
折り込んである「スポーツ草加」は、抜いて読んでください。

「コミュニティプラン」とは？

どうして策定をするの？

谷塚中央地区・新田西部地区

まちづくりニュース▶
これまでの歩みを紹介

現在、策定に向け取り組んでいる 4地区

コミュニティプラン策定のため地区別懇談会を行っています

プラン策定までの地区別懇談会の流れ

　地域のコミュニティの力で、より良いまちを作っていくための取り組みをま
とめた行動計画です。コミュニティプランは、住民や行政など、地域に関係す
る人たちの「共創」により策定します。
　このコミュニティプランの実践により「まちづくりの基本となる計画（都市
計画マスタープラン）」に描いた地区の将来ビジョンの実現を目指します。

●地区別懇談会では、地区に関わる皆さんが集まり、地区の課題、資源を探し、
　地域コミュニティを生かした課題解決の取り組みを話し合います。
●市内10のコミュニティブロックごとに3年かけて地区別懇談会を実施します。

問都市計画課 ☎922-17905922-3145

　懇談会は、新型コロナウイルス感染症の動向を確認しなが
ら、４月以降に開催予定。詳細は改めてお知らせします。

▼平成30年度
　策定に向けて懇談会を開始
▼平成31・令和元年度
　懇談会での課題解決のアイ
デアを基に参加者主体でプロ
ジェクトを試験実施

▼令和2年度
　懇談会で、プロジェクト
の実現・継続をするための
ノウハウ・人材・情報発
信・資金調達の方法などに
ついて議論を深めていまし
たが、コロナ禍のため休止。
　再開でき次第、策定を進
めていきます。

　地域の人へのインタビューや、コミュニティプラン策
定に向けた懇談会の開催準備を進めています。

　人口減少・少子高齢化、災害リスクなどにより、まちの課題は
多様化しています。これらの課題に対応していくためには「行政
の取り組み」と「地域の様々な世代の皆さんの得意分野を生かし
た取り組み」を連携させたまちづくりが必要です。
　このため、連携による取組内容や実現方法などをまとめ、みん
なで共有するためにプランの策定を進めています。

市民、町会・自治会、地区社協、NPO団体、
PTA、青年会議所、商工会議所、事業所、
サロン・サークルなど

「コミュニティプラン」の策定に取り組んでいます「コミュニティプラン」の策定に取り組んでいます

年目 課題解決に向け
たプロジェクト
を作り試験実施

プロジェクト
実現に向けて
内容の検討

コミュニティ
プラン策定

まちの課題＆
資源を探し、
将来像を共有

1 年目2

新田西部

草加安行

草加西部

谷塚西部

草加川柳

新田東部

草加稲荷

草加東部

谷塚東部

谷塚中央

谷塚駅谷塚駅

草加駅草加駅

新田駅新田駅

獨協大学前
〈草加松原〉駅
獨協大学前
〈草加松原〉駅

コミュニティ
ブロック

コミュニティプラン
まちの課題

行政が行うまちづくり
（庁内計画・施策）

地域が行うまちづくり
（地域発意・主体）

共創

地域福祉

公園

土地利用

観光

子育て

防災

道路

にぎわい

景観

防犯

つながり

など

策定まで
あと少し
策定まで
あと少し

草加川柳地区・草加西部地区懇談会に向け
準備中！
懇談会に向け
準備中！
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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）

※上記職員数は、市職員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含む。
　また、令和2年度は、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会計年度任用職員を1232人任用。

（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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生活保護業務、児童福祉の充実による増
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　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）の届け出をしてください。
■届け出に必要なもの
・右表の必要書類
・本人確認書類（運転免許証·パスポート·マイナンバーカード等）
・マイナンバーがわかるもの（マイナンバーカード·通知カード等）
・委任状（別世帯の人が届け出をする場合。なお、保険証は本人
の住所地へ郵送）

■届け出は速やかに
・国保に入る届け出が遅れると…国保の資格が発生した月の分
（職場の健康保険をやめた月など）から国民健康保険税を課税
するため、さかのぼって納めることになります。

・国保をやめる届け出が遅れると…国保加入が継続しているとみ
なされるため、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に納
めてしまうことがあります。

■職員給与の概要
〇原則、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、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）
※年2回支給（6・12月）・年間支給率合計4.45か月（令和2年12
月1日現在）

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）
・計算方法：退職日給料月額×勤続年数支給率（月分）＋調整額
・支給率の最高限度額：47.709か月分（令和2年度）
【参考】令和元年度平均退職手当
・自己都合：324万1000円（平均勤続年数9年9か月）
・定年・勧奨：2160万2000円（平均勤続年数38年4か月）

