
内容に関する問い合わせ配布に関する問い合わせ
危機管理課☎922-0614 5922-6591シルバー人材センター☎928-9211 5928-9209

・3/15㈪を過ぎても届かない時
・汚れや破損がある時　　　　　など

・地図の見方
・マイ・タイムラインの作り方　など

折り込んである「草加市立病院」は、抜いて読んでください。

　ハザードマップは、風水害や地震が発生した時の
市内の被害想定とともに、災害から命を守るために
備えておくべき必要なことが書かれています。
　今回のリニューアルでは、国・県の最新の情報を
基に、より見やすく、分かりやすい内容にしました。

●「約1000年に1回の確率」と言われる最大規模の大雨時の浸
　水被害想定を記載しました。また、利根川などの大きな川
　だけでなく、伝右川や辰井川など市内の身近な川があふれ
　た場合の被害想定も記載しています。
●浸水の深さだけでなく、いつまで浸水が続くのか分かるよ
　うに浸水継続時間も記載しました。
●浸水が長期にわたる想定を踏まえ、少なくとも7日間生活し
　ていくための備蓄例を記載しました。

3月9日㈫から全戸配布

ハザードマップがリニューアルハザードマップがリニューアル

マイ・タイムラインを作ろう
マイ・タイムラインとは？

水害への備え

　水害から命を守るためには、
様々な情報を入手し、事前にとる
べき行動を決めておくことが大切
です。マイ・タイムラインは、気
象情報・避難情報に応じて「い
つ」「だれが」「何をするのか」
が一目で分かる行動計画表です。
　いざという時、落ち着いて避難
行動をとることができるよう、今
のうちから、各家庭オリジナルの
マイ・タイムラインを作っておき
ましょう。

　防災士資格を持つ母親が立ち上げた市民団体。災害時に子
どもを守る大人を増やすため、市内を中心に防災講座などを
開催しています。

届いたら
すぐ確認

水害に
備える

ココ
に注目

●地震への日頃の備えのほか、地震が起きた後にどのような行
　動をとればよいのかまとめました。
●「ママ防災」監修のもと、子育て家庭の視点を加えた非常持
　出品などを分かりやすく解説しています。

地震への備え

ココ
に注目

「ママ防災」とは？

ハザードマップ
30・31ページ
に掲載しています

ハザードマップは、
市ホームページ（Ｑ
Ｒコード）でも見る
ことができます。

草加市  ハザードマップ 検索

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

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページ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・・・
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その他の地域
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■1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）

　市議会2月定例会が、2月24日㈬に開会されます。市長提出議案
は30議案。主な議案は次のとおり。
○草加市こども医療費支給に関する条例及び草加市重度心身障害者
医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
…こども医療費・重度心身障害者医療費の健康保険などの資格の確
認方法に、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合の
オンライン確認を追加します。
○草加市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について
…高齢化が進展し、平均寿命が80歳を超えている状況を受け、長
寿を祝福する敬老祝金の目的などから、満77歳への祝金の支給を
終了します。
○草加市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
…第8期草加市介護保険事業計画により、令和3年度から同5年度ま
での介護保険料を定めます。
○草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制
定について
…建築基準法等の一部改正により、居住環境向上用途誘導地区・特
定用途誘導地区内における建築物の特例許可のための審査手数料を
新たに定め、建築物の省エネ性能などに関する各種申請の審査手数
料の一部見直しを行います。
○令和3年度草加市一般会計予算等
…第四次草加市総合振興計画基本構想第二期基本計画の重点テーマ
（①持続可能性の向上②ブランド力の向上③コミュニティ力の向
上）に係る取組を実施することを目的に令和3年度予算を計上しま
す。
○令和2年度草加市一般会計補正予算（第16号）

　市政や地域の振興・公共の福祉などに貢献した人や団体を市政功
労者として顕彰しました。表彰を受けた個人・団体は次のとおり
（敬称略・順不同）。
【市議会議員】井手大喜、佐藤憲和、中野修　【教育委員会委員】
村田悦一　【公民館運営審議会委員】金井日出雄、塩脇洋、福田常
一　【町会長】井上七枝　【公共活動・環境美化】坂上茂雄　【環
境美化】市橋健兒、吉田文男　【奉仕活動】眞野むめ、髙橋ヱイ子、
山上紀子、飯塚節子、安井明美、古上ミヤコ、　間ツネ子、市川秀
子、樺田俊一、永田スイ、堀内豊子、丸野典子、百瀬マサ、内沼智
恵、倉島君子、飯野マサ子、土井ミツ子、副島照子、北山重治、松
本ミヨ　【防犯活動】笠井武生　【青少年活動】中島裕子、小林優
子、柴田裕子、阿部俊子、山水功絵、阿部えみ子、髙橋路易子　
【文化の向上】（故）木村孝三郎、草加市演奏家協会　【医療活
動】山崎達雄、岡田文寿、石塚ひろみ　【民生委員・児童委員】橘
悦子、青羽富美子、古卿美紀子、市川佐規子、【草加市食生活改善
推進員】伊藤君江　【消防団員】石井浩二、村田陽、井田正廣　
【私財の寄附】（故）浅井俊保、株竹孝子、西本智、キーン誠己、
（一社）埼玉県トラック協会、草加市茶道協会、MEGAドン・キホ
ーテ草加店、楽GOO国際（株）、（一社）埼玉県トラック協会草
加支部、八木段ボール（株）　【統計調査】舟橋恭子

