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フォトコンテスト入賞作品を発表します
広報
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吉川の魅力が詰まった入賞作品が決定！

写真を通じて吉川の魅力を発見･発信するため､よしかわ観光協会フォトコンテストが開催され､厳正な審査
の結果､入賞作品12点が決定しました｡
問合せ:商工課☎982･9697､ 981･5392



テーマ : 吉川の四季
毎月1日発行
No789

観光協会会長賞
い とうりょうへい
晩秋の夕暮れ(伊藤 亮平)
優秀賞
おか み よしあき
明日は晴れ(岡見 至朗)
い とう てつ ひで
夜あけ(伊東 徹英)
入選
永田公園 きよみ野富士のダイヤモンド富士
は が しんいち
(芳賀 伸一)
つなしま さかえ
米一粒でも多くと願いつつ(綱島 栄)
わかばやしよういち
秋の夕焼け(若林 洋一)

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

観光協会会長賞 ｢晩秋の夕暮れ｣ 撮影者:伊藤 亮平さん

【今月の表紙】
この写真は､よしかわ観光協会フォトコンテストで、最優秀賞にあたる
観光協会会長賞を受賞した伊藤 亮平さんの作品です｡
※2022フォトカレンダーの販売については裏表紙をご覧ください｡

最新情報はこちら

●滞納整理強化月間

●9月1日現在の人口

●マイナンバーカード夜間休日窓口

総人口 73,247人（＋13人）

夜間:10月20日 午後5時〜7時30分

県内63市町村と県では､12月ま

男

36,583人（＋1人）

休日:10月3日 ､11月7日 午前9時〜正午

でを｢滞納整理強化期間｣と定め｢ス

女

36,664人（＋12人）

場所:市民課

トップ！滞納｣を合言葉に徴収対策

世帯数 31,326世帯(＋13世帯)

持物:交付通知書をご確認ください

を進めていきます｡納期限までの納

●8月の災害･救急出動件数

●公的年金所得に係る市県民税･国

付が困難な場合はご相談ください。

火災0件(11)､救急317件(1974)

民健康保険税は公的年金から天引

●8月の事故件数

問合せ:収納課☎982･5113､

き(特別徴収)します ※今年度から

981･5392

交通事故12件(83)､負傷者14人

新たに対象となる方は､10月支給分

(92)､死者0人(0)

●10月の納期
（11月1日 ）

から天引きが始まります｡

○市県民税

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

対象:65歳以上で一定の要件を満た

○国民健康保険税

●市民サービスセンター休館日

す方

○介護保険料

毎週

問合せ:課税課☎982･5114､国保

○後期高齢者医療保険料

問合せ:駅前市民サービスセンター☎981･8111

年金課982･9538､ 981･5392

第3期
第4期

第4期
第4期

告

新型コロナウイルス

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ

広

※広報よしかわ10月号は令和3年9月22日時点の情報をもとに作成しています｡

日程･場所:10月29日 〜12月6日 ･イオンタウン吉川美南

告

6ページの他､最新の情報は市
ホームページでご確認ください｡

入賞作品は2022年よしかわフォトカレンダーとして販売します
発売日:10月12日
形式･価格:壁掛けタイプ(A3版7ページ両面)､卓上タイプ(A5版7ページ両面)･各700円
販売場所:よしかわ観光協会事務局(商工課内)､ラッピーランド､二合半堂まつざわ煎餅､
和菓子司まるしん､十八屋､カフェミカン
フォトコンテスト展示会を行います
応募いただいた95点すべての作品を展示します｡

広

新型コロナウイルスワクチンの
接種を進めています

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため､掲載イベントが中止
となる場合があります。
最新情報は市ホームページでご
確認ください。

編集：政策室 ☎048・982・5111、 048・981・5392(代表)
yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jp

よしかわ観光協会フォトコンテスト

い とうりょうへい

カレンダー賞
し みず ひろし
草原に想う(清水 博)
あさ み よしひろ
うさぎ雲(浅見 義宏)
あきもと いく み
吉川の夏景色(秋本 育海)
まるやま のりよし
夕暮れのひととき(丸山 典良)
わたなべ つよし
夕暮れの富士と水管橋(渡邊 毅)
まるやま のりよし
Spring Symphony(丸山 典良)
※すべての入賞作品は観光協会ホーム
ページからご覧ください｡

｢広報よしかわ｣の音声版を､朗読サークル
きんもくせいの協力で作成しています。

吉川市
ホームページ▶

吉川市公式
YouTubeチャンネル▶

吉川市公式
Twitter▶

シャッターチャンス

このコーナーでは市のさまざまな情報を
写真で紹介します。

恒久平和への祈りを込めて

知っていますか？
子育て支援三つの拠点
｢子育て支援センター｣では､イベントなどを通じ､親子でさまざ
まな体験ができたり､子育ての情報(地域､幼稚園､保育所など)や
ヒントを得られたり､いろいろな考えに出会い自分流の子育てを
見つけることができます｡ここでは市内にある3カ所の子育て支援
センターをご紹介します｡

8月2日から16日､市役所コミュニティルームおよび展示コーナーで､平和パネル展と平和祈念企画展｢戦時下のく
らし｣を開催しました｡原爆の悲惨さを伝えるパネルや戦時中の金属供出により本来金属製であったものが陶器製
になった日用品､戦時中に発行されたお金などを展示しました｡終戦から76年もの歳月が流れようとしていますが､
今も世界の中では争いが絶えません｡平和で豊かな社会を築き次の世代に引き継いでいくため､改めて戦争の悲
惨さや平和の尊さについて考える機会となりました｡

パラリンピックの聖火がやってきた！

世界に一つだけの万華鏡

下記の開室時間は平常時の時間となります｡現在はコロナウイルス感染拡大防止のため開室時間を
午前10時から正午､午後1時から3時とし､昼食も中止しています｡
※イベント開催日や休日などの詳細は広報よしかわ｢公共施設からのお知らせ｣または市ホームページでご確認ください｡

吉川市
子育て支援
センター
子育て遊ぼう講座の様子

市の保育士が常駐しています！子育てのこと､お子さんの発達面のことなど､お気軽に
ご相談ください｡お子さんや保護者同士のふれあいや遊び場の提供､ファミリー･サポート
･センターの事務局､子育てサークルの無料利用証発行などを行っています｡愛称は｢ひま
わりの丘｣です｡ぜひ遊びに来てください｡
子育て読み聞かせ講座の様子

〒342-0058 きよみ野1-1
市民交流センターおあしす2階
984･6377
〜 (おあしす休館日(第1･3
除く)) 午前9時〜午後5時

8月19日､東京2020パラリンピックの聖火が吉川市を訪
れました｡イギリスのストーク･マンデビルと全国700カ所
以上で採火される炎から生み出される聖火は､｢Share
Your Light(あなたは､きっと､誰かの光だ｡)｣をコンセプト
に､パラリンピックへの期待や祝祭感を高めてくれました｡

なるほど！

S DG

8月20日､家庭教育講座｢科学実験｣を開催しました。吉
やま だ よういち
川さいえんすクラブの山田 陽一先生に｢万華鏡づくり」
を教わり､鏡を貼り合わせて一から組み立てに挑戦しま
した。何度ものぞき込んで確認し､きらきら不思議な模
様の万華鏡が完成しました。

S

小さなことから
コツコツと

2015年の国連サミットで採択された､2030年までに達成を目指す国際目標です。貧困や
気候変動などの世界的な課題を解決するために、
｢誰ひとり取り残さない｣という理念のもと､
17の目標と169のターゲットが設定されています。

目標 3
すべての人に
健康と福祉を

世界の人口の半数が基礎的な医療保険サービスを受けられていない
医療制度が整っていなかったり､医療費がすべて自己負担であったりと､基礎的な医療保険サ
ービスを受けられない人は､世界人口の約半数に上ると言われています。
日本での課題
日本では医療保険制度が整っていますが､少子高齢化のさらなる進行によって､病院にかかる
人が増える一方で､医療費を負担する世代が減ると､制度が保てなくなる恐れ
介護予防には
があります｡医療費を増大させないために､健康上の問題がなく日常生活を
なまらん体操
がおすすめ！
送ることができる｢健康寿命｣を延ばすことが重要となっています｡
私たちにできること
一人ひとりが健康意識を高め､健康診断や検診を定期的に受けたり､運動
の習慣化や食生活の改善などを行うことで健康的な暮らしを目指しましょう｡
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中央
子育て支援
センター

先輩ママスタッフが元気いっぱいに運営しています｡たくさんの本を揃えた本棚や洋服
のおさがり交換コーナーもあります｡困ったこと､相談したいことがあれば気軽にお声掛
けください｡近くの公園で遊ぶ｢そと★ぴこじかん｣もおすすめです！
皆さんのご利用をお待ちしています｡

〒342-0054 吉川団地1-7-106
吉川団地名店街内

ハローサロンの様子

971･8865
〜 (不定期で
イベント開催あり
(月1･2回程度))
午前10時〜午後3時

美南
子育て支援
センター
パパサロンの様子

先輩ママスタッフが一緒に遊んだり､相談に乗っています｡市内の子育て情報や､地域の
情報を知っていただけるよう情報発信に力を入れています！3カ所の子育て支援センター
の中で一番広いため､赤ちゃんも安心して遊ぶことができます｡プレママ､プレパパさんも
大歓迎です！
〒342-0038 美南4-17-3
吉川市立美南小学校内
983･5267
〜 (不定期で
イベント開催
あり(月1･2回程度))
午前10時〜午後3時
広報よしかわ2021.10
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みんなのひろば