※各手当の詳細は、問い合わせてください。

■人件費の割合の推移
　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18
億5894万円減少（－16.3％）し、歳出総額に占める人件費の割合も
5.1ポイント減少しています。

■特別職の給料・報酬等
　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。

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
82万2667円
57万1455円
51万5364円
49万1545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

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

21万
2200円

20万
9500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）

27万
9000円 26万

2800円

35万
8000円

36万
7600円

39万
4200円

41万
400円

※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。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。

※1万円未満切り上げ。
※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、報酬等を含む。

※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。

（令和2年4月現在）■年齢別平均給料月額比較
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平成21年度 平成26年度 令和元年度

113億
7599万円 
〈17.6%〉

534億
1521万円
〈82.4%〉

105億
1476万円 
〈16.0%〉

551億
7878万円
〈84.0%〉

95億
1705万円
〈12.5%〉

668億
1989万円 
〈87.5%〉

歳出総額に対する人件費の割合 人件費以外の歳出額

他の市区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

外国籍の人が入る時

他の市区町村の転出証明書

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

扶養義務者の保険証

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

保険証、保護開始決定通知書

保険証

保険証

ー

他の市区町村に転出する時

職場の健康保険に入った時

職場の健康保険の被扶養者になった時

死亡した時

生活保護を受け始めた時

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

国民健康保険に入る時国民健康保険に入る時

国民健康保険をやめる時国民健康保険をやめる時

その他その他

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、
他市区町村の住民票

国民健康保険の届け出を
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

職場の健康保険をやめた時・入った時などは

市職員の給与等を公表
　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。問職員課☎922-0985Ü922-3098Ü

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年3月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.0／最小値2.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

収集した
可燃ごみの
約1/4が
食品廃棄物

草加市
では

　期限を過ぎると使用できなくなります。また、未使用
の商品券の返金はできません。
　必ず4月16日㈮までに使用してください。商品券が使
用できる店舗等の最新情報は右記QRコードで確認を。

　選挙管理委員会で選挙啓発標語を募集したところ66点の応募が
ありました。
  審査の結果、次のとおり入賞者が決まりました。これらの優秀作
品は、啓発事業に活用していきます。
■特選
「投票で 示す民意と 真の声」（北谷二丁目 熊谷徹也さん）
■入選
「信頼を 託せる人へ 一票を」（松原一丁目 野口都未子さん）
「一票で 大きく変わる わがくらし」（小山二丁目 金子年伸さん）
「大切に！ 明日の政治を 決める票」（西町 永井秋男さん）
「吾が意思も 政治に届け 此の一票」（西町 亀島利夫さん）

　まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物、「食品ロス」が日
本では年間約612万t発生していると言われており、これは国民１人
当たり毎日お茶碗１杯分のごはんを捨てていることになります。
　「もったいない」を意識して、買い過ぎや作り過ぎ、食べ残しを
なくし、食品ロスの削減に協力をお願いします。
■食品ロス削減の3つのポイント
①食べ切る
出されたものは、な
るべく残さず食べま
しょう。

②使い切る
野菜の皮などを過剰
除去せず、食べられ
る部分は可能な限り
食べましょう。

③買い過ぎない
賞味・消費期限切れ
によって廃棄しない
ように食べられる量
を購入しましょう。

■草加市の「食品ロス」の状況　
　市内の食品ロス発生状況を把握するため、令和2年9月に可燃ご
みの中身をサンプリング調査した結果、可燃ごみに対する食品廃棄
物の割合が約25.5%。その約3分の1は食べられるものでした。
　これから推計した市民1人当たりの食品ロスは、年間約47㎏。1
日当たり約129ｇもの食べられる食べ物を捨てていることになりま
す。

　草加駅東口駅前広場のバスシェルターの改築、車道舗装の改修工
事等を行います。工事の進捗に応じて、バス・タクシー乗降場の位
置が変わります。
　現地の案内看板で随時、お知らせ
しますので、確認の上、利用してく
ださい。また、一時的な一般車両の
乗り入れの制限や夜間工事による騒
音・振動等、ご迷惑をおかけします
が、ご理解ご協力をお願いします。
■工事期間
　3月下旬～令和4年3月31日㈭
■工事期間