　3月1日㈪～7日㈰は、春季全国
火災予防運動期間です。令和2年
中の市内の火災発生件数は35件で、
死者0人、負傷者13人です。住宅
火災による死傷者を出さないため、
住宅用火災警報器を設置し、定期
的に点検を行い、作動状況を確認
しましょう。
【4つの重点目標】
①住宅防火対策の推進（住宅用火
　災警報器の設置及び維持管理）
②放火火災防止対策の推進
③特定防火対象物等における防火
　安全対策の徹底
④製品火災の発生防止に向けた取
　り組みの推進

【いのちを守る７つのポイント】̶3つの習慣・4つの対策̶
3つの習慣
〇寝たばこは、絶対やめる。
〇ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する。
〇ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
〇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
〇寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用
する。
〇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
〇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を
つくる。

　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ができる書類（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登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保険証等）のコ
ピーを用意。

③封筒に①と②を同封し〒340-8550市民課へ。

　10～12月分の市長交際費、議長交際費など全ての交際費を公開。
項目は、支出年月日･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、市ホームページと市役所情報コー
ナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…1件・5000円、議長…1件・5000円、教育委員会…1件・
5000円
　なお、農業委員会、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。

市議会2月定例会が開会

春季全国火災予防運動
問草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü997-1300Ü

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」

市政功労者表彰
56人・7団体を表彰
問みんなでまちづくり課☎922-0796Ü922-3406Ü

交際費の執行状況を公開

不正取得による権利侵害を防ぐ
住民票等の本人通知登録を
問市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

問庶務課☎922-0954Ü922-3091Ü

2月24日㈬

10～12月

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年2月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値26.2／最小値3.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　国の税制改正に伴い、国民健康保険税の一世帯当たりの限度額が、
令和3年度から下表のとおりとなります。 ■応募資格・条件

①まちづくり活動の登録を行っているまちづくり団体や事業者
（3人以上で組織され、主たる構成員が市民）であること。
②草加市を舞台に快適都市を目指す非営利のまちづくり活動（住
み良いまちづくりを目的とした住民のまちづくり活動、環境・
子育て・高年者・生涯学習・国際化・安全などのテーマで、市
民に直接働きかける活動、まちづくり活動団体を支援する活動
など）であること。
③実施事業が他の助成金等と重複しないこと。
■審査方法　公開プレゼンテーション・審査会
■助成期間　4月1日～令和4年3月31日
■応募方法　事前相談の後、応募用紙を同センターへ提出。
・事前相談と用紙配布　3月1日㈪～4月12日㈪
・応募期間　4月1日㈭～12日㈪
（応募要項、用紙等は市ホームページからも入手可）
■部門・助成額

■応募資格・条件

■審査方法　
■助成期間
■応募方法

■部門・助成額

　消費者行政について意見を述べ、各種調査、報告等をする消費生
活モニターを募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和3年4月1日現在）で、消費

者問題に関心のある人（公務員及びこれに準じる人を
除く）

■募集人数　11人
■任　　期　委嘱日から2年間
■謝　　礼　各種調査・会議・研修会等への参加1回につき1000円

（年間最大5000円）
■公開抽選　3月23日㈫午後2時から勤労福祉会館第1会議室で
ω3月5日㈮までに氏名（ふりがな）・住所・性別・生年月日（令
和3年4月1日現在の年齢）・電話番号（あればファクス番号）・公
開抽選日の出欠・現在の職業・応募の動機または関心のある消費者
問題について（400字程度）を記入し〒340-0053旭町6-13-20くら
し安全課へ（ファクス・メールも可）。応募用紙は市役所情報コー
ナー・サービスセンター等で配布。

らくごー

　対象のキャッシュレス決済サービスを使用して、チャージや買い
物をした際に利用金額の25%のポイントがもらえます。
・上限5000円分のポイント付与。
・利用には、事前にマイナンバーカードの申請と、マイナポイント
の申し込みが必要。

　3月末までにマイナンバーカードの申請をすると、9月末まで、マ
イナポイントの申し込み・取得ができます。

マイナポイントとは

①3月末までにマイナンバーカードの交付申請
②市から交付通知書が届く
③マイナンバーカードの受け取り
④9月末までに、マイナポイントの申し込みと、チャージや買い物
をするとポイントを取得

