル、室内靴持参。
è9/7㊊10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792Ü

　11/14㊏・15㊐10時～17時。会場は
記念体育館。競技・コンテストの部
（個人）。小学生～高校生の女子、小
学生の男子（コンテストの部のみ）対象。
参加費1人400円。è 9/11㊎～23㊌
（必着）に草加市スポーツ協会HPか
ら申込書を入手し同協会へ。☎928-6 
361Ü922-1513Ü

　ゆったりとからだを伸ばすストレッ
チを中心とした体操。楽しみながら筋
力維持。
■勤労福祉会館コース　9/29～10/27
の㊋13時～15時。
■高砂コミセンコース　9/30～11/4 
（10/21を除く）の㊌9時～11時。

いつまでも元気に動きたい人の
ための高年者ストレッチ体操教室

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）

15時　瀬崎コミセン集会室　無料　ε

関根☎090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/ 
9㊌13時～15時　9/14㊊・18㊎・22㊗
・27㊐・29㊋9時～11時　中央公民館
　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■ミシン洋裁基礎講座　9/9・23の㊌
①9時30分～13時②13時30分～17時　
勤労福祉会館　洋裁の基礎を一から学
び袋・作品を作りましょう　材料費
1000円　è竹花☎090-6657-4005
■食べて応援！東北復興支援　9/10㊍
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☎090-1408-
6431
■卓球体験　9/11㊎11時～13時　9/15
㊋9時～11時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■司法書士による法律相談会　9/11㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
　ε竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験　9/12
～26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
■ニューロマンスダンスサークルフリ
ーダンス　9/13㊐13時15分～16時15分
　谷塚文化センター　参加費500円　
ミキシング・トライアル・飲み物付き
　ε木村☎080-3728-8751
■不登校相談会　9/17㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室　

① ②

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
■介護者サロン　「らくだ」9/18㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」9/24
㊍　市民活動センター　各13時～15時
　参加費100円　ε介護者支援の会草
加酒井☎090-9245-2067
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/ 
19㊏・26㊏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
■介護者の集い「オアシス」　9/19㊏
10時～12時　中央公民館　10/6㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　介護に
困ったら参加してください　ε山田☎
928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　9/ 
26㊏10時～12時　中央公民館第3会議
室　一般対象　定員13人　参加費無料
　ε遺言相続後見ネット☎946-5152
■中国文化講座「漢字のなぞ」　9/27
㊐13時30分～17時　中央公民館　講師
張大順さん　参加費500円　終了後懇
親会あり　èサークル中国大好き武藤
☎090-3574-1031
■写真展　10/1㊍～5㊊10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時ま
で）　アコスギャラリーで　ε日本報
道写真クラブしらこばと支部吉村☎09 
0-6523-6436

　いずれも全5回、定員40人、65歳以
上対象。マスク着用で実施。動きやす
い服装で。室内靴持参。è9/7㊊～11
㊎に健康づくり課へ。☎922-0200Ü92 
2-1516

Ü

内容日時
10/22、令和3年1/21、
2/25の㊍9時15分～11時

11/5、令和3年1/28、3/4
の㊍9時15分～11時

12/3、令和3年2/4、3/11
の㊍9時15分～11時

12/10、令和3年1/14の㊍
13時30分～15時30分

12/17、令和3年2/18の㊍
9時15分～11時

リズム体操

けいらくビクス

健康体操

音楽会

筋力体操

㈲東洋開発
㈲駒崎設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

両新田西町246
氷川町818-3
両新田西町246
手代3-11-8
両新田西町246
八幡町802

☎928-5520
☎924-4136
☎928-5520
☎922-2429
☎928-5520
☎931-3330

9/  5㊏
6㊐
12㊏
13㊐
19㊏
20㊐

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。

内山内科小児科医院
9時～12時・14時～17時

高砂2-6-4
☎922-0963

レン・ファミリークリニック
9時～12時・14時～17時

新善町373
☎944-2200

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

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

9/6㊐ 9/13㊐

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

佐藤医院
9時～12時・14時～17時

谷塚町831
☎925-4952

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

9/20㊐

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

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

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。



●日　時　10月1日㈭午前10時
～11時30分、10月10日㈯・24
日㈯午後1時15分～4時30分
（全3回）
●会　場　伊藤産業㈱、草加市

文化会館
●対　象　同講座未受講者
●定　員　15人
●受講料　8500円（材料費込

み）

　日本の響…草加の陣2020は、邦楽の
魅力を草加から発信しようと平成28年
から始まり、今回が最終公演。新型コ
ロナウイルス感染症の影響により延期
をしていましたが、感染防止対策を講
じた上で開催します。フィナーレでは
中村明一氏が作曲したオリジナル曲
「空-sola-」を合奏します。