クックパッド
「消費者庁の
キッチン」

▲

エコレシピ・
使い切りレシピ
を参考に

食べ残しや直接廃
棄は、工夫をすれば
まだ食べることが
できたものだよね

簡単・便利に
分別方法も
調べられます

食べ切れる
量を盛ろう

買い物の前に
冷蔵庫の中身を確認

市内の食品廃棄物の内訳

調理くず
66.5%

期限切れ
などの
直接廃棄
19.7%

食べ残し13.8%

　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について掲載してい
る「草加市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
加入世帯へ配布します。
　町会・自治会に未加入等で届かない場合は、下記配布場所で受け
取ってください。市ホームページでも確認できます。
【配布場所】
市民課、総合案内（市役所西棟）、サービスセンター、保健センタ
ー、子育て支援センター、公民館・文化センター、リサイクルセン
ター、環境業務センター、コミセン、物産・観光情報センター、歴
史民俗資料館

【配布場所】

　収集日のお知らせやごみの出し方などスマート
フォンで手軽に確認できます。アプリは、下記
QRコードからダウンロードしてください。

草加市ごみ分別アプリも活用を！

iOS版 Android版

⇨

しんちょくしんちょく

わわ ここ

●疑問・質問は
草加市プレミアム付商品券事業実行委員会
事務局（草加市商店連合事業協同組合内）へ。

☎928-8121
午前10時～午後4時

使用期限は4月16日㈮まで
ご利用はお早めに

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406

食品ロスを減らそう！
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

「もったいない！」が合言葉

問道路整備課☎922-2197Ü922-3249

草加駅東口駅前広場
3月下旬から工事開始

バス・タクシー利用時はご注意を

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993
ごみ収集カレンダーの配布
令和3年度版選挙啓発標語優秀作品が

決まりました
問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年3月20日号



　毎年4月に実施し
ている狂犬病予防集
合注射は感染症予防
の観点から令和3年
度は中止します。予防注射は動物病院
で受けてください。飼い犬の登録・注
射済票の発行は、くらし安全課または
市民課で手続きしてください。飼い犬
の登録料は3000円、狂犬病予防注射済
票交付手数料は550円が必要です。また、

■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3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㊍～5/31㊊。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
きます。縦覧期間中は無料ですが、
6/1㊋からは200円が必要です。
　いずれも8時30分～17時（㊏㊐㊗を
除く）。場所は資産税課。ε同課☎92
2-1068Ü920-1502

ε ☎
Ü

固定資産税の縦覧と閲覧

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■初めてのバレエ　4/16㊎・23㊎15時
30分～16時45分。全2回。会場は中央
公民館。おおむね3～7歳児（保護者同
伴）対象。定員30人。動きやすい服装
で
■母の日に贈るプリザーブドフラワー
アレンジメント　4/20㊋10時～12時。
会場は草加市文化会館。定員14人。材
料費2000円。ハサミ・ピンセット・持
ち帰り用袋・あればグルーガン持参

è

生涯学習体験講座

　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　4/2㊎13時15分～
14時45分。会場は高砂コミセン。ε草
加中央・稲荷（包）☎959-9133Ü922-38
01
■介護者のつどい　4/14㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε川柳・新
田東部（包）☎932-7007Ü931-0993

ε

☎ Ü

ε

☎ Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい

　3/24㊌～4/4㊐。会場は中央図書館。
東京の6割が廃虚と化したといわれて
いる太平洋戦争下の東京大空襲。空襲
後の写真などを展示します。また、市
民の皆さんと作った折り鶴オブジェ
「平和への羽ばたき」、DVD・書籍
等の平和関連資料も同時展示します。
1人でも多くの人に戦争とその被害の

平和パネル展
「東京大空襲」

市と協定を結んでいる動物病院であれ
ば、その場で注射済票を受け取ること
ができます。詳細は市HPで確認を。
εくらし安全課☎922-3642Ü922-1030

狂犬病予防注射と
犬の登録

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

　令和2年4～12月に市へ寄せられた善
意です（敬称略）。
≪新型コロナウイルス対策課へ≫
▼除菌消臭剤スパクロウォーター　ラ
イキ㈱　▼マスク　Pinestone㈱　▼マ
スクほか　㈱東冠　▼手作りマスク 
　後藤由美子（草加市女性会議）　▼
足踏み消毒台　㈱ユニテ　▼ダイキン
ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業
㈱東京支社草加事業所
≪市内小・中学校へ≫
▼ハンガーほか ㈱宮本製作所　▼ラ
ンチョンマット こども応援団マイカ
　▼教員図書　（一社）日本図書文化協
会　▼図書「やき先生の学校童話集」
　宮川八岐　▼応援ノート 文教大学
　▼サージカルマスク　㈲埼玉の匠　
▼フェイスシールド　㈱アジアインタ
ーナショナル　▼飛沫防止対策パーテ
ーション 八木段ボール㈱　▼マスク
ケース　第一生命草加オフィス　▼抗
菌吊り下げ式マスクケース こだま印
刷㈱　▼給食用食器 込山順邑　▼ト