親子でほっとできる
出会いの場

文化･趣味･スポーツなどの市民活動の情報を掲載しています。
詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

仲間を募集

市内サークル・団体の会員募集
日本熊森協会埼玉県支部小ぐまクラブ

子育て支援センター
つなげる支援

核家族化や地域のつながりの希薄化が進んでいることなどから､子育てが孤立化し､必要な支援とつながる
ことができず､子育て世帯の不安･負担が増えているといわれています｡
そこで､吉川市では地域における子育て支援の充実を図るべく､親子が気兼ねなく集い､つながり合うことの
できる場として子育て支援の拠点づくりを進めてきました｡
また､新型コロナウイルス感染症の影響により外出の自粛が広く呼び掛けられ､ますます地域の交流の場へ
足を運びづらくなっています｡そのような状況に対応し､市の｢子育て支援センター｣では､オンラインでのイベ
ント開催や､相談の受け付けなどを行い､子育て世帯を応援しています｡
今回の特集では子育て支援センターでの取り組みについてご紹介します｡
吉川市は SDGs を推進しています

日時:10月22日 午後1時〜3時
場所:清浄寺(木売2-20-5)
内容:生き物あふれる豊かな森を全生
物と次世代に残すため活動しています｡
豊かな森を守る仲間になりませんか？
対象:市内在住の方
い とう
問合せ:伊藤☎080･1214･1651

With ゆう
やさしいヨーガ
日時:毎週 午前9時30分〜10時30分
場所:美南地区公民館
対象:女性
費用:1回500円(初回体験無料)
持物:運動のできる服装､飲み物
なが み
申込･問合せ:ショートメールで永見へ
☎090･2751･5108
英会話サークル･ジュネック

市内3カ所！
子育て支援センター
マップ

吉川市子育て支援センター(ひまわりの丘)

市内の子育て支援センター､実はあなたの身近
にあります｡確認してみましょう！

催し・イベント

市民交流センターおあしす2階

社会福祉協議会

日時:毎週
午後1時〜3時
場所:おあしす2階
対象:初級･初心者
費用:月会費2,000円
申込･問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

中央子育て支援センター(ぴこの森)

市内サークル・団体のイベント
NPO法人たすけあい･よしかわ
タグラグビー交流会(当日参加可)
日時:10月10日 午前10時〜11時30分
場所:永田公園
対象:市内在住の小学生
持物:動きやすい服装､飲み物
問合せ:事務局☎971･6969

○定員を設けているものは､原則先着順です。
○費用の記載がないものは原則無料です。
○申し込みの記載がないものは､当日直接会場へお越しください。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
日時:10月13日 午前10時30分〜11時30分
場所:中央公民館303･304
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2カ月から7カ月までの第1子と親
定員･費用:7組･100円
持物:大判タオル､飲み物
しま だ
申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
介護者カフェ｢とことこ｣

NPOフォーユー研究会
日時:11月14日 午後2時〜5時
場所:越谷サンシティポルティコホール
内容:教育･不登校フォーラム2021〜
世界が変わろうとしている 新しい教育
のかたち〜
対象:教育に関心のある方､保護者
定員:150人
お の だ
申込･問合せ:小野田☎983･5125

日時:10月15日 午後1時〜3時
場所:シニア活動センターぱれっと
田中穂波選(吉川短歌会提供)
内容:介護をしている人同士悩みなど
語り合いましょう｡
バイクに乗り転倒続けば不便でも免
定員･費用:10人･50円
許返納の決心をする
ふじ い
こ
よね やま
問合せ:米山☎090･7189･9738
藤井ヤス子
中川に釣り糸垂れる人みれば亡き父
埼年協吉川分会映画愛好会
しの
映画鑑賞会｢ジャンヌダルク｣(158分) 偲ばる秋の夕暮れ
えのもと
ひさ こ
日時:10月16日 午後1時〜
榎本 壽子
おも いし
場所:中央公民館ホール
夫の使う鉄アレイ重石に丁度よし白菜
対象:埼年協会員､入会希望者
漬けし上に乗せおく
えのもと み ち こ
定員･費用:80人･100円
榎本美知子
おおはら
問合せ:大原☎090･6948･0346
自治会の行事は全部中止との回覧板
まわ
がむっつり廻る
よしかわ憲法サロン
おおひら
あけ み
｢道徳教育と愛国心その2｣
大平 明美
日時:10月16日 午後1時30分〜4時 幼き日五つのマークの浴衣着て友と
場所:おあしすセミナールーム3
踊りし五輪音頭よ
く ぼ
え
費用:200円
久保よし江
たか はし
問合せ:高橋☎090･9951･1958
連休に娘と過ごせばなにやかや手助
けくれる頼もしきかな
ミルトスの会
なが せ
こ
依存症自助グループ
長瀬かつ子
日時:10月30日 午後2時〜4時
場所:サンライズクリスチャンセンター
みさと吉川教会
内容:アルコールや薬物､ギャンブルなど
の依存症で悩む方の回復を目指します
対象:依存症に悩む当事者の方
定員:10人
費用･持物:200円(資料､茶菓代)･筆記具
かね こ
申込･問合せ:金子☎080･5021･1792

吉川短歌

吉川団地名店街内

美南子育て支援センター(美南の風)

吉川市立美南小学校内
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お知らせ 市で実施するイベントなどについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため､市が行うイベントなどを一部中止しています｡状況に応じて開館時間など
も変更する場合がありますので､最新の情報は市ホームページでご確認ください｡

中央公民館

新型コロナウイルス関連情報 ⇒

保577

☎981･1231

983･1864

まず︑美南子育て支援セン

次に中央子育て支援センタ

ーですが︑利用した時の第一

ターは︑部屋の中で赤ちゃん

子育て支援センターを利用

してオンライン交流を開始し

新たな親子のつながりの場と

子育て支援センターでは︑

し︑約

の つ｢ながり♥タイム は｣︑昨
年度初めてオンラインで開催

毎年行っている３拠点合同

組の方にご参加いた

だきました！

ています︒

オンラインでは︑子育て支

っかり控えておきましょう！
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オンラインイベント
個別相談へアクセス！

援センターで実際に行ってい

したことがない方でも気軽に

がメールで送られてきます｡し

のスペースがしっかりと区切

印象は 自｢由 で｣す︒赤ちゃん
のスペースが広くとってあり

るイベントに参加できたり︑

ご参加いただけますので︑ぜ

参加に必要なIDとパスワード

られているので︑まだ動けな

最近では新型コロナウイル

ま す が ︑ 他の年齢のお友達も

個別相談を実施しています︒

ひ利用してみてください！

内容:音楽に合わせて楽しく水中運動♪体への負担も少な
く､効果的な健康づくりを体験しませんか？
対象:市内在住･在勤･在学の方(16歳以上)
定員:40人 費用:施設使用料のみ

申し込みが完了すると当日の

い寝返りやお座りの時期でも

ス感染症の感染拡大などで外

出入りしやすい作りになってい

また︑オンライン限定のイベ

了させます｡

安心して利用できました︒

に遊びに行くのが少し怖いで

るので交流がしやすいです︒お

ントもあります︒

必要事項を入力し､申し込みを完

安心して
利用しています！

すが︑子育て支援センターに

部屋自体がそこまで広くない

午前11時〜(50分間)

ついては入室の人数が制限さ

10月23日

ので︑子どもに目も届きます

広報よしかわ2021.10

から申込フォームへアクセス｡

参加用ＩＤとパスワー
ドを控える
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QRコードや､市ホームページなど

☎981･6452

開館時間／午前10時〜午後9時(入れ替え制のため､休憩時間中は入水できません) 【休館日 10月18日
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､各利用時間帯につき40人の先着順での利用となります｡
※イベントなどの開催のため､毎週 (10月18日除く)午後1時〜3時､毎週
午前10時〜正午､10月23日 午後7時〜9時､
10月24日 終日
日
時
イベント
詳
細
内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理なく
新教室開始！
10月14日
効果的な有酸素運動を楽しめます 対象:市内在住･在勤･
アクアジョギング＆エクササイズ 午前11時〜(50分間)
在学の方(16歳以上) 定員:40人 費用:施設使用料のみ
アクアビクス
(水中での健康体操)

れていて密が回避できたり︑

上笹塚1-79-1

し︑仕切りがなくても安心し

10月12日 午後6時30分〜・ 対象:高校生以上 定員:各回15人
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴
23日 午後1時〜

知らせ｣記載の､イベントごとの

オンラインイベント
個別相談参加の流れ

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

広報よしかわ｢公共施設からのお

参加申し込み

内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も大歓
迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
対象:4歳以上 費用:年会費3,000円(児童･生徒2,000円)､
下半期会費1,600円(児童･生徒1,100円) ※体験参加(有
料)もできます 持物:動きやすい服装､室内用運動靴

10月16日 ･30日

屋内温水プール

定期的に消毒も行っていただ

･19日

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

午前9時〜正午
(準備･片付け含む)

て利用できます︒

細

いているので︑とても安心し

詳

最後に︑吉川市子育て支援

休館日 10月18日

て利用しています︒

時

センターは︑開放的で動ける

日

スペースがとても広いので︑

イベント

ハイハイし始めてからは特に

983･1867

よく利用しています︒また︑

☎982･6800

保育士の先生が常駐している

上笹塚1-58-1

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)

ので︑育児のことなど幅広く

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
午前10時30分〜11時30分
費用:100円 持物:大判タオル､飲み物 申込:10月5日
(10分前から入室可)
午前8時30分から電話でのみ受け付け