マイナポイント取得までの流れ

■注意事項　
・マイナンバーカード取得者で、マイナポイントの申し込みをして
いない人も、9月末までポイントの申し込み、取得ができます。

・既にマイナポイントを取得している人は、再度取得できません。

【マイナポイントの申し込みができる端末】

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

市役所第二庁舎1階
平日：午前8時45分～午後5時15分
日曜日：午前9時～午後0時30分

自身の端末

または

支援端末

【事業の詳細や申込方法などの問い合わせ】
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へ。

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

61万円

19万円

16万円

96万円

63万円

19万円

17万円

99万円

医療給付費分
（０～７４歳の人）

後期高齢者支援金分
（０～７４歳の人）

介護納付金分
（４０～６４歳の人）

合　　　計

令和２年度の
限度額

令和３年度の
限度額

※令和3年度の納税通知書は、6月中旬に国保加入世帯の世帯主宛てに送付する予定です。

1回目
2回目
3回目
1回目
2回目
3回目

100万円以内
80万円以内
50万円以内
80万円以内
80万円以内
80万円以内

80％
60％
40％
80％
60％
40％

はじめよう部門
（初動期に対する助成）

そだてよう部門
（団体運営補助）

うごかそう部門
（まちづくり活動助成）

助成額助成回数部門 助成割合

　ふるさとまちづくり応援基金の応募資格・条件・活用内容などの
説明を、オンライン会議システムZoomで行います。
■日時　3月10日㈬午後6時～6時40分
■定員　40人

　市民活動のきっかけづくり、楽しさやコロナ禍における市民活動
の進め方等に関する講座。オンライン会議システムZoomで行います。
■日時　3月10日㈬午後6時50分～8時
■定員　40人
■講師　小林真氏（熊谷市市民活動支援センター所長）
ωいずれも2月22日㈪から氏名（ふりがな）・住所・電話番号をメ
ールで市民活動センターへ。

■日時
■定員

■日時
■定員
■講師
ω

まちづくり講座「コロナに負けない！オンライン市民活動現在形」

応援基金説明会

1回のみ 10万円以内 ―

国民健康保険税の
限度額が変わります
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

\ まだ間に合います /

マイナポイントの
申込期限が延長されました

問IT・市民サービス推進室☎922-1974Ü922-1108

令和3年度から

3月末までにマイナンバーカードの申請を

ふるさとまちづくり応援基金
助成希望団体募集

市民のまちづくり活動を応援する

問市民活動センター☎920-3580Ü925-1872
　simin-katudo@city.soka.saitama.jp

Ü

　

消費生活モニターを募集
問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp　

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年2月20日号



　バイクや軽自動車等の軽自動車税
（種別割）は、毎年4/1現在に登録さ
れている所有者に課税されます。廃棄
・譲渡・盗難等の理由で所有しなくな
った場合や住所変更をした場合は早め
に手続きをしてください。原動機付自

バイクや軽自動車等の廃車や
住所変更の手続きはお早めに

　3/13㊏10時～12時、14時～16時。会
場は漸草庵。講師は切り絵作家の奥村
浩志氏。テーマ「おくのほそ道」。小
学4年生～中学生と保護者対象。定員
各4組（保護者1人につき子ども2人ま
で可）。参加費1人500円（教材費込
み）。è2/21㊐9時～3/6㊏17時に草加
市文化会館HPで。☎931-9325Ü936-46
90

è

「おくのほそ道」
親子切り絵体験教室

　3/9㊋・24㊌…クロスワードを解い
てみよう、3/15㊊…カラダを動かそ
う！いずれも10時～10時30分。会場は
であいの森。60歳以上対象。定員各10
人（当日先着順）。入館時に利用登録
証を確認します。ない人は免許証・保
険証等を持参。εであいの森☎936-27
91Ü936-2792

であいの森
すまいる広場～介護予防～

　3/24㊌10時～11時30分。会場は中央
公民館。とても大切なことなのに、親
子では話しにくい性の問題を子どもに
正しく伝えられるよう、この機会に学
んでみませんか。講師は助産師で思春
期保健相談士の渡辺槇子氏。定員30人。
è2/22㊊から男女共同参画さわやかサ
ロンへ。☎931-9325Ü936-4690

　3/24㊌10時～11時30分。会場は中央
公民館。とても大切なことなのに、親
子では話しにくい性の問題を子どもに
正しく伝えられるよう、この機会に学
んでみませんか。講師は助産師で思春
期保健相談士の渡辺槇子氏。定員30人。
è2/22㊊から男女共同参画さわやかサ
ロンへ。☎931-9325Ü936-4690

男女共同参画講座
「小中学生への性教育の現場から
見えてくること」

　入園・入学で4月から始まる新たな
集団生活に備えて、予防接種を受けま
しょう。ワクチンで予防できる感染症
を防ぐためには、コロナ禍においても
遅らせることなく適切な時期に予防接
種を受けることが重要です。対象者に
はこんにちは赤ちゃん訪問で予診票を
配布。学童期の日本脳炎2期・2種混合
の予診票は、令和2年3月末に送付して
います。まだ受けていない予防接種が
ある場合は、早
めの接種を。ε
健康づくり課☎
922-0200Ü922-
1516

3/1～7 こども予防接種週間

　4/4㊐ダブルス、11㊐シングルス。
いずれも8時～。会場はそうか公園。
参加費はシングルス1人1500円、ダブ
ルス1組2500円。è草加市スポーツ協
会へ。☎928-6361Ü922-1513