水道水の水質検査計画を策定

ランペットほか　㈱埼玉りそな銀行　
▼Tanoppiマスクケース　㈲田野口紙
器　▼Tanoppiマスクケース　田野口
隆志
≪総合政策課へ≫
▼缶入りドロップス　㈱イトーヨーカ
堂
≪文化観光課へ≫
▼電子ピアノ 草加市演奏家協会　▼
切り絵「悠久の武蔵の松」 奥村浩志
　▼茶道具　平澤久榮　
≪子育て支援課へ≫
▼サージカルマスク　㈲埼玉の匠
≪子育て支援センターへ≫
▼大型絵本 川井かすみ　▼マルチ運
動遊びセットほか　込山順邑
≪市内保育園へ≫
▼堅焼草加煎餅 草加煎餅まるそう一
福
≪子ども育成課へ≫
▼おしりたんていおでかけパズルセッ
トほか　㈱エンスカイ
≪障がい福祉課へ≫
▼車椅子 （一社）埼玉県トラック協会
草加支部

実情を伝え、平和の大切さ、命の尊さ
について次世代に伝えます。平和ネッ
トワーク草加との共催。ε人権共生課
☎922-0825Ü927-4955

ε

☎ Ü

■かかりつけ医がいる人
　かかりつけ医に電話で相談してく
ださい。
■かかりつけ医がいない人

　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。
※事前連絡をせずに医療機関に行く
と、受診できない場合があります。

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］
※ファクスの場合、回答までに時間
がかかる場合もあります。
【救急の場合】
　迷わず119番へ連絡してください。

Ü

Ü

新型コロナウイルス感染症

相談・問い合わせ先

④ 2021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。

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

・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】

3月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎
・納税課
・後期高齢者・重心医療室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



▼学年別ドッジボール大会　3/23㊋16
時～　小学生対象　定員30人
▼生け花にチャレンジ　3/29㊊13時30
分～14時30分　小学生対象　定員8人
　参加費700円
▼こぶたのしっぽ　4/14㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象　
定員10組
▼おもちゃ病院　4/17㊏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」　4/26㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組

▼お花のカード作り　4/12㊊～23㊎
（㊋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
5人　è4/6㊋13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　4/16㊎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
▼牛乳パックトレイ　4/26㊊～5/7㊎
（㊋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
5人　è4/19㊊13時から電話で同館へ
▼初めてのお誕生会　4/27㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年4月生まれ対象　定員12人　è4/1

è

è

è

新栄児童センター ☎942-9876

定員のあるものは3/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

定員のあるものは3/22㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

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

▼元気ルームMINI　4/1㊍10時～12時
　ホール開放自由利用　乳幼児と保護
者対象
▼親子で元気ルーム（手遊び・読み聞
かせほか）　4/8からの㊍10時～11時
30分　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼おもちゃの病院　4/12㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

　3/28㊐11時～17時。会場は草加マル
イ正面口前。そうか音楽院、シュガー
ヒルバンド、Mhr（ムー）、STAT（ス
タット）によるクラシック・ジャズの
屋外コンサート。ε草加市文化会館☎
931-9325Ü936-4690

音楽の街コンサート

柿木公民館 ☎931-3117

谷塚児童センター ☎925-1856

㊍13時から電話で同館へ

▼ドッチビー大会　3/22㊊15時30分～
　小学生対象
▼おもちゃ病院　3/25㊍、4/9㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼学年お別れ会　3/26㊎14時～　小学
生対象
▼はじめての卓球　4/8㊍14時～　小
学3～6年生対象