10月27日

公民館フィスティバルについて
令和 3 年度公民館フェスティバルは中止となりました｡

総合体育館

三つの拠点の
おすすめポイント

ゼロママ集まれ！〜赤ちゃんと
ママのふれあい♡ピラティス〜

場所:303･304 対象:2歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:10月19日 までに電話でのみ受け付け

相談ができて助かっています︒

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

市内に子育て支援センター

10月20日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

かず さ

は三つあります︒実は三つと

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

詳
細
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:10月18日 までに電話でのみ受け付け

も利用したことがあるのです

10月19日

1歳児サロン
わんわんクラブ

時

み のぶ

が︑それぞれ利用してみた印

日

イベント

お だ

小田 美暢さんと一颯くん(11カ月)

象をお伝えします︒

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)
【休館日】
なし 図書室は毎週
平沼･美南･東部地区公民館:なし
会場調整会は下記のとおり実施します
①中央公民館会場調整会(令和4年1月分各会場､令和4年5月分ホールおよびロビー)
日時:10月21日 午前8時30分〜22日 正午(ただし､21日 は午後5時まで) 申込:電話またはファクス
②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(令和4年1月分各会場､令和3年12月分特別教室)
日時:10月22日 午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで) 申込:電話またはファクス
【共通事項】
申し込みは先着順ではありません｡他団体と重複したときは厳正なるくじ引きにより決定します｡希望場所が確保でき
なかった団体のみ､10月23日 正午までに各公民館から電話連絡をします｡
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館･イベント参加時はマスクを必ず着用してください｡また､イベント参加時は
氏名･連絡先を記入していただきます｡体調不良の方は参加できません｡

利用者の声お届けします

美南に住んでいた頃､近所をお散歩している時に偶然､美
南小学校内に子育て支援センターがあることに気付きまし
た｡立ち寄ってみると､赤ちゃん向けのイベントを案内して
いただきました｡そのイベントがとても楽しかったというこ
ともあり､それ以降も時間がある時にふらっと立ち寄ってみ
たり､お目当てのイベントを予約して参加したりと､週1から
2日ほどのペースで利用しています｡

子育て支援センターを実際に利用している方に利用のきっかけや︑
普段の利用などについて伺いました︒

公共施設からのお知らせ

広報よしかわ2021.10
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○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

子どもが産まれて間もなく､訪問にいらした保健師さんに子育て支援センターを紹介していただきまし
た｡紹介していただいたその日に､保健師さんに連れられて利用した覚えがあります(笑)
今思うと利用のきっかけを作っていただきとてもありがたかったです｡初めは知り合いもいない中､｢子
育て支援センターって何をするところなんだろう？｣と不安もありましたが､保健師さんが連れ添ってくだ
さったことと､いざ行ってみると､同じくらいの月齢のお子さんを持つママさんパパさんがたくさんいらっ
しゃってすぐに馴染むことができました｡
今では週に3から4日ほど利用しています！

子育ての不安が減り
ました！

美南5-3-1

☎981･6811

983･1865

その他の

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､10月12日
こちら
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館時はマスクを必ず着用してください｡また､体温が37.5度を
超える方は入館できません｡その他､児童館の利用については､市ホームページでご確認ください｡
プラネタリウムイベント
日
時
詳
細
(10月30日･31 内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
毎週
日除く) 午後3時〜3時50分､ 星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同
プラネタリウム
毎週 午前11時〜11時 伴) 定員:15人(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円
50分
内容:｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣､
赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､プラネタリウムを
ベビーもいっしょ♪家族でプラ 10月24日
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
午後2時〜2時35分
ネタリウム(途中入退場可)
定員:10組(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円(3歳未満は無料)
内容:｢劇場版ポケットモンスター ココ｣(99分)
10月30日
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:25人 申
プラネタリウム映画鑑賞会
午後2時〜
込:10月24日 から28日 までに電話または直接､窓口へ

アロマが香るプラネタリウム
おおぬま ゆき の

ひろかず

大沼 雪野さん･博和さんと
梓咲ちゃん(1歳5カ月)

10月31日

午後3時〜3時45分

内容:｢オレンジスイート｣のアロマに包まれながら､癒やし
の映像と音楽で心地よい空間を楽しめます
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:15人(30分
前から窓口にて整理券を配布)

あず さ

未就園児向けイベント

まだ支援センターを
利用したことのない
方へひとこと

私も初めて利用をした時は

不安でいっぱいでしたが︑足

を運んでみると親しみやすい

空間で︑すぐに馴染むことが

できました︒

また︑子育て支援センター

を利用することで︑子どもの

2で控えたIDと
パスワードを入
力してログイン
します｡

イベント・相談当日

定期的に消毒を実施

感染防止対策実施中

入場人数の制限

毎日１時間ごとに施設内と

おもちゃの消毒を実施してい

吉川市子育て支援センター・

中央子育て支援センターは５

ます︒おもちゃの消毒には殺

広報よしかわ2021.10

組まで︑美南子育て支援セン
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利用名簿の記入

菌庫も活用しています︒

・５３９２

981

２から５ページのお問い合わせ

子育て支援課☎ ・９５２９︑

982

手指の消毒･手洗い

ターは７組までの入場制限を

入室時の検温

設けています︒

ご協力をお願いします

生活リズムを作れたり︑ 子ど

｢パパサロン｣が開催されています｡

もの人見知りが軽減したりと良

そこで月１回程度､パパ限定のイベント

いことがたくさんあります︒

が現状です｡

ぜひ一度︑近くの子育て支

用ができますが､ママさんの利用が多いの

援センターへ足を運んでみて

ください︒

子育て支援センターは､ママもパパも利

子育て支援センターの利用

を始めて一番の変化は︑子育

てに対する不安の軽減です︒

今の時代︑インターネットで

検 索 を す れ ば ︑ 子育ての一般

的 な 情 報 は 手 に 入 り ま す ︒で

も︑それが全て自分の子ども

にも当てはまるとは限らない

と思うんです︒その中で︑実

際に先輩ママさんから個別具

体的なアドバイスをいただけ

るのは本当にありがたいなと

思っています︒

パパサロンやってます

児童館ワンダーランド

わくわくらんど
おはなしらんど

10月21日

びりびりらんど

10月22日

ワンダーサーキット

10月27日

おえかきらんど

11月2日

抱っこでHappy子育て
ベビーダンス講座

イベント参加
個別相談
開始！

スポーツランド
天体観望会
(雨･曇天時は中止)

月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

時

午後2時〜2時30分
午前11時〜11時30分

午前10時30分〜11時30分
午前11時〜11時40分

んか(講師:栁 由美子氏) 対象:市内在住の3カ月〜1歳の
乳児(首がすわっていること)とその保護者 定員:15組
持物:抱っこ紐 申込:10月30日 から11月6日 までに電
話または直接､窓口へ

午前10時〜11時

時

毎週

午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

10月23日

①午後6時30分〜8時
②午後7時30分〜8時30分

10月31日

午後1時30分〜2時30分

11月5日

み ゆき

び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
定員:15組(20分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者
多数の場合は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ
う♪二人乗りも楽しめます(15分入れ替え制)
定員:各回12人 持物:室内用運動靴
内容:お絵かきや工作､手遊びなど親子のふれあい遊びを
楽しみます｡専門員のよろず相談つき 定員:6組(20分前
から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合は抽選)
内容:赤ちゃんを抱っこして､パパもママも一緒に楽しめる
ベビーダンス｡心地よい音楽とリズムでリフレッシュしませ
やなぎ ゆ み こ

11月10日

日

詳
細
内容:読み聞かせや簡単な工作､ミニゲームなどのふれあ
い遊び 定員:6組
内容:絵本の読み聞かせや親子のふれあい遊び
定員:6組
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズム遊
い が らし

午前10時30分〜正午

その他のイベント
ワンダー宿題レスキュー隊

イメージ画像

日

毎週

午前10時〜11時30分

詳
細
内容:学校の宿題や分からない勉強を先生が優しく教えて
くれます｡ひとりでも､お友だち同士でも大歓迎！
対象:小学生
持物:宿題やドリル､筆記用具
内容:｢スポーツ鬼ごっこ｣を体験しよう♪
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物

内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣､今夜の星空解説､木星
と土星の観望②今夜の星空解説､木星と土星の観望
対象:3歳以上(中学生以下は保護者同伴) 定員:各回15人
申込:10月16日 から20日 までに電話または直接､窓口へ
費用:①市内無料､市外200円②無料 持物:室内履き
内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボードゲームで
対戦しよう！初めての人でも大歓迎♪ 対象:小学生〜中学生
内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃを直します
費用:部品代がかかる場合あり

広報よしかわ2021.10
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公共施設からのお知らせ
よしかわファミリーサポートセンター

内容:賢く断捨離！ゴミの捨て方､分別の仕方(ゴミ分別
ハンドブックプレゼント)､劇(講師:マイバッグの会)

市のワクチン
情報はこちら

23
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厚生労働省ホーム

ＬＬブック

10月27日

図書館へ行こう！

午前10時45分〜11時15分

11

さまざまな人が楽しめるよう

子育てママのためのエコ講座
※予約優先

ＰＡＲＴ

午前10時30分〜正午

内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流しましょう♪今
月は海外の歌､ハロウィンゲーム､工作などを行います
対象:外国籍の方､国際結婚の方､国際交流に興味のある方
定員:5組

に︑内容を理解する助けとして︑

10月25日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

●吉川市での接種実績
・1回目接種回数 39,400回
・2回目接種回数 29,163回

りんごの棚

午前10時30分〜11時30分

内容:ぴこの森近くの公園で砂場や滑り台､ボールなど
のお外遊びを楽しもう♪ 対象:乳幼児とその保護者

りんごの棚 は︑スウェーデンの
イラストや写真︑記号を多く添
｢
｣
図 書 館で す
えた本のことです︒
｢べての子 どもたちに
読 書の喜びを 感じてもらいたい ｣ 点字図書