市民体育祭　テニス選手権大会

転車（125ccまでのバイク）・小型特
殊自動車の廃車手続きは、標識（ナン
バープレート）・標識交付証明書・印
鑑を持参し市民税課へ（盗難等により
標識がない場合は問い合わせてくださ
い）。軽二輪車や二輪小型自動車は春
日部自動車検査登録事務所（☎050-55
40-2028）､軽自動車は軽自動車検査協
会埼玉事務所春日部支所（☎050-3816-
3113）、転出の際は新住所地を管轄す
る事務所等で手続きしてください。ε
市民税課☎922-1049Ü920-1502

子ども・親子向け

①屋内公共施設及び学校開放施設

■事前予約が必要な施設

■事前予約が不要な施設

・予約済分の利用を3/7㊐まで停止
・新規の予約を3月末まで停止
【対象施設】
・公民館・文化センター、吉町集会所、社会福祉活動センター、平成塾
・勤労福祉会館、勤労青少年ホーム
・コミセン・ミニコミセン、市民活動センター
・体育施設等（市民体育館、記念体育館）
・ホール（アコスホール、中央図書館多目的ホール）、草加市文化会館
・栄小一般開放施設
・高年者施設（であいの森・ふれあいの里）
・学校開放施設
・児童施設（児童館・児童センター、青少年交流センター）

【対象施設】
・市民温水プール
・中央図書館（同館HPからの事前予約で貸出業務は継続）
・歴史民俗資料館
・左記「事前予約が必要な施設」の対象施設

②屋外公共施設（屋外スポーツ施設を含む）

※原則、20時以降の時間帯を含む区分の利用は不可。

3/7㊐まで利用休止

3/7㊐まで閉館時間を20時へ繰り上げ

高年者向け

※屋外施設利用に付随する付帯設備等は利用できます。

公共施設の一部利用制限の期間を延長
※今後も宣言の解除や延長などの状況に
　応じて、市の方針を決定します。緊急事態宣言期間中の水曜夜間窓口は20時まで

3/7㊐
まで

緊急事態宣言の期間延長に伴い

④ 2021年2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。

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

2月の
納税
・
納付

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期
▶介護保険料（普通徴収）  第9期
3/1㊊までに市指定金融機関・コンビニ、スマホ決済で

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

※緊急事態宣言中は20時まで

納付は便利な口座振替で

・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

・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
・検温、健康チェックし、体調
　不良を感じたら外出しない

●広報「そうか」掲載の催事は、
　感染防止策を講じて開催します。
●公共施設を利用する時は、基本ルール
　と運営基準を守ってください。

※状況により中止・延期となる場合があります。
　詳細は市HPまたは各担当課へ確認してください。

基本ルール

【主催者と参加者】【主催者】



中央公民館 ☎922-5344

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは2/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

　3/14㊐・20㊗8時～16時。会場はそ
うか公園。トーナメント戦。ソフトボ
ール部の女子中学生対象。参加費5000
円。εそうか公園☎931-9833Ü935-85
10

東部中学校女子ソフトボール
研修大会

▼男の料理教室　3/13㊏10時～13時　
おもてなし料理　定員10人　参加費
1000円　エプロン・三角巾・布巾持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　3/
17㊌10時～10時40分…0～1歳6か月対
象、11時～11時40分…1歳7か月～3歳
対象　親子友だち作り・簡単工作ほか
　定員各回5組
▼にじいろタイム　3/19㊎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10人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　3/19㊎13時30分～　胎教と友だち作
り　初妊婦対象　定員10人

【心配な症状がある場合】
■かかりつけ医に事前相談
　かかりつけ医に連絡してください。
■かかりつけ医がいない場合

　近くの医療機関の連絡先、受付時
間が調べられます。医療機関に事前
予約の上、受診してください。

■事務補助員　書類作成、データ入力、
窓口業務を行う事務補助員を募集。勤
務は4月からの㊊～㊎8時30分～17時
15分（配属先により異なる場合あり）。
月給15万5184円（地域手当含む）。期
末手当、通勤手当、社会保険等あり。
勤務条件などの詳細は市HPで確認を。
■公園維持管理等作業員　勤務は4月
からの㊊～㊎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
施設修繕、公園内トイレ配管のつまり
復旧清掃や悪天候下の屋外作業等もあ
り。普通自動車第一種運転免許（AT

会計年度任用職員

▼茶道講座　5/8～令和4年3/12の第2
㊏（8月・12月、令和4年1月分を除く）、
8/7㊏、12/4㊏10時～12時…表千家、
13時～15時…裏千家　全10回　初心者
対象　定員各5人　月額1500円

▼すくすくクラブ　3/11㊍10時～10時
40分…0～1歳6か月と保護者対象、11
時～11時40分…1歳7か月～3歳と保護
者対象　工作・読み聞かせほか　定員
各回10人
▼のびのび広場　3/19㊎10時～11時　
季節の工作・イベント、読み聞かせほ
か　乳幼児と保護者対象
▼うたごえひろば　3/22㊊10時～12時
　定員60人（当日先着順）　参加費100
円（資料代含む）
▼おもちゃの病院　3/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