●日　時　10月3日㈯、11月21
日㈯午後2時～3時40分（全2
回）
●会　場　草加市文化会館
●講　師　NHK交響楽団楽団員
●定　員　40人
●受講料　2000円（1回の場合

は1200円）

●日　時　11月5日㈭・12日㈭
・19日㈭、12月10日㈭午後2時
～3時30分（全4回）
●会　場　中央図書館
●講　師　渡辺俊雄（映画評論

家）
●定　員　30人　
●受講料　4000円

●日　時　11月6日㈮・20日㈮
・27日㈮、12月4日㈮午後1時
30分～3時（全4回）
●会　場　中央公民館
●講　師　梅本真由美（サイエ

ンスライター）、梅
本智文（国立天文台
野辺山宇宙電波観測
所）

●定　員　30人　
●受講料　4000円

　災害時に開設される各避難所の運営を担う市の地区参集部職員約
180人を対象に、災害対応訓練を行いました。新型コロナウイルス
感染症の拡大が懸念されている状況での避難所開設は、3密（密閉
・密集・密接）の回避や衛生対策の徹底など、感染症対策が重要と
なります。そのため、今回は、避難所の受付方法から資器材の取り
扱いまで、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営の
ポイントを中心に実践的な訓練を行いました。

　草加宿や草加松原などの名所・旧跡を巡
りながら、地場産業の草加せんべいの手焼
き体験や漸草庵百代の過客のお休み処で呈
茶を楽しむ、参加体験型のツアーです。
●日時　10月18日㈰

午前9時15分～午後4時
●集合　草加駅東口　●定員　15人
●参加費　500円（呈茶代込み・昼食代別）

8月かどまちごとでき

司 会
ω9月30日㈬までに電話またはメールで、代表者の住所・電話
番号・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢を文化観光課へ。
☎922-2403Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp
申込多数の場合は1組単位（1組4人まで）で抽選。結果は10月5
日㈪以降に郵送またはメールで通知します。

地区参集部職員を対象に災害対応訓練を実施12日
17日

まちの匠～作る・皮革講座～
初級コース

工場見学で皮革に
ついて学び巾着型
にもなる手提げバ
ッグを作ります。

N響そうか土曜クラシック
団員による演奏を
楽しみながら、作
曲家の思いや団員
のエピソードを伺
います。

映画で学ぶ
オリンピックと名優の歴史

オリンピック関連
映画の鑑賞と、京
マチ子や八千草薫
の俳優人生をたど
ります。

宇宙に生命はいるか？
～宇宙生物学（アストロバイオロジー）入門～

「はやぶさ2」の話
題を交えながら、
宇宙にある生命の
謎を解き明かしま
す。

そうか市民大学後期講座

感染症対策のため避難所運営では次の取り組みをします

日
光
街
道
草
加
宿
＆
草
加
松
原
を
巡
る

草
加
ま
ち
歩
き

　
　
　
ツ
ア
ー

S席5500円　A席4000
円　B席3000円※全席
指定、未就学児入場不
可　ω9月6日㈰午前10
時から草加市文化会館
オンラインチケットほ
かプレイガイドへ。☎
931-9325Ü936-4690

太鼓芸能集団｠鼓童（和太鼓）、伊藤多喜雄（民
謡）、竹本駒之助（女流義太夫 人間国宝）、木
乃下真市（津軽三味線）、中村明一（尺八）
/FOREST（邦楽バンド）、曾澤あゆみ（民
謡）、山田邦子（タレント）、田中隆文（邦楽
ジャーナル編集長）

チケット

出演

避難所運営を担う地区参集部職員間仕切りを各校に配備

自動梱包式トイレを各校に配備 避難所の受付では消毒・検温を実施

●密集を避けるため、1～2mの間隔をとった滞在スペースや、間仕切りを設置
●今年度中に各避難所に間仕切り、自動梱包式トイレなどを配備
●体育館以外の校舎など、建物内スペースの活用も検討
●受付時の検温で、健康な人と配慮が必要な人の導線を分離
●感染が疑われる人など配慮が必要な人専用の滞在スペースを確保

1 0月3日㈯午後2時開演
会場：草加市文化会館

ω生涯学習課へ。まいぷれ（各QRコード）でも可（皮革講座のみ9月
7日㈪から電話またはファクスで）。 ☎922-2819Ü922-3498

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9月5日号

市の人口　令和2年8月1日現在　25万322人（男12万6768人・女12万3554人）/前月比128人増/世帯数11万9761世帯
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