･29日

盛り上がった６つの点の組み

10月15日

内容:アレルギーに関する情報交換 対象:アレルギーに
興味がある･子どもがアレルギーの方など

という願いから始まりました︒

午前10時30分〜11時30分

細

合わせで︑文字や記号などを表

10月11日

詳

スウェーデンの図書館員が︑

そと☆ぴこじかん
※要予約

時

問合せ

アレルギーでもだいじょうぶ！
ひとりで悩まないで
※予約優先

祝 (10月30日除く)､10月4日

☎971･8865

●接種を希望する方は､お早めに予約を！
新型コロナウイルスワクチンは、現在、全ての対象者の
方が10月24日 まで予約可能です。それ以後の予約は、
実施曜日、予約受付人数ともに大幅に減少しますので、接
種を希望する方は早めのご予約をお願いします。

し︑指先で触れて読む文字を点

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

●クーポン券発送状況
市では接種対象のすべての方にクーポン券を発送し､予
約が可能となっております｡クーポン券が届かない方は、
吉川市ワクチン接種コールセンターへご連絡ください｡

特別なニーズのある子どもたち

中央子育て支援センター ぴこの森

9月12日現在の内容です｡

字といいます︒

①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

内容:身体測定､保健師･栄養士による発育･発達面の相談
対象:乳幼児とその保護者 定員:各回5組 持物:母子健
康手帳､バスタオル(0歳児のみ) 申込:電話または直接､
保健センターへ☎982･9803

11月15日

新型コロナワクチン接種のお知らせ

のためにつくられ たロンドンの

午前10時30分〜正午
午後1時30分〜3時

内容:情報交換しながら､楽しくおしゃべり 対象:最近吉
川市に引っ越してきた方､ママ友づくりしたい方
定員:7組 申込:電話または直接､窓口へ

点字図書の一部は︑ボランテ

10月28日

図書館を見学し︑感銘を受けまし

午前10時30分〜11時30分

た︒その時にロンドンの図書館に

10月22日

内容:大きな紙にクレヨンなどで､おうちではできないダイ
ナミックなおえかきを楽しみましょう♪ ※汚れても良い服
かなざわ み ち こ
装で参加してください(講師:金澤 美智子氏) 定員:7組
申込:電話または直接､窓口へ

ィアサークル て｢ん点 さ｣んにご協
力いただき作成されています︒

午前10時〜正午

マルチメディアデイジー

10月16日

詳
細
内容:パパだからできる育児やってみよう♪ 対象:1歳児
から未就学児までの子どもとそのパパ
申込:電話､メールまたは直接､窓口へ ※右記
QRコードからもお申し込みいただけます

文字や音声︑画像を同時に再

乳幼児相談(保健師が来ます)
※要予約

時

あったおもちゃのりんごが り｢ん
ごの棚 の｣由来となっています︒

ようこそ♡よしかわ(限定サロ
ン) ※要予約

日

･7日 ､11月2日

生できるデジタル録音図書のこ

かべもゆかも！らくがき王国！
※予約優先

祝 (10月9日･16日､11月6日除く)､10月4日

日時:11月6日
午後2時〜4時5分
内容:｢愛を積むひと｣

とです︒

パパサロン
※予約優先

☎983･5267

りんごの棚以外にもＡＶコーナ

イベント

美南4-17-3(美南小学校内)

定員:5組

ーに朗 読ＣＤ ・ＣＤ文 庫やレファ

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】

対象:乳幼児とその保護者

レンスカウンターに触って楽しめる

美南子育て支援センター 美南の風

場所:子ども室

布 絵 本 な ど ︑さ まざ まな 資 料 が

11月1日

午前10時15分〜11時

バリアフリー映画会
日本語字幕･音
声ガイド付き作品
を上映します｡

吉川市立図書館の児童コーナ

午前10時〜11時30分

場所:①東部地区公民館②旭地区センター 対象:乳幼児
とその保護者 定員:①6組程度②8組程度

あります︒ ぜひご活用ください︒

①10月28日
②11月18日

ーにあるりんごの棚にはこんな

子育て応援ひろば(簡単工作と子
育て相談) ※要予約

984･6378

資料が置いてあります︒

出前講座｢なかよしタイム｣(体操
や読み聞かせ､工作など) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
①10月21日 ､11月 場所:子ども室 内容:遊びの提供(午前11時から①③先
輩ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談会)
②4日 ③25日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜
場所:子ども室
対象:1歳未満の乳児とその保護者
10月27日
定員:5組
持物:バスタオル
午前10時30分〜11時30分
祝

さわる絵本

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

手で触って本を読むことができ

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

【休館日】
日

細

場所:①おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と
講習会(①は利用会員の入会説明会のみ) 定員:10人程度
(託児あり ※要予約)【協力会員･両方会員､大募集中！】

るように工夫された絵本です︒

午前9時30分〜午後0時30分
(利用会員は午前11時まで)

詳

984･6378
大活字本

①10月30日
②11月11日

子育て支援センター ひまわりの丘
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

時

☎･

小さい文字が読みづらい方の

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

ために︑文字の大きさや行間な

イベント

【休館日】
日

どを調整した本のことです︒

開館時間／午前9時〜午後5時

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

不審な電話などにはご注意を！
新型コロナウイルス感染症
に係るワクチン接種のために必
要とかたり､金銭や個人情報を
だましとろうとする電話に関す
る相談が消費生活センターへ
寄せられています｡
市がワクチン接種のために金銭や個人情
報を電話･メールで求めることはありません｡
・｢予約代行する｣と市役所職員を名乗った
人が自宅に訪ねてきた
・｢金銭を払えば予約代行する｣
などのワクチン接種の予約代行に関する相
談事例が見られます｡｢金銭の支払｣や｢個人
情報の提供｣を行う際には､十分ご注意くだ
さい｡
困ったときは一人で悩まず､消費生活セン
ター☎982･9697または消費者ホットライ
ン☎188へご相談ください｡

ページはこちら
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

吉川小学校

ラ イ フ

きよみ野1 1

☎984･1888

983･5500

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで) ※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】10月6日 ･20日 ※おもちゃの病院の開催については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

ま｢だまだこれから ｣
むらおか そう た
６年 村岡 颯太

今︑吉川小学校の６年生は２

クラスしかありません︒決して

多い人数ではありませんが︑男

女問わず仲が良いので強いつな

がりがあります︒友達と笑い合

日

イベント

時

詳
細
場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
定員:15人
毎週 (10月22日除く)
午前10時30分〜11時30分 費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

やさしいヨーガ

毎週 (10月7日除く)
午前10時30分〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

午前11時〜正午

場所:生活工房1･2 対象:小学生以上(2年生以下は保護
者同伴) 定員:10人 費用:450円

ウォーキング教室

午前10時30分〜正午
※雨天中止

場所:イベント広場 対象:16歳以上 定員:20人
費用:500円 持物:動きやすい服装･靴､飲み物､タオル
申込:10月2日 から電話または直接､窓口へ

サポセン
女性就業支援｢パソコン教室｣
3回連続講座

10月18日 ・25日 ､
11月1日

午後1時30分〜3時30分

あつまれ！放課後子どもクラブ｢マ
ジック工作会 へびさんちょっきん｣

午前11時〜正午

ピラティス

10月16日

ものづくり教室
｢ビー玉万華鏡｣

の一番の恩返しだと思います︒

コロナウイルスの終息はまだ全

く見えません︒これから先も短

くなったり︑無くなったりする

行事もあるはずです︒ で
｢ きな
い で｣終わらせず︑対策を考えて

で
｢ きる に
｣ 変えていく︒深い絆
がある私たち６年生の出番です︒

問合せ

市立図書館

10月18日

10月24日

きよみ野1 1

イベント

日

983･5500

時

開館時間／午前9時〜午後7時

☎982・5112、 981・5392

イベント

吉川市のワクチン接種と
自宅療養者支援

▼吉川市のワクチン接種もいよ

いよ最終段階︒ここまでスムー

ズに︑そしてスピーディーに接

種が進み︑希望する全ての方々

の予約が終わりを迎えようとし

ています▼吉川市ではまず医療

ライブラリーおはなし会

10月23日 〜10月31日

対象:小学生(小学2年生以下は
申込:電話または直接窓口へ
おはなし会はこちら

休館日】毎週

文学講座 「日本の古典を楽しむ
10月16日
-日本古典の王道 古今和歌集 の
午後2時〜3時30分
謎に迫る」

視聴覚ライブラリー

内容:Wordの文章入力や写真･イラスト挿入などを教わる
対象:パソコン入力できる方 持物:パソコン､筆記用具
場所:ミーティングルーム4 定員:5人
申込:10月4日 から電話または直接､窓口へ
場所:セミナールーム3
保護者同伴) 定員:8人

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)

政策室

従事者の方々から接種を開始し︑

次に年齢を細かく区切りながら

高齢者の方々の接種を進めまし

た︒その後︑基礎疾患をお持ち

の方や介護施設などの職員や妊

婦の皆さんへも優先的に接種を

行い︑また︑障がいを持つ方々

や保育等関係者の方々の早期の

集団的接種へのサポートも行い

ました︒さらに︑他自治体での

大型接種会場や職域での接種が

可能となるよう︑希望する方々

には︑年齢に関係無く接種券を

郵送しました▼高齢者接種の終

歳の接種を

歳︑その次

64 15

了後は︑夏休み中に接種が終わ

から

から

歳というように年齢

詳
細
場所:ミーティングルーム4 定員:20人 対象:中学生以上
かわ ぢ おさむ

申込:電話または直接市立図書館へ(講師:河地 修(東洋大
学名誉教授･同大学院客員教授))