▼ラビリンス　3/27㊏13時15分～、15
時15分～　迷路で宝を探し出すボード
ゲーム　小学生～18歳対象
▼七輪タイム「キラビー」　4/1㊍13
時15分～14時15分、15時15分～16時
45分　ビー玉を熱してヒビを入れたも
のでペンダントヘッド作り　幼児（保
護者同伴）～18歳対象
▼おもちゃ病院　4/1㊍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
▼紙飛行機大作戦　4/2㊎13時15分～、
15時15分～　折った紙飛行機で競う　
幼児（保護者同伴）～18歳対象
▼木工房　4/3㊏13時15分～、15時15
分～　小学生～18歳対象
▼糸版画　4/4㊐13時15分～14時15分、
15時15分～16時15分　タコ糸を使っ
てスタンプ作り　幼児（保護者同伴）
～18歳対象　定員各6人
▼みなクル工房　4/10㊏13時15分～14
時15分、15時15分～16時15分　くる
くるアニメ作り　幼児（保護者同伴）
～18歳対象　定員各6人
▼スポーツ＆レク　4/11㊐（雨天中
止）13時15分～、15時15分～　大縄
跳び　小学生～18歳対象
▼ママヨガ　4/13㊋13時30分～14時10
分　0～2歳児と保護者対象　定員6組

■おはなし会　3/27㊏11時30分～12時
　「鳥のみじい」「こすずめのぼうけ
ん」　幼児～小学生と保護者対象　定
員5組（当日先着順）
■木曜シアター　4/8㊍14時～15時30
分　新・京都百景　春・夏編　成人対象
　定員20人　è3/21㊐9時から2階事務
室で整理券配布　12時から電話でも可
■工作会　4/17㊏13時30分～13時55
分、14時5分～14時30分　くるくるこ
いのぼり作り　幼児（保護者同伴）～
小学生対象　定員各5組　è3/21㊐9時
から2階事務室で整理券配布
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）、㊎11時
～11時30分（幼児以上対象）、㊏㊐14
時30分～15時（幼児以上対象）　定員
各5組（当日先着順）

è

è

5☎946-3000 5944-3800

▼ひ革工房「動物マスコット」　4/17
㊏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
▼ダーツカフェ　4/18㊐17時～18時　
中学生～18歳対象　定員6人

▼昔遊び週間「ビュンビュンごま」　
4/3㊏～13㊋10時～16時　小学生対象
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
4/3㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼昇るこいのぼり作り　4/16㊎・23㊎
14時45分～15時30分　3歳以上の幼児
と保護者対象　定員各5組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　4/
17㊏10時15分～　定員10人
▼将棋教室　4/17～9/18の第3㊏（8月
を除く）14時30分～15時30分　全5回
　小学生～高年者の初級者対象　定員

9人
▼ともだち文庫の「おはなしポケット」
　4/19㊊11時～　読み聞かせ・わらべ
唄　乳幼児と保護者対象

■材料（1人分）　食パン（6枚切り）…2枚／マーガリン…小さじ
1／粒入りマスタード…大さじ1/2／トマト…中1/2個／レタス（フ
リルレタス等）…20g／薄切りロースハム…2枚／卵…1個／にんじ
ん…20g／塩…指2本でひとつまみ／Ⓐ（酢…小さじ3/4／砂糖…小
さじ1/4 ）／マヨネーズ…大さじ1/2

①深めの耐熱容器に、せん切りにしたにんじんを入れ、ラップを
して電子レンジで30秒加熱し、塩でもむ。Ⓐと和えそのまま冷
ましておく。卵を茹で、5mmの輪切りにする。

②レタスは洗って、キッチンペーパーで水気をしっかりとふき取
る。トマトは5mmの輪切りにする。

③食パンをトーストし、マーガリンとマスタードを塗る。（トー
ストしなくても可）

④ラップの上に食パンをのせ、レタス、ハム、にんじん、卵、ハ
ム、トマトの順に乗せる。マヨネーズを細く上からかけて、食
パンを乗せ、ラップでしっかり押さえて包んだまま、2つに切る。

①

②

③

④

　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。
カラフルサンドイッチvol.8

作り方

1人分 510kcal 2.8g食塩

　トマトや卵は少しずつずらして重ねると、
断面がきれいに見えます。

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

　草加松原を川面から眺めて、新たな魅力を発見してみませんか。
■会場　まつばら綾瀬川公園第2ラグーン
■定員　各便9人（当日先着順）
ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406ε Ü

和舟に乗って草加松原の風景を楽しみませんか

日にち

9時15分～

9時15分～

9時15分～

1便　9時30分～
2便　10時30分～
3便　11時30分～

1便　9時30分～
2便　10時30分～

1便　9時30分～
2便　10時30分～
3便　11時30分～

受付時間 出発時間

3/28㊐

4/4㊐

4/6㊋

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3月20日号



▼放課後クラブ　4/1㊍17時～18時…
卓球　4/19㊊16時～17時…将棋　4/20
㊋16時30分～17時30分…スポーツウ
エルネス吹矢　小学生対象　保護者同
伴
▼おもちゃの病院　4/5㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　4/
10㊏・17㊏10時～12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
12㊊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　簡単工作・
手遊びほか　定員各回10人
▼伝統文化茶道講座（裏千家）　4/17
～令和4年3/19の第3㊏10時～12時　全
12回　定員5人　1回1500円（茶菓子
代含む）
▼親子茶道教室（裏千家）　4/18㊐、
5/23～令和4年3/27の第4㊐（12月は12
㊐）13時30分～15時30分　全12回　
定員4組（子どものみの参加可）　1回
大人1000円・小学生～高校生500円
▼親子将棋教室　4/18～令和4年3/20