▼新春落語会　3/26㊎10時～11時　出
演は三遊亭圓雀　定員70人

▼おもちゃ病院　3/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼楽しくボイストレーニング　3/10㊌
・17㊌10時～11時30分　全2回　呼吸
・発声・発音のレッスン　成人対象　
定員6人
▼谷塚元気ひろば　3/22㊊13時～14時
30分　お話の会　65歳以上対象　定員
24人
▼すくすくクラブ　3/23㊋10時～10時
40分…0～1歳6か月対象と保護者対象、
11時～11時40分…0～おおむね3歳と
保護者対象　簡単工作・大型絵本ほか
　定員各回10人

車限定不可）以上所持者対象。募集は
1人。月給15万2746円（地域手当含
む）。期末手当、通勤手当、社会保険
等あり。面接は3/15㊊。
è 3/8㊊（必着）までに指定申込書
（市HPから入手可）と免許証の写し
（作業員のみ）を〒340-8550職員課へ。
☎922-0983Ü922-3098

埼玉県指定 診療・検査
医療機関検索システム

埼玉県受診・相談センター

感染症県民サポートセンター

【受診先の確認・受診を迷う場合】

☎048-762-8026Ü048-816-5801
［9時～17時30分（㊊～㊏（㊗含む））］
【受診先の確認・一般的な質問】

☎0570-783-770Ü048-830-4808
［24時間年中無休］
【救急の場合】
　迷わず119番へ連絡してください。

Ü

Ü

姉妹都市
福島県昭和村
通信販売始めました
ε文化観光課
　☎922-2403Ü922-3406Ü

新型コロナウイルス感染症 相談・問い合わせ先

■材料（2人分） 木綿豆腐…200g／長いも…60g／片栗粉…大さじ2
／小松菜…1株／にんじん…中1/2本／しいたけ…2枚／長ねぎ…1/4
本／しょうゆ…小さじ1／みりん…小さじ1／揚げ油…適量／Ⓐ（し
ょうがのすりおろし…小さじ1／しょうゆ…小さじ1／だし汁…小さ
じ1）

①木綿豆腐は押してしっかりと水切りし、裏ごしする。  
②にんじんはせん切り、しいたけは薄切り、長ねぎは斜め薄切りに
する。

③②と水150ml、しょうゆ・みりんを鍋に入れて火にかけ、水気がな
くなるまで煮る（焦がさないように）。

④小松菜は1cm長さに切って、ゆでて水気を絞っておく。
⑤長いもは皮をむき、1/4量はみじん切り、3/4量はすりおろす。
⑥ボウルに①とすりおろした長いもと片栗粉を混ぜ合わせ、みじん
切りの長いも、③と④を入れて混ぜ、6～8個に丸める。

⑦揚げ油を160℃に熱し、⑥を5～7分程度きつね色になるまで揚げる。
⑧器に⑦を盛り付け、Ⓐを合わせ添える。

①木綿豆腐は押してしっかりと水切りし、裏ごしする。  
②にんじんはせん切り、しいたけは薄切り、長ねぎは斜め薄切りに
する。

③ と水150ml、しょうゆ・みりんを鍋に入れて火にかけ、水気がな
くなるまで煮る（焦がさないように）。

④小松菜は1cm長さに切って、ゆでて水気を絞っておく。
⑤長いもは皮をむき、1/4量はみじん切り、3/4量はすりおろす。
⑥ボウルに とすりおろした長いもと片栗粉を混ぜ合わせ、みじん
切りの長いも、 と を入れて混ぜ、6～8個に丸める。

⑦揚げ油を160℃に熱し、 を5～7分程度きつね色になるまで揚げる。
⑧器に を盛り付け、Ⓐを合わせ添える。

　栄養バランスが整い、美味しく作れるレシピをご紹介！毎日の献立にお役立てください。
野菜たっぷりがんもどきvol.7

作り方

1人分 259kcal 1.0g食塩

　作り方⑥は手のひらにサラダ油を塗ると
まとめやすくなります。
　野菜がたっぷりとれて、揚げたては絶品！

Point

コロナに負けないからだづくり
食生活改善推進員のおすすめレシピ

　市の姉妹都
市である福島
県昭和村では、
新型コロナウ
イルス感染拡
大の影響により、観光客数が減少
する中、多くの人に昭和村の魅力
を感じてもらおうと、通信販売を
行っています。ぜひ利用してくだ
さい。商品等の詳細は市HP（QR
コード）で確認を。
è3/31㊌までに文化観光課で配布
する注文用紙（市HPからも入手
可）をファクスで道の駅からむし
織の里しょうわへ（メール、電話
でも可）。☎0241-58-1655Ü02
41-58-1680 info@karamushi.co.jp