場所:市立図書館カウンター前(23日
開館時間内 ※なくなり次第終了 ティングルーム4でも開催)

木売1-5-3

☎981･8113

【休館日】毎週
日

10月22日

時

午前11時〜11時30分

､24日

はミー

981･8114
詳
細
場所:4階多目的室 対象:未就学児とその保護者
定員:10組 申込:電話または直接､窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

中央三丁目50-4 ☎982･7717

982･7721

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】なし
※12･1月分の施設利用の調整会は書面にて行います｡利用希望者は予約希望票をお受け取りの上､10月19日 までに正面
玄関の受付箱にご投函ください｡10月25日 に日程表を正面玄関に掲示します｡
イベント

ぱれっとカフェ
<市立図書館共催>
ぱれっとシアター
コロナに負けるな！
ぱれっと健康チェック

日

10月16日

時

詳

細

午前10時〜正午

場所:玄関脇駐車場 内容:美味しいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！ ※飲み物は有料です

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:綾小路 きみまろ 爆笑！エキサイトラ
イブビデオ 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

午前9時〜正午

場所:集会室･多目的室 内容:健康チェックと健康体操
対象:市内在住60歳以上 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

10月24日
10月28日

あやのこうじ

木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広

広

告

告

かし︑そうした中でも︑感染者

数は増加︒埼玉県の施設である

草加保健所 管
( 轄は草加市・三郷

市・八潮市・吉川市 は
) 業務が
逼迫しており︑自宅療養者数も

増加していたことから︑９月３

日︑埼玉県へ要望活動を行いま

した▼要望内容は︑①草加保健

所へ吉川市職員を応援派遣した

い②現在吉川市が行っている食

料配達などの自宅療養者支援の

充実のために︑保健所だけが把

握している陽性者情報を吉川市

も共有させて欲しい③自宅療養

者の命を守るため︑また︑怪我

などの他の事案に対応する救急

車を確保しておくため︑酸素ス

テーションを埼玉県東部へ早急

に設置して欲しい︑などであり

︑い ず れ も 埼 玉 県 か ら は 前 向 き

な回答をいただきました▼依然

として楽観できない感染状況︒

今後も︑市民の皆さん︑関係団

体の皆さん

と力を合わ

せて対策を

広報よしかわ2021.10

るようにと

から

進めてゆき

ます︒

7

進め︑次に

は

区分を交差して接種を行い︑ワ

クチン数もしっかりと確保して

いたので︑予約ができないとい

う混乱も生じませんでした▼し

ワクチン接種の様子

60 12

私たちの小学校生活はまだま

だこれからです︒

卒業した後も在校生の皆さん

が真似したくなるような６年生

｢価値ある未来を､共に｣

18

おあしす･市民活動サポートセンター

Yoshikawa elementary school

本のリサイクル市

市長コラム

16

う毎日がこれからも続くと信じ

ていました︒

高学年となり︑在校生を引っ

張っていこうと楽しみにしてい

として︒

みんな おいで 吉川市 ｣
｢
さ とう
６年 佐藤 しずく

未来の吉川市をテーマに描きました｡
なまずが浮き出るようにタイルを一枚
一枚色を分けて丁寧にぬりました｡

た５・６年生︒新型コロナウイ

ルスの対策をしながら学校生活

を送ることになりました︒本当

であればたくさんの友達と触れ

合う場があったはずです︒短時

間で終わってしまった運動会や

林間学校︑無くなってしまった

ふれあいまつり︒いろんな友達

ともっともっと楽しみたかった

ことばかりです︒

今までとがらっと変わった生

活スタイル︒変わったのは私た

ちだけではありません︒先生方

や家族のみんなも大変な思いを

している様子を近くで何度も見

てきました︒

私たち６年生が元気な姿で卒

業する︒これが先生方や家族へ

SCHOOL LIFE

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡
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保健ガイド

構成割合

100

繰越金
5億9,910万6千円(1.9％）
市債
16億8,200万4千円(5.4％）

50

その他
12億8,936万5千円(4.2％）
R1決算額

R2決算額

歳出 総額は ・５億円増

特別定額給付金給付事業の増

繰入金
1億1,538万9千円(0.4％）

令和２年度決算 一般会計

令和２年度の一般会計 (※
１ 決)算
は︑歳入が 億５２４５万５千円︑

309

特別定額給付金給付事業により総

72

歳出が 億４３６１万５千円となり

した︒また︑吉川中学校の校舎建設

令和2年度

務費が約 億３千万円の増となりま

万円となり︑翌年度に繰り越した事

や小中学校の空調整備の完了に伴い

35

ました︒歳入歳出差引残額は９億

業の財源６４６２万８千円を除いた︑

教育費が約 億円の減となりました︒

民生費は 年連続の増

税目

８億４４２１万２千円が実質収支額

２ と)なります︒
(※

市税収入の内訳

12

884

300

42

対前年度比

個人市民税

44億970万6千円

45%

6,763万2千円

法人市民税

3億9,514万2千円

4%

▲5,360万8千円

固定資産税

39億8,977万円

40%

5,865万4千円

軽自動車税

1億3,027万2千円

1%

835万円

たばこ税

4億6,394万6千円

5%

▲63万円

都市計画税 (※３)

4億8,888万3千円

5%

442万4千円

98億7,772万円

100%

8,482万2千円

合計

都市計画税を活用した事業は､以下のとおりです。

都市計画税を活用した事業
国庫支出金
125億6,063万7千円(40.6％） 吉川中央土地区画整理促進事業､吉川美南駅東口
周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出事業
県支出金
越谷吉川線街路整備事業､三郷流山線街路整備事業
17億13万6千円(5.5％）

150

0
億円

歳出で最も多くを占めたのは︑保

200

101

この記事内の表やグラフにおいては︑

分担金及び負担金
1億7,915万3千円(0.6％）

育に係る費用や生活保護などの社会

地方交付税
15億6,550万1千円(5.1％）

数字の単位未満は原則として四捨五入し

250

保障費に関する民生費で︑ 億２２

地方消費税交付金
13億8,344万4千円(4.5％）

ているため︑総数と内訳の計が一致しな

市税
98億7,772万円(31.9％）

33

・７パーセ

歳入309億5,245万5千円

９０万４千円 総
( 額の

※令和3年4月1日現在の人口73,217人で
算出しました｡

年連続の増加とな

12

(前年度比5万7,016円増)

350

いことがあります︒

45

41万337円

献血情報 越谷レイクタウン献血ルーム

受付時間
成分献血 午前9時45分〜午後4時30分
400･200ml献血 午前9時45分〜午後5時30分
問合せ:☎987･3737

歳 入 総 額 は ・６ 億 円 増

10月の当番医(吉川歯科医師会)
● だて歯科クリニック☎983･8148
● 古山歯科☎981･0901
※電話予約の上､来院してください。

10

ント と
) なり︑
りました︒

無料口腔衛生相談(要予約)

市税は 年連続の増

埼玉県救急電話相談

人口増に伴う納税義務者の増加や︑

家屋の新築などによる固定資産税の増

加などにより︑市税が約８千万円増加

し︑ 年連続の増となりました︒

国庫支出金が増︑市債は減

広報よしかわ2021.10

特別定額給付金給付事業や新型コ

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119､☎048･824･4199

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)については､市ホームページをご確認ください｡

21

●1人当たりの市税
13万4,910円
(前年度比787円増)
●1人当たりに使われたお金
※一般会計のみ

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

日時: 祝 午前9時〜午後5時
場所:吉川中央総合病院☎982･8311
※電話確認の上､受診してください｡

小児時間外診療(当番医輪番制)

市民1人当たりでみると

300

児童相談所全国共通ダイヤル☎189
｢虐待かも｣と思ったら189(いちはやく)へ。24時間
365日つながります。

日時:平日午後7時から9時30分まで受け付け
※当番医は､広報よしかわ9月号と一緒に配布した｢小児
時間外診療体制についてのお知らせ｣か市ホームページを
確認､または市役所､消防署へお問い合わせく
ださい｡当番表は右記QRコードからご覧いた
だけます｡
問合せ:市役所☎982･5111､吉川消防署☎982･3931､
982･3917 救急の場合☎119

ロナウイルス感染症の感染拡大防止対

県と埼玉県赤十字血液センターでは､｢初回献血+ラ
ブラッド登録キャンペーン｣を実施しています｡初め
て献血を申し込む方で､複数回献血クラブ｢ラブラッ
ド｣に登録いただくと､埼玉県限定の記念品がもらえ
ます｡今まで献血をしたことがない…という皆さん､
この秋は献血に協力してみませんか｡
対象:初めて献血にご協力いただき､かつ複数回献血ク
ラブ｢ラブラッド｣に会員登録いただいた方
日時:11月30日 まで
※プレゼントが無くなり次第終了
場所:県内献血会場
問合せ:県薬務課献血担当☎048･830･3635

乳幼児健康相談
日時:11月15日 午前10時〜10時40分､20分間隔で
予約を受け付けています｡

休日当番医診療(急患のみ)

億

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

77

10

初回献血＋ラブラッド登録キャンペーン

※11月4日 から7日 に実施を予定していた集団歯周病検診は中止となりました｡
受診を希望されていた皆さまには申し訳ございませんが､ご理解いただきますようお願い申し上げます｡