中央公民館 ☎922-5344

川柳文化センター ☎936-4088

▼おもちゃ病院　4/16㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼利用者懇談会　4/26㊊10時～11時、
28㊌18時30分～19時30分　事業・利
用方法等の説明、意見交換　利用サー
クル・団体及び個人対象

▼こころを結ぶ光のひろば　4/6㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼SKT高年者健康リズム体操　4/13～
9/14の第2㊋（7月は第1㊋）10時～12
時　全6回　60歳以上対象　定員30人
▼にじいろタイム　4/16㊎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」
　4/16㊎13時30分～　胎教と友だち作
り　初妊婦対象　定員10人
▼お菓子作り　4/17㊏10時～12時　小
・中学生対象　定員12人　参加費500
円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
21㊌10時～10時40分…0～1歳6か月と

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778
保護者対象、11時～11時40分…1歳7
か月～3歳と保護者対象　親子友だち
作り・簡単工作ほか　定員各回5組

▼伝統文化茶道講座　4/10～令和4年
3/12（10月・1月を除く）の第2㊏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（茶菓子代含む）
▼火曜のディナークッキング　4/13～
9/14（8月を除く）の第2㊋14時～16時
　全5回　季節料理・和洋中の裏技　
成人対象　定員12人　参加費3500円
▼すくすくクラブ　4/15㊍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　簡単工作ほか　定員各回10人
▼のびのび広場　4/16㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼利用者懇談会　4/19㊊10時～12時　
事業・利用方法等の説明、意見交換　
利用サークル・団体対象
▼おもちゃの病院　4/23㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

の第3㊐（12月は12㊐）14時～16時　
年中児～小学3年生と保護者対象　定
員5組
▼高年者のびのびサロン　4/20㊋、
5/18㊋、6/1～令和4年2/15（8月を除
く）の第1・3㊋、令和4年3/1㊋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
▼初めてのオンライン「Zoom」ゲス
ト体験教室　4/27㊋10時～12時　成人
対象　定員10人　タブレット貸し出し

▼すくすくクラブ　4/23㊎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～おおむね3
歳と保護者対象　簡単工作ほか　定員
各回10人
▼伝統文化茶道教室　4/24～令和4年
3/26（1月を除く）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
（茶菓子代含む）
▼谷塚元気ひろば　4/26㊊13時～14時
30分　お話の会　65歳以上対象　定員
24人

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」は、気軽
にいつでも遊びにいけるスペース
です。開催当日、直接会場へ。
「つどいの広場」「ピヨピヨ広
場」「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。
　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