お家で昭和村の味わい

　中学生以上対象。è2/21㊐から勤労青少年ホームへ。☎928-5550Ü928-
9632

講座名

1

2

3

4

5

6

7

8

3/11㊍

3/12㊎

3/13㊏

3/16㊋

3/20㊗

3/27㊏

3/27㊏

3/27㊏

10時30分～12時

9時30分～11時

10時～12時

10時～12時

14時～16時

10時～12時

14時～16時

14時～17時

14人

5人

12人

25人

5人

8人

6人

7人

500円

100円

200円

200円

200円

500円

200円

500円

ペン、ノート

ヨガマット

あれば琴爪

工作用はさみ

日時 定員 参加費 持ち物

勤労青少年ホーム春期講座

ダンスシューズ
または室内靴

ペン字講座（美しい
文字を書こう！！）

自彊術体操

健康体操とやさしい
社交ダンス

骨盤エクササイズ
～姿勢・骨格矯正～

草花を使って、ポスト
カードを作ろう！

はじめてのおこと、
もう一度のおこと

「終活を語る」音楽と
ハーモニーしませんか

紙バンド工作
（筆入れ）

敷物
（バスタオル等）

身近な草花、
はさみ

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」 2021年2月20日号



▼おもちゃの病院　3/8㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼笑って元気に健康落語　3/12㊎13時
30分～14時30分　成人対象　定員30
人
▼認知症サポーター養成講座　3/23㊋
13時30分～15時　認知症についての基
礎知識　定員30人
▼世界の料理教室～イタリア編～　3/
24㊌10時～13時　イタリアン鯛飯・春
の香りのフリットほか　成人対象　定
員8人　参加費800円

▼はじめてのスマートフォン体験教室
　3/8㊊（超入門編　電話・カメラ使
用ほか）・15㊊（便利編　地図・LINE
操作ほか）　全2回　いずれも10時～
12時　成人対象　定員18人　スマート
フォン貸し出し
▼外国籍市民のための日本語教室　3/
9㊋・16㊋10時～12時
▼放課後クラブ　3/15㊊16時～17時…
将棋　小学生（保護者同伴）対象
▼高年者のびのびサロン　4月～令和4
年3月の第1・3㊋（4/6、5/4、8月、令
和4年1/4、3/15を除く）13時～15時　
全18回　講座受講・レクリエーション
ほか　おおむね65歳以上対象　定員60
人　6か月1200円

▼おもちゃ病院　3/18㊍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

▼リリアンストラップ　3/8㊊～19㊎
（㊋を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　小学生対象　定員各
8人　è3/2㊋13時から電話で同館へ
▼ピヨピヨ広場　3/11㊍・18㊍10時～、
11時～　会場はコンフォール松原19号
棟　平成31年4/2以降に生まれた乳児
と保護者対象　定員各回8組　è参加
希望日の1週間前の㊍13時から電話で
同館へ
▼おもちゃ病院　3/19㊎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
▼初めてのお誕生会　3/22㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年3月生まれ対象　定員10人　è3/1

è

è

è

電子図書館の利用を
　緊急事態宣言中の図書館休館や閲覧
制限の不便を解消するために、スマー
トフォンやタブレット、パソコンから
場所や時間を選ばず利用できる「草加
市電子図書館」を利用してください。
詳細は中央図書館HPで確認を。
■子どもの心を豊かにする家庭向け講
座　3/11㊍10時30分～11時30分　絵本

定員のあるものは2/22㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

■家庭婦人卓球クラブ　㊋13時～15時
・㊎11時～13時ほか　市民体育館で　
卓球で楽しく汗を流しましょう　初級
・中級者対象　初心者歓迎　年会費40
00円　ε今井☎943-5625
■瀬崎クラブ（ソフトテニス）　㊊19
時～21時　吉町テニスコートで　初心
者でも楽しくできます　一度コートに
来てください　入会金1000円　月額10
00円　εノゾムト☎922-5632

ε

ε

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

■旭会（卓球）　㊋㊍9時～11時　勤
労福祉会館で　1回100円　ε髙橋☎
944-2111
■草加太極拳・楽園の会　㊐9時～11
時　勤労福祉会館ほかで　心身の健康
増進のため太極拳を始めてみませんか
　月額1500円　ε梁瀬☎090-6703-2990
■ピアノ・キーボードクラブ　フクロ
ウ　第2・4㊍9時～11時30分　勤労青
少年ホームで　初心者歓迎　入会金10
00円　月額3500円　ε信国☎925-8511
■写経クラブ　㊍13時～16時　中央公
民館で　心を偲ぶ優雅な遊び写経の会
に参加してみませんか　入会金1000円
　月額1000円　ε斉藤☎924-4275
■剛柔流空手道錬心会（空手）　㊋17
時～19時　稲荷コミセンで　心と体を
きたえよう　入会金3000円　月額3000
円　ε若林☎931-5463
■草加市俳句連盟　月1回下旬13時～
15時　中央公民館で　俳句で四季を感
じてみませんか　初心者歓迎　月額
500円　ε山田☎930-0718
■新田自彊術クラブ　㊌10時～11時30
分　勤労福祉会館で　独自の呼吸法と
31動作からなる自彊術体操　見学可　
年会費3000円　月額3000円　ε波多
野☎090-5319-5969
■ジャーマン・アイリスの会（花作
り）　週1回9時～11時　瀬崎7丁目・
毛長川遊歩道沿いで　ジャーマン・ア
イリス街道づくりなど　草加市緑化推
進団体です　ε間篠☎090-4395-8053
■瀬崎平成塾コスモス（編み物）　第
1・3㊊10時～12時　瀬崎小で　セータ
ー・マフラー・帽子など編んでみませ
んか　月額1000円　ε岡田☎928-3783
■山蔭会（新舞踊）　㊏13時～　谷塚
ミニコミセンで　丁寧にゆっくり練習
します　初心者歓迎　入会金2000円　
月額3500円　ε片山☎928-7137