保健センターからのお知らせ

策などにより︑国 庫 支 出 金が約

問合せ:草加保健所☎999･5515
県薬務課☎048･830･3633

31

２千万円増加しました︒一方で︑吉川

麻薬･覚醒剤･大麻･危険ドラッグなどの薬物乱用は､
健康を害する大変危険なもので､自分の人生だけでな
く､家族など周りの人たちの人生までも狂わせてしま
います｡特に大麻は､｢体に害がない｣などの誤った情
報で若者を中心に乱用が増加しています｡薬物の誘い
には､はっきりと断りましょう｡薬物乱用は1回でも｢ダ
メ｡ゼッタイ｡｣正しい知識を身につけ､薬物乱用を根
絶しましょう｡薬物でお困りの人は､ご相談ください｡

中学校建設︑小中学校の空調整備お

市内実施医療機関:相羽医院､磯久クリニック､うちだ
耳鼻咽喉科､大久保クリニック､金田整形外科､駒ク
リニック吉川､埼葛クリニック､さくら医院､仁クリ
ニック､そめや整形外科､たじま眼科･形成外科､土屋
医院､中村病院､ネオポリスハヤシ医院､はすみクリ
ニック､三宅クリニック､むさし野ファミリークリニ
ック､メディカルコミュニティマイ､山口クリニック､
吉川中央総合病院､吉川内科医院､吉川脳神経外科

麻薬･覚醒剤･大麻乱用防止運動を実施します

よび第二保育所再整備の完了に伴い市

対象者に個別に通知します｡予防接種を希望する方は､
実施期間内に予防接種を受けてください｡
対象:市内に住所があり､下記のいずれかに該当する方
①65歳以上(昭和32年2月1日以前生まれ)の方
②60歳以上65歳未満(昭和32年2月2日から昭和37年
2月1日生まれ)の方で､心臓･腎臓･呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重度の障がい
があり､身体障害者手帳1級を持っている方
個人負担金:1,000円
※生活保護､中国残留邦人等支援制度受給者は市が負担
します｡
実施期間:10月20日 〜令和4年1月31日
※インフルエンザウイルス流行の前に早めの接種をお
勧めします｡
※市外医療機関での接種については､別途手続きが必要
な場合があります｡接種を希望される場合は､受ける前
に健康増進課(保健センター)へお問い合わせください｡

981･3881

債が約 億４千万円減少しました︒

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

充当額
5,155万6千円
1,827万8千円

下水道事業会計負担金､下水道事業会計出資金

3億186万2千円

都市計画事業に係る地方債負担金

1億1,718万7千円

用語解説
※1 一般会計 教育や福祉､道路整備などの行政の基本的な会計｡一般会
計の他､特定の事業のための特別会計がある｡
※2 実質収支額 年間歳入歳出差引残額から翌年度の事業の財源を差し
引いた額｡実質的な黒字･赤字を示す額｡
※3 都市計画税 道路､下水道､公園整備などのような､都市計画事業に必
要となる費用に充てるための目的税｡
広報よしかわ2021.10
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各種相談

令和2年度決算

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

掲載期間:10月1日〜11月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

こんなことに取り組みました！主な事業を紹介します

相談種類

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

10月14日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

10月19日 午後1時30分〜4時

務

納税(休日)

10月17日 午前8時30分〜午後5時

女性総合

その他の主な新規･拡充事業
■男女共同参画市民意識調査■市役所での障がい者雇用■保育所入所選考システ
ム導入■美南地区歩道照明設置工事■美南地区ゾーン30路面標示工事■上第二大
場川改修工事■洪水ハザード標識設置■市民農園施設改修■吉川駅北口駅前交通
広場測量■市道3-104号線無名橋91架替設計■小中学校ICT機器購入■公共施設
長寿命化計画策定業務委託

決算書･成果表
が閲覧できます
令和2年度決算書･成果
表は市役所､市内各図書館､
市ホームページで閲覧で
きます｡

120

18

100
億円 平成30年度 令和元年度 令和2年度

9
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議会費
2億119万8千円(0.7％)

300

総務費
93億4,942万円(31.1％)
民生費
101億2,290万4千円(33.7％)

250

衛生費
15億5,615万9千円(5.2％)
農林水産業費
2億3,657万5千円(0.8％)
商工費
2億1,994万8千円(0.7％)

150

土木費
21億8,412万4千円(7.3％)
100

消防費
12億2,962万円(4.1％)
教育費
27億4,412万6千円(9.1％)

50

公債費
19億7,269万7千円(6.6％)
0
億円

R1決算額

R2決算額

諸支出金
2億2,684万4千円(0.7％)

毎週 午前9時〜午後4時(午後0時15分から1時除く) 国保年金課☎982･5117
10月5日 ･19日 ･26日 ､11月2日
午前9時30分〜11時30分

児童館

10月15日 午前9時30分〜11時30分
子どもと家庭 10月15日 午後1時30分〜3時30分

美南小

育

児
育

学校生活
(さわやか相談)
こころ

350

基金残高

0
億円 平成30年度 令和元年度 令和2年度

基金は︑家計に例えると貯金です︒

11億8,597万2千円

基金には︑災害時や財源が不足する

5

12億6,304万1千円

場合に備えて貯めておく財政調整基

【財政調整基金】
12億7,609万5千円

金や︑公共施設の整備や用地取得な

10

ど特定の目的のために貯めておく公

【その他の基金】
5億9,570万8千円
4億8,498万6千円
15
4億1,455万5千円
【庁舎建設基金】
0千円
7,664万6千円
0千円

歳出300億4,361万5千円

200

共施設整備基金などがあります︒

20

基金残高の推移

市債残高

140

市債は︑家計に例えると借金です︒

208億
3,957万
9千円

236億
308万
5千円

越谷吉川線整備などの事業のために

160

237億
9,852万
7千円

億８２００万４千円借り入れした

180

一方︑過去に借り入れた市債を 億

200

７７４４万６千円返済したことによ

220

り︑市債残高は減となりました︒

240

16

収納課☎982･5113
おあしす

教

市債残高 ( 年度末 ) の推移

庶務課☎982･9458

10月11日 ･25日 午後1時〜4時

ひとり親家庭

障がい
高齢者

問合せ

10月4日 ､11月1日 午後1時30分〜4時(要予約)
10月8日 ･25日 午後5時〜8時

金

所

10月7日 ､11月4日 午後1時30分〜3時30分

納税(夜間)
年
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策と
して､公共施設の感染防止対策や市
内事業者の支援を実施しました｡

場

律

税

越谷吉川線整備事業
市内企業や市民の方々の寄付金を
活用し､埼玉県･越谷市と連携して美
装化を実施しました｡

時

法

困りごと

吉川美南駅東口周辺地域整備
平成29年度より事業を開始し､盛
土造成や調整池整備などを実施しま
した｡

日

市民参加推進課☎982･9685

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

吉川小

10月22日 午前9時30分〜11時30分

旭小

10月22日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

10月20日 午前9時30分〜11時30分
毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

児童館
子育て支援課
第一保育所☎･

毎週 〜 午前9時〜午後4時

982･0259

第二保育所☎982･5300､

982･5647

子育て支援センター☎984･6377､

毎週 〜 午前9時〜午後5時

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

984･6378

981･3863

東中☎982･0055､

982･0258

南中☎981･8749､

982･1469

中央中☎983･2668､

982･0236

吉川中☎940･5887､

984･7340

障がい者相談支援センターすずらん

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応

☎981･8510､

999･6854

第1包括☎984･4766､
毎週 〜 午前8時30分〜午後5時(予約優先)
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる 第2包括☎981･5811､
第3包括☎981･7158､

981･8719
981･1144
984･6366

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
毎週 〜 午前9時〜午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう ☎982･5968

DV
消費生活

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

就職活動

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

商工課☎982･9697

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

こころとくらしの
安心相談

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

消費者ホットライン☎188
メール相談は右記QRコードから

称

新型コロナウイルスに関して 県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
労働問題(解雇･雇止めなど)
心の健康について
さまざまな悩みの相談

特別労働相談窓口

埼玉新卒応援ハローワーク

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808
☎048･600･6262

☎048･650･2234､ 048･650･1144

働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」 ☎0120･565･455

よりそいホットライン

☎0120･279･338､ 0120･773･776

SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど) 厚生労働省ホームページに記載

広報よしかわ2021.10
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月９日

か

)

障がいのある方からお話を
伺ったり︑ＤＶＤを視聴し︑

月

日

午前
日

時

障がいの特性や︑手助けが必
①
月

①松伏町役場

②吉川

午前

要な場面などを学びます︒
日時
分〜正午②

時 分〜正午

場所
市役所

対象 市内在住・在勤の方
定員 ① 人② 人
申込・問合せ

・５

直接または電

話で障がい福祉課へ☎
２３８︑ 共通

市民活動推進講座
コロナ禍だからこそ幸福感アップ

コロナ禍で市民活動や地域活
動 がし づらい今 ︑ 他の団 体 が
どのように工夫して活動してい
るのか 話 し 合 い ︑ 今 後 の 活 動
月９日

午前

時〜

をみんなで考えてみませんか︒
日時

時 分

吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業

ら直接︑電話または左記申込
・

フォームで市民参
加推進課へ☎

９６８５︑ 共通

子育てリフレッシュ講座 要(予約 )

お子さんと離れて保護者自身
①

月

日

②

日

がリフレッシュする講座です︒
日時

①[②共通 午]前 時〜 時 分

電話または直

要
※予約 )