0・1・2歳クラブ♬

♬
施設 開催日時・対象・定員 クラス・対象 説明会日時または申込方法 クラス・対象開催日・定員 開催時間 開催日・定員 開催時間 説明会日時または申込方法

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

4/21からの第2・4㊌
①10時～11時　　　 　　
②11時30分～12時30分
0～2歳児　定員各8組

4/21からの
㊌
定員各20組

4/23からの
㊎
定員各20組

4/20からの
㊋
4/23からの
㊎

4/20からの
㊋
定員各30組

4/16からの
㊋㊎

4/16からの
㊎
定員各5組

4/14からの第2㊌
①10時30分～11時15分
②11時30分～12時15分
0～2歳児　定員各5組

4/15からの第1・3㊍
①10時～10時40分　　
②10時50分～11時30分
③11時40分～12時20分

0～1歳児

4/1からの㊊㊍
10時30分～11時

0～2歳児　定員各5組

4/20からの㊋
（第1を除く）

①10時～10時45分
②11時～11時45分
令和2年4/2以降生まれ

定員各8組
会場：コンフォール松原

19号棟　　

第1・3㊍（4月は22日
開催）　定員10組 11時30分～12時

10時30分～11時

①10時5分～
　10時45分
②11時～
　11時40分

①10時30分～
11時15分
②11時30分～
12時15分

①10時15分～
10時45分
②11時15分～
11時45分

①10時～10時35分
②11時～11時35分
会場：コンフォール
　　松原19号棟

①10時～10時35分
②11時～11時35分
会場：コンフォール
　　松原19号棟

第1・3㊍（4月は22日
開催）　定員10組

10時30分～
11時30分

①10時5分～
　10時50分
②11時～
　11時45分

①10時～11時
②11時～12時
①10時15分～
　10時45分
②11時15分～
　11時45分

10時30分～
11時

4/22からの第2・4㊍
定員各30組

4/28からの第4㊌
定員各5組

4/14からの㊌
定員各5組

4/19からの㊊
定員各20組

4/15からの㊍
定員各15組

「みつばち組」
2歳以上

「ちょうちょ組」
2歳以上

2歳～就学前

「からだで遊ぼう」
屋外活動　満2歳以上
（9月から②は満3歳以上）

4/13からの
㊋ 雨天中止
定員各12組

「つくって遊ぼう」
2歳以上

「にじ」
平成31年4/2～
令和元年10/31

生まれ

「そら」
令和元年11/1～
同2年4/1生まれ

2部…平成31年4/2～
令和元年9/30生まれ
1部…令和元年10/1～
同2年4/1生まれ

「よちよち探検」
歩行可能な
満1歳以上

（対象年齢になり次第　
随時参加可）

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

è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
3/29㊊までに同館へ。
※印刷ができない場合は
必要事項をはがきに直接
手書きしてください。

è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3/29㊊までに同館へ。
※印刷ができない場合
は、必要事項をはがきに
直接手書きしてください。

説明会4/20㊋10時30
分から同館で。
説明会4/23㊎10時30
分から同館で。

説明会4/9㊎10時30分
から同センターで。

è実施日1週間前の㊊か
ら同センターへ。

説明会4/22㊍11時30分
から同館で。
説明会4/22㊍11時から
同館で。

è詳細は市HPまたは電話
で同センターへ。

è詳細は市HPまたは電
話で同センターへ。

「チャイルド」
【㊌コース】
平成29年4/2～
同31年4/1生まれ

「チャイルド」
【㊎コース】
平成29年4/2～
同31年4/1生まれ

è4/1㊍10時から同セン
ターへ（電話でも可）。

è実施日1週間前の㊊から
同センターへ。

「リス組」
平成29年4/2～
同31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

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

㊊～㊐①10時～12時②13時～14時30分③15
時～16時30分　㊏㊐は①のみ　定員各5組
㊊～㊎①10時～11時30分②12時～13時
30分③14時～15時30分　定員各13組
4/21からの㊊㊌㊍10時～13時
高砂小授業・休校等による除外日あり
4/7からの㊊㊌㊍（第2・4㊌を除く）①10時～
10時50分②11時10分～12時　定員各5組

㊊～㊏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3年度　
乳幼児対象

平成31年4/2～
令和2年4/1生まれ

青柳5-22-28（青柳シ
ティープラザB館）

《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㊎

クラス・時間

10時～12時

「ねんねとハイハイ組」
10時～10時50分
「あんよ組」

11時～11時50分

①10時～
　10時45分
②11時～
　11時45分
会場：コンフォー
　　 ル松原19
　　号棟

⑥ 2021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。



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3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／3/25㊍…谷塚文化センター、4/1～15
の㊍…勤労福祉会館／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）

3/21㊐～4/20㊋
（㊗㊡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。

竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店

氷川町2112-6
氷川町818-3
両新田西町246
手代3-11-8

☎928-5525
☎924-4136
☎928-5520
☎922-2429

3/20㊗
21㊐
28㊐

4/  4㊐
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。!

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

3/21㊐ 3/28㊐

水野クリニック
 9時～12時・14時～17時

栄町3-6-6
☎930-1700
メディクス草加
クリニック

 9時～12時・14時～17時
氷川町2149-3
☎920-6161

石田歯科医院
 9時～12時
稲荷3-4-26
☎935-7132

草加パートナーズ内科
・糖尿病クリニック

 9時～12時・14時～17時
栄町2-11-9
☎933-0015

豊田クリニック
 9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636
草加松原
整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加グリーン
クリニック

 9時～12時・14時～17時
金明町604-1
☎954-7677

山崎クリニック
 9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375
草加松原
整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

石関医院
 9時～12時・14時～17時

吉町3-2-51
☎922-2943

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636
草加松原
整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