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

5☎946-3000 5944-3800

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

柿木公民館 ☎931-3117

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚児童センター ☎925-1856

㊊13時から電話で同館へ
▼フードパックでプラ板作り　3/22㊊
～29㊊15時～　会場はコンフォール松
原19号棟　小学生対象　定員各8人　
è3/15㊊13時から電話で同館へ

▼スプリングバイオリンコンサート　
3/11㊍11時～　乳幼児と保護者対象　
定員10組
▼おもちゃ病院　3/13㊏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」　3/15㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組

▼ママヨガ　3/9㊋13時30分～14時10
分　0～2歳児と保護者対象　定員6組
▼鉄粉や塩で簡易カイロ作り　3/13㊏
13時15分～14時15分、15時15分～16時
15分　小学生～18歳対象　定員各6人
▼Tボール　3/14㊐13時15分～、15時
15分～　小学生～18歳対象
▼ひ革工房　3/20㊗13時15分～14時15
分、15時15分～16時15分　幼児（保
護者同伴）～18歳対象　定員各6人

è

の役割・楽しみ方、絵本の紹介　成人
対象　定員30人　è2/21㊐9時から氏
名・連絡先を電話で同館へ
（ファクス、メール（QR
コード）でも可）
■大人映画会　3/14㊐14時～15時30分
　「風雲児たち～蘭学革命篇～」　成
人対象　定員20人　è2/21㊐9時から
同館2階事務室で整理券配布　12時か
ら電話でも可
■絵本の読み聞かせと紙芝居　3/10・
17の㊌15時～15時30分（3歳以下対
象）、3/12・19の㊎11時～11時30分
（幼児以上対象）、3/13㊏・14㊐14時
30分～15時（幼児以上対象）　定員各
5組（当日先着順）

è

è

空き家となる原因の約6割が相続。
事前にお家の終活を考えておきましょう。

〇住まいの終活を考えよう「相続おしかけ講座」　

〇空き家を活用しよう「草加市空き家バンク」

ε中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

　皆さんから寄せられた「イチオシ本」をまとめた、ブ
ックリストを中央図書館HPで紹介しています。
　ブックリストは、「〔キュンキュンしたい〕あなたへ」、
「〔クスッと笑いたい〕あなたへ」など7ジャンル別で、計
158冊を掲載。皆さんからの推薦コメントも必見です。
■貸出方法　緊急事態宣言期間中は館内利用を制限しているため、同館HP

で資料の予約が必要です。
■受取施設　同館3階、公民館・文化センター、地域型開放図書室
【予約方法】
　同館HP「簡単検索」から借りたい資料を予約→図書館
から資料準備の完了連絡→指定した施設窓口で受け取り
（貸し出しに時間がかかる場合あり）
※貸し出しには図書館利用カードが必要です。カードの
ない人は本人確認証（住所が確認できるもの）を持参
し、上記各施設で登録を。

　空き家は、解体する以外にも、適正な管理がされていれば、賃貸や売却
などで資産として活用することもできます。将来、建物を誰がどのように
引き継ぐか家族で話し合っておきましょう。

　同講座（埼玉県空き家予防支援事
業）は、自治会などの集会に司法書
士・行政書士等を招き、空き家にま
つわる「相続」や「認知症」への備
えなどを学ぶことができます。

おうち時間　読書のきっかけに

将来、家族に負担をかけないために

中央図書館「私のイチオシ本」

き家 　防

簡単検索

中央図書館HP

・講師派遣の費用は無料です。
・自治会や高齢者サロンなど団体で
申し込んでください。
εくらし安全課☎922-3642Ü922-10
30
ε

　空き家の賃貸や売却
を希望する所有者から
提供された情報をウェ
ブサイトで紹介してい
ます。詳しくは市HP（QRコード）
へ。
・閲覧は登録不要。購入手続き等に

は登録が必要です。また、契約など
の不動産手続きには法律で定める媒
介手数料が発生します。
・空き家の登録は、市内に空き家を
所有する人（条件あり）が登録でき
ます。登録は無料。
ε都市計画課☎922-1896Ü922-3145ε

予空

⑥ 2021年2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。



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

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2021年2月20日号

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

㊊…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☎049-265-5844
（セカンドキャリアセンター）

内職相談

就職相談

女性の生き方なんでも
相談

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
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

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）

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）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä第1㊍・3㊎9時～12時

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）第2㊎13時30分～16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）

ä第3㊍13時30分～15時30分

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）

2/21㊐～3/20㊗
（㊗㊡を除く）
相談は無料 　 は要予約
電話のかけ間違いに注意してください。

ä

働く

女性の生き方

福祉・介護

相　談　案　内

休 日 当 番 医 ㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療は、下表の医療機関で行います
（保険証持参）。