市内在住の乳幼児の保

①(②とも同内容 )
場所 おあしすフィットネス
ルーム
対象

人程度

護者 託(児あり
定員

申込・問合せ

ペー

・６３７８

接︑ 子育て支援センターへ☎
・６３７７︑

お詫びと訂正
広報よしかわ９月号

ジ ラ｢イフ・チャレンジ・ザ・

ウォーク in
吉川 の
｣ 記事につ
いて︑申込期限に誤りがあり
ました︒
月 日

お詫びして訂正いたします︒
正

月 日

普及率 83.2パーセント

給水人口 73,206人
水洗化率 96.5パーセント

1日平均給水量 276リットル
(1人当たり)

広

広

水道事業

令和２年度決算 特別会計

・１８

講

後期高齢者医療

市には一般会計の他に七つの特別

か

ゆ み

か

誤

給水世帯数 30,664世帯

下水道事業

会計があります︒
特別会計は︑特定の事業をより円
滑に進めるために︑一般会計から分
離して収支・経理を行う会計です︒

特別会計の種類
特別会計には︑皆さんの健康保持
に欠かせない国民健康保険︑介護保
険および後期高齢者医療の他︑快適
に暮らすことができるまちづくりを
進めるための下水道事業や農業集落
排水事業︑吉川美南駅東口周辺地区
の開発を行うための吉川美南駅東口
周辺地区土地区画整理事業がありま

の機会です︒

日

ま

場所 市役所 ・
なかじま

1人当たり給付費 30万1,741円

講師 中島 眞由美氏 Ｎ(ＰＯ法
人よしかわ子育てネットワーク )

月８日

定員 先着 人 オ(ンラインで

の参加も可 )
申込・問合せ

1人当たり給付額 138万8,998円

計画人口 約4,500人

事業面積 約59.1ヘクタール

被保険者数 7,865人(年度末現在)
※市が保険料を徴収し､広域連合
へ納付｡自己負担を除く医療費は
広域連合から支払われる｡

す︒また︑日々の生活には欠かすこ

世代や経験を問わず︑誰で

第６回グラウンド・ゴルフ大会

とのできない水道事業があります︒

ノルディックウォーキング
体験教室
も腕を競うことのできる絶好

地面を突いて歩くノルディックウ
日時

午前９時〜

ォーキングは︑通常のウォーキン

日

グに比べ︑よりたくさんの運動

正午 小(雨決行︶
場所 吉川運動公園

人 申(し込み多数時は
定員
抽選
)
動きやすい服装︑飲み
持物

対象 小学生以上の市内在住・

月

効果があります︒今回は︑初心
在勤・在学者

月 日 午後２時〜４時

申込・問合せ

物︑タオル
ク
※ラブをお持ち
の方は持参ください︒

対象

までに左記申込フォ

ら

ーム︑ファクスまたは直接︑

動きやすい服装︑屋外

持物

０︑

へ☎ ・６８０

用運動靴︑室内用運動靴︑飲
み物︑タオル︑カッパ
専
※用
ポールをお持ちの方は持参く

月

までに左 記 申 込

るときに ち｢ょっとした手助け ｣
をするあいサポーターに︑あ

障 が い の あ る 方 が 困 っ てい

あいサポーター研修

ださい︒ 貸
(し出しもできます ) ６７
定員
人 申(し込み多数時は

月８日

抽選 )
申込・問合せ
ら

フォーム︑
ファクスまたは直接︑
スポーツ推進課 総(合体育館 へ)
☎ ・６８００︑
・１８６７

座

スポーツ推進課 総
( 合体育館

日

で 歳以上の方

市内在住・在勤・在学

場所 総合体育館およびその周辺

日時

ぜひお気軽にご参加ください︒

くなった 姿
｣｢勢が良くなった な｣
どの声も多数あがっています︒

者向けの教室となります︒ 膝｢が
痛かったけど歩くことが苦じゃな

両手に持ったポールで交互に

―
47億8,921万7千円
―
21億6,178万4千円
108億7,187万4千円

なたもなってみませんか？

1日平均処理水量 106立方メートル
30

13億6,459万3千円
9億1,505万4千円
14億8,474万3千円
7億2,457万2千円
171億8,790万9千円

告

告

10
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

19

事業期間 平成29〜令和8年度

保険給付額 33億4,332万円

30

供用開始面積 659ヘクタール

要介護等認定者数 2,407人
処理人口 393人

11

10

介護保険

14

10

供用開始総延長 5,991.2メートル

保険給付費 44億7,783万7千円

各特別会計の事業内容

被保険者数 14,840人(年度平均)
982

10

984

14億9,751万2千円
6億5,757万3千円
16億1,289万円
1億3,881万9千円
169億4,675万8千円

30

982

37億6,700万円

304

令和2年度末市債残高
歳出
歳入
会計名

28

国民健康保険
26
301

11 22
20

203

10 16

14億9,912万7千円

10 30

特別会計の決算額･市債現在高
11

64

983

11

15億118万5千円

11

31

982

農業集落排水事業
30 30

―
1億5,387万3千円
―
―

30

19

※水道事業および下水道事業 資本的収支の差額は､減価償却費などの内部留保金などを充てました｡

202

10

22

10

10 9

65億7,249万4千円
2,992万円
38億7,243万4千円
7億2,497万2千円

10

11
20

15

15

10

984

68億726万8千円
3,194万7千円
39億6,202万円
7億3,754万4千円
国民健康保険
農業集落排水事業
介護保険
後期高齢者医療
吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業
収益的
下水道事業※
資本的
収益的
水道事業※
資本的
合計

11

18

11

982

983

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

ご近所♪スポーツ教室開催中
お気軽に︑お近くの会場へ！
笑いヨガ︑自彊術︑太極拳︑
キックボクシングエクササイ
ズ︑ピラティス︑ノルディッ

なまりんオレンジカフェ
みんなで楽しくお話ししませ
ん か︒ ※
天候などによって中
止になる場合があります︒

介護と向き合う
人のためのサロン
介護に関する悩みを共有し

①

月

日

午

たり︑話をしながら気分転換
しましょう︒
日時・場所
月

日

午前

時〜

時 分・社会福祉協議会

館②

後２時〜３時・平沼地区公民

13

自然観察会 秋(編
)

これまでの自然観察会 秋(編 )
では︑カワセミやエンマコオ
ロギなどが見られました︒秋

介護をしている方︑こ

れから介護の予定のある方

基準なし

市内在住・在勤・在学者

月４日

から

・９６９８︑ 共通

日

または左記申込
wa.saitama.jp
フォームで環境課へ☎

kankyou2@city.yoshika-

までに直接︑電話︑ファクス︑

申込

未就学児などは保護者同伴 )
(
定員
人

対象

場所 ウェットランド

分 ２(時間程度 )
集合場所 市役所正面玄関

日時

しょう︒

のウェットランドを散策しな

350.0%

午前９時

申込 各地域包括支援センター

24.7%

日

がら生き物を探しに出掛けま

・６３６６②第１包括☎ ・

４７６６︑
・８７１９
※
事前に体温測定し︑発熱や体
調不良のある方は︑参加をご

将来負担比率

遠慮ください︒

35.0%

月

へ①第３包括☎ ・７１５８ ︑

対象

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒

11

クウォーキング︑リフレッシ

認知症の方や家族︑関

22

ュリズム体操教室を︑市内各
地で開催中︒
全て初心者対象の１回完結
型で︑どの教室にも何回でも
参加できます︒
ココロもカラダもリフレッ

対象
心のある方

10

981

シュできますよ︒
月まで
期間
日
※時︑場所
は教室により異なりますので︑
市内在住・在勤・在学

募集チラシをご覧ください︒
対象
で 歳以上の方
お
※子さんと
一緒でも参加可︒託児なし︒
各地域包括支援センタ

申込

運動ができる服装︑室

持物
・７

・８

・６３６６②第１

ーへ①③④第３包括☎
１５８︑

内用運動靴︑屋外用運動靴 ノ(
ルディックウォーキング参加
包括☎ ・４７６６︑
７１９
事
※前に体温測定し︑
発熱や体調不良のある方は︑

者のみ ︑)飲み物︑タオル
吉川市 ご近所スポーツ 検索
申込・問合せ
参加をご遠慮ください︒

25.0%

随時︑左記申

込フォーム︑ファクスまたは

7.5%

直接︑スポーツ推進課 総(合体

実質公債費比率

育館 へ)☎ ・６８０

なまりんオレンジカフ
ェは毎月さまざまな場
所で開催しています︒

30.00%

・１８６７

17.91%

０︑

−
（※）

市財政の健全度

10

30

連結実質赤字比率

各指標とも国の基準以下
次の四つの指標は 地
｢ 方公共団体

の財政の健全化に関する法律 に
｣よ
り公表が義務付けられている財政の
健全度を示す指標で 健
｢ 全化判断比
率 と｣呼ばれています︒
●実質赤字比率
１ )
(※
●連結実質赤字比率
２ )
(※
３ )
(※
●実質公債費比率
●将来負担比率
４ )
(※
いずれかの指標が 早｢期健全化基準 ｣

＝
( 黄色信号 以
) 上になると 財
｢ 政健
全化計画 を｣策定し︑ 自主的な改善努
力による財政健全化が必要となります︒

また 財｢政再生基準 ＝
｣(赤信号 以)
上の指標がある場合は︑
いわゆる 財｢政
破綻 と｣見なされ︑ 財｢政再生計画 を｣
策定し︑国などの関与による財政再
建に取り組むことになります︒
令和２年度決算から算出した健全
化判断比率および公営企業の経営健
全度を示す資金不足比率は︑いずれ
も基準以下の水準を保っています︒
から ページの問い合わせ 財政課

・５３９２

告

告

広

広

費に準ずるものに係る､市の財政規模に対する比率

※4 将来負担比率
市や市が属する消防組合の借金をはじめとする契約
に基づく債務など､市が将来負担すべき額に係る市の
財政規模に対する比率
※2 連結実質赤字比率
一般会計や水道･下水道会計などのすべての会計の
赤字や黒字を合算した市全体としての実質的な赤字の
大きさを示す比率