内
科

外
科

歯
科

3/20㊗

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

4/4㊐

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
4/7㊌・15㊍…新栄児童センター☎942-9876
3/25㊍…谷塚児童センター☎925-1856

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
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　ワクチン供給量
次第では、集団接
種を先行する場合
があります。

　65歳以上の高年者への接種券を3月下旬に発送すると広報そうか3
月5日号でお知らせしましたが、国からのワクチン供給スケジュー
ルが遅れたことにより、接種券の発送を延期します。
　現在、4月中旬～下旬を目安に発送できるよう準備を進めています

が、今後も国からのワクチン供給スケジュールにより変更となる場
合があります。
　また、インターネット予約システム・電話（コールセンター）で
の予約受付開始も「4月下旬以降」となります。

　草加駅東口アコス北・南館東側
の交差点がスクランブル方式に変
わり、斜めの横断ができ
るようになりました。

　「令和ふれあい公園」は原町三丁
目にある広さ3300㎡の公園で、4月1
日から利用できます。
　公園の名称は周辺地域の皆さんか
らの公募により決められました。既
存の樹木を生かしたツリーデッキや
ロープウェイなどの遊具、地域のイ
ベントなどで使えるオープンスペー
スを整備し、子どもから大人まで楽
しめる公園となっています。

3月かどまちごとでき

●接種券が届いたら次のいずれかで予約

持ち物（毎回必要）

■個別接種

■集団接種

予約方法接種方法は次のいずれか

新型コロナウイルスワクチン
接種券の送付と予約受付を延期

ワクチン接種についての問い合わせ先

インターネット予約 電話予約

草加市新型コロナ
ワクチンコールセンター

・接種券
・本人確認書類
　（運転免許証、
　健康保険証など）☎0570-666-578

新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501問新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

草加市新型コロナワクチン
コールセンター（相談窓口）
☎0570-666-578
Ü927-0501

☎0570-033-226
Ü048-830-4808 ☎0120-761-770

㊏㊐㊗を含む午前8時30分～午後5時15分

①接種時期・場所など

埼玉県副反応等に関する相談窓口
（コールセンター）

㊏㊐㊗を含む24時間対応

②副反応等についての専門的な相談

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター

㊏㊐㊗を含む午前9時～午後9時

③接種の仕組み、意義、政策など

日程等は改めてお知らせ
■65歳以上の高年者への接種券の発送は4月中旬～下旬を予定

予約システムで予約
接種券にQRコード、URL
を記載

国民生活センター新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン

☎0120-797-188
草加警察署

☎943-0110

個別接種を行う医療機関へ
直接申し込むことはできませんワクチン接種は完全予約制ですワクチン接種は完全予約制です（ ）

（ ）

A. 費用は無料です。

　最近、ワクチン接種をうたい文句に金銭や個人情報を電話やメール
でだまし取ろうとする詐欺の手口が報告されています。
　市職員が金銭や個人情報を求めることは絶対にありません。
　困った時はすぐに下記へ連絡を。

Q. 接種費用はかかるの？

A.ワクチンは筋肉注射のため、痛みや腫れなど
の軽い副反応は頻繁に現れますが、通常は数日
以内に治まります。
　接種後は15分以上会場で経過観察をします。副反応
の詳細は、県ホームページ（QRコード）または下記②
へ連絡してください。

A. 強制ではありません。
　接種を受ける人の同意がある場合に限り接種します。

Q. 絶対に接種しなきゃいけないの？

Q. 副反応が気になります。

　国からのワクチン供給スケジュールが
未確定のため、記載の情報は変更となる
可能性があります。

原町三丁目に誕生
「令和ふれあい公園」

草加駅東口交差点が
スクランブル方式に

教えて！コロナワクチンQ A

　市内59医療機関（3月20日現在）
　 ※草加八潮医師会と調整中

　 ※4/17㊏から、準備等で使用するため㊏㊐の一般利用を中止します。
（予約システムは構築中）

・保健センター
　（㊗除く毎日）
・勤労福祉会館（※）
　（㊏：午後、㊐：午前・午後）

（会場で接種）

（市内医療機関で接種）

ワクチンは一定期間
をあけて2回接種

自転車で渡る時は
押し歩きをしましょう

㊏㊐㊗含む
午前8時30分～午後5時15分

市職員になりすました詐欺に注意！

●詐欺かも?と思ったら…

（※通信料、通話料がかかります）

な く な 　 い や や

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ できごとまちかど2021年3月20日号

市の人口　令和3年3月1日現在　25万166人（男12万6552人・女12万3614人）/前月比27人減/世帯数12万221世帯
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