市立病院（☎946-2200）では表内の医療機関（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

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。

㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲駒崎設備

吉町1-5-12
住吉2-4-3
氷川町818-3

☎922-2736
☎922-3413
☎924-4136

2/21㊐
23㊗
28㊐

休日等上水道工事店

■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

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

おぎ野医院
9時～12時・14時～17時

稲荷3-13-23
☎936-3636

かたい内科クリニック
9時～12時・14時～17時

松江1-25-13
☎936-6612

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

わい歯科クリニック
9時～12時
高砂2-6-20 2F
☎924-8841

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

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

2/21㊐ 2/23㊗

草加脳神経外科クリニック
9時～12時・14時～17時

栄町2-1-33 1F
☎949-6112

内
科

外
科

歯
科

井口小児科クリニック
9時～12時・14時～17時

松原5-1-7
☎941-8686

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

2/28㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

㊐㊗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

㊊～㊎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）

㊊～㊎（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～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）

㊊～㊎8時30分～17時15分…「みんなの人権110番」
☎0570-003-110人権相談

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）

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）

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・電話）

配偶者等からの暴力相談

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

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
3/18㊍…新栄児童センター☎942-9876
3/11㊍…谷塚児童センター☎925-1856
3/17㊌…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）

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）

その他



3m

3m
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草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp
問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp

　両関取は追手風部屋（瀬崎5丁目）所属で、大栄翔関は、追
手風杯が創設された平成30年の草加市青少年相撲大会にも来場
しています。浅井市長は「市内の相撲部屋から優勝力士が同時
に誕生して大変嬉しい。コロナ禍での活躍に勇気と希望を与え
ていただいた。草加市民の誇りです」と祝福しました。
　大栄翔関は、青少年相撲大会での草加の子どもたちの元気な
姿を振り返りながら「草加市は第2のふるさと。子どもたちの
手本になれるような関取になりたい。今後もしっかり稽古をし
て関脇で安定した勝ち越しを目指したい」と語り、剣翔関は
「来場所は幕内に上れると思うので、今後も応援をお願いしま
す。子どもたちの将来の夢になれるようなお相撲さんになりた
い」と意気込みを語りました。

　国指定名勝の「おくのほそ道の風景地　草加松原」で、草加
さわやかさんをモデルに撮影会を行います。
■日時　3月27日㈯（雨天時は28日㈰）の①～③のいずれか

①午前10時～10時30分、②午前10時30分～11時、
③午前11時～11時30分

■会場　札場河岸公園（駐車場なし）
■定員　各回10人（応募多数の場合は抽選）
■対象　条件１または２を満たすことができる人

ω3月12日㈮までに電話で住所・氏名・年齢・電話番号・撮影
希望時間の希望順を草加市観光協会事務局（文化観光課内）へ
（ファクス、メールでも可）。

　 多くの人が集まり生活をする避難所内は、感染症のリスクが高い
環境となるため、感染症対策に万全を期すことが重要です。
　市では、避難所となる全小・中学校、公民館・文化センターに感
染防止策として、マスク、体温計（非接触型）、ワンタッチ間仕切
りなどの感染症対策用備蓄品を新たに配備。また、個別で配布でき
るよう、個別包装のレトルト保存食や500mlのペットボトル水など
の導入も進めています。

2月かどまちごとでき

　避難スペースは、4人家族で、3m×3mの広さが必要です。
また、感染症対策として隣の避難スペースとの間隔を2m空け
ることが必要とされています。
　間仕切りを使用することで、2mの間隔を空けずに避難スペ
ースを確保することができ、間仕切りが無い場合と比べて、
避難所の収容人数を増やすことができます。

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591問危機管理課☎922-0614Ü922-6591

大相撲1月場所の幕内で埼玉県出身力士として初優勝した
大栄翔関と、十両で優勝した剣翔関が表敬訪問2日

写真左から　剣翔関、浅井市長、大栄翔関
つるぎしょう だいえいしょう

　条件1
・草加市観光協会Facebookまたは
Instagramをフォロー

・撮影した写真にハッシュタグ「#桜
並木撮影会」と「#草加さわやかさ
ん」を付けて投稿

　条件2
・撮影した写真を「草加の四
季観光写真コンクール」へ
応募（草加市観光協会主催
・6月作品募集予定）

桜並木撮影会

感染症対策の要

「間仕切り」の有効性

A 今年度、新たに感染症予防のため
の備蓄品を配備しました。

自動梱包トイレ
手指に触れること
なく排泄物を梱包
でき、衛生的に処
理できます。

送排風機
持ち運び可能な送
排風機。換気に役
立てます。

おう吐物処理セット
感染症予防・おう吐物処理に必要
なマスク・エプロンなどがセットに
なっています。

ワンタッチ間仕切り
世帯ごとに間仕切りを設け、飛沫感
染等を予防します。

非接触体温計
受け付けで検温し、健康な人と体
調不良者の避難場所を分けます。

感染症対策
備蓄品

避難所には、感染症対策の
備蓄品はあるの？Q

30人限定
参加条件有

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2021年2月20日号

市の人口　令和3年2月1日現在　25万193人（男12万6606人・女12万3587人）/前月比32人減/世帯数12万160世帯
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