※3 実質公債費比率
市が年度を越えて借り入れた借金(市債)の元金と利
息の支払いの合計と､消防組合など市が属する一部事
務組合などの借金の支払いに対する市負担分など公債
※1 実質赤字比率
市が自由に使途を決められる税などを主な財源とし､
福祉･教育･まちづくりなど市の中心的な行政サービス
を行う一般会計の実質的な赤字の大きさを示す比率

平沼地区公民館

20.00%

30

用語解説

11月10日
午後2時〜3時

12.91%

15

20.00%

④

−
（※）

16

水道事業会計､下水道事業特別会計、農
業集落排水事業特別会計､吉川美南駅東
口周辺地区土地区画整理事業特別会計
の 4 会計
資金不足額が発生
し て い な い た め、
表示される数値は
ありません

ウエルカフェ
(美南3-12)
実質赤字比率

10

水道事業や下水道事業など
の 公 営 企 業 の 経 営 状 況を、
料金収入に対する資金不足
（赤字)の規模で示した比率

10月20日
午後2時〜3時
財政再生基準

10 30

備考
令和2年度結果

財政健全化法
経営健全化基準
内容

③
早期健全化基準

18
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

11

982
資金不足比率

社会福祉協議会
財政健全化法

984

早期健全化基準
吉川市
(R2)(R1は42.9％)
早期健全化基準 財政再生基準
吉川市
(R2)(R1は7.0％)

10月14日
午後1時30分〜3時
令和2年度決算に
基づく比率

400(％)
300
200
100
0
40(％)
30
20
10

②

984

10
0

平沼地区公民館

984

981

350.0％
24.7％

10月13日
午後2時〜3時

指標名

35.0％
25.0％
7.5％

①

健全化判断比率

982

☎ ・５９６７︑

981

将来負担比率
実質公債費比率

場所

981

12

983
11

984

※｢―｣の意味 会計が黒字であり､算定基礎となる赤字は発生していないことを表します｡

日時

981

18

8

982

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
令和2年度決算
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

パブリックコメントを実施します

11

皆さんのご意見をお聞かせください
パブリックコメントとは､市の施策や制度を定める計画や条例を決める際に､
広く市民の皆さんに公表し､寄せられたご意見などを案に取り入れられるかどう
か検討し､市の考え方とその検討結果を公表するものです｡

｣

1

月

全国瞬時警報システム
Ｊ(アラート 緊)急地震速報訓練

放送日時

10 11

月１日は
彩｢の国教育の日

県では︑教育に関する理解

国 から緊 急 情 報 を 伝 達

５日 午前 時

ごろ

内容

する 全｢国瞬時警報システム Ｊ(

アラート を
)｣ 活 用 し た 緊 急 地
震速報訓練です︒当日は︑市

の防災行政無線から放送が流

屋外市民プールについて

今年で40年目を迎えた屋外市民プールは､長
年にわたり市民から親しまれてきた一方で､施設
の老朽化が顕著で古さの際立つ施設でもありま
す｡これまで安全･安心に利用していただくため
に､必要な修繕やメンテナンスなどの適正管理に
努め､安全性の確保や機能の維持を図ってきまし
たが､令和2年度の屋外市民プールの開場に当た
っては､主要な機械設備などの修繕が不可欠とな
り､多額の経費を要する見込みとなりました｡また､突発的な故障などの発生リスクも高まっており､なお一
層の修繕経費が見込まれます｡このようなことから屋外市民プールは休場とし､当施設の現状や課題を踏ま

子どもにかかるお金と
仕事のはなし 個別相談会

子どもの成

長には い｢つ ｣

ど｢のくらい ｣
のお金がかかるの？子育てを

しながら働くには何をすれば

いいの？離婚をしたら︑どの

くらいのお金が必要なの？な

ど普段聞けない疑問に︑県の

母子・父子自立支援員と就業

支援専門員がお答えします︒

①午前９時

時〜

え検討を行った結果､今後の運営維持が困難であると市の方向性をまとめました｡
検討内容について､市ホームページまたは下記閲覧場所で閲覧できますので､屋外市民プールの今後につ
いて､皆さんのご意見をお寄せください｡
閲覧場所:市役所1階市政情報コーナー､中央公民館､おあしす､駅前市民サービスセンター､旭地区センター､
平沼地区公民館､東部地区公民館､総合体育館
募集期間:10月25日 まで
対象:市内在住･在勤･在学の方
提出方法:各閲覧場所に設置の用紙または任意の用紙に､意見､住所､氏名を記入し､備え付けの意見提出箱､郵
送､ファクス､ sports-suishin2@city.yoshikawa.saitama.jpまたは直接､スポーツ推進課へ

吉｢川ねぎ夫が伝える感染症対策 ｣

問合せ:スポーツ推進課(総合体育館)☎982･6800､ 983･1867

動画を作成しました

市では︑

新型コロ

ナウイル

スの収束

のため︑

ワ ク チン

接種を全

力で進 め

ています︒

感染拡

大を防ぎ︑この危機的状況を

回避するためには︑一人ひと

りの基本的な感染防止対策が

重要です︒手洗いやマスクの

2

政策室

しています︒

982

問合せ

☎ ・５１１２︑

共通

より︑

常陽銀行での口座振替および
納付書取扱取りやめについて

令和４年４月１日

常陽銀行では口座振替および納

付書での市税・保険料・上下水

道料金などの支払いができなく

イ ベン ト

第 回 理科教室

月９日

分〜

月

なります︒ご注意ください︒

日時

午前９時

時 次
( 回は

132

れます︒

・９

日

分②午前

着用︑人との間隔はできるだ

け ２ メ ー ト ル 空 け る ︑ ま めな

換気を行うなどの対策を市の任

期付職員 吉
｢ 川ねぎ 夫 が
｣ シュ
ールにお伝えします︒

日
)
場所 おあしすセミナールーム３

内容 電気電磁気コンテスト

10

危機管理課☎

月

時

託児希望の方は申し込みの
※
際にご相談ください︒

分〜

分〜２時

30

13 11

日時

正午③午後１時

30 18

30

問合せ

月８日

分④午後３時〜４時

10 11

11

30

４７１︑ 共通

県東地域障害者就職面接会

日時

午 後１時 〜３時

離婚を考えている方︑

場所 子育て支援課

対象

ひとり親の方

動画は市役所内の待ち合い

スペースなどに設置されてい

11

30

982

11

月

｣
分 事(前予約制 )
場所 越谷市中央市民会館４

こし が や

階 越(谷市越ヶ谷４ー１ー１ )
内容 ハローワーク越谷 ・春

定員 ４人 各回１人ずつ )
(
月 日 ま
申込・問合せ

12

対象 小学生

人程度

円

広報よしかわ2021.10

11

30

11

るモニターで放映している他︑

定員

費用

・

suzuki@p-suzu-

吉川さいえんすクラ

100 13

日 部 ・ 草 加 のエリア 内 の 企 業

・９５２９︑

市公式 YouTube
チャンネルで
配信しており︑下記ＱＲコー

問合せ

すず き

ブ鈴木☎ ・１８８１︑

０３１７︑

ki.co.jp

17

992

ドからも視聴できます︒

この他にも︑市の取り組みや

見どころ︑イベント情報など︑

さまざまな内容を動画で紹介

992

でに直接または電話で子育て

支援課へ☎

共通

982

の 障 がい 者 雇 用 に 関 す る 合 同

面接会

対象 障がいをお持ちの方

前日 までに直

969

申込・問合せ

接︑ハローワーク越谷へ 求
(人・
専門援 助担当 ☎) ・８６０９︑

・８６１５

969

11

を深めていただくため︑

１日を 彩
｢ の国教育の日 ︑
｣
月１日から７日までを 彩｢の国

教育週間 と｣しています︒
例 年 ︑ 県や市 町 村 ︑ 学 校 ︑

社会教育施設︑各種団体など

で ︑ 学 校 公 開や親 子 向け体 験

教 室などの事 業 を 多 数 実 施し

ていますが ︑ 今 年 度は︑
コロナ

ウイルスの感染拡大の影響を受

け︑多くの事業が自粛されてい

ま す ︒こ の よ

家
｣｢

うな状況だか

｣本
｢

らこそ︑身近

な人と 自
｢然

人
｢

族 ｣地
｢域 の
｣
大切さや思い

出について語

り 合 っ て ︑元

気で 明 るい 気

持 ちにな る 教

育 週 間 にし ま

830

しょう︒

・ ・

048

県生涯学習推進課☎

・ ・６９７２︑

830

問合せ

４９６４

048

吉川市パートナーシップ
宣誓制度の考え方

3

第４次吉川市男女共同参画
基本計画(素案)

市では､互いを認め合い人権を尊重する社会づ

市における男女共同参画に関する施策を総合

くりのため､多様性を認め合う社会の実現を目指

的かつ計画的に推進するため､令和4年4月から

して､性的少数者のパートナーシップ宣誓制度の

10年間を計画期間とする第4次計画を策定しま

創設を進めています｡

す｡

②③共通
閲覧方法:原案や説明資料は市ホームページまたは次の場所で閲覧できます｡
閲覧場所:市役所庶務課窓口(②のみ)､市役所市民参加推進課窓口(③のみ)､市役所1階市政情報コーナー､中央
公民館､おあしす､駅前市民サービスセンター､旭地区センター､平沼地区公民館､東部地区公民館､総合体育館
募集期間:11月1日 まで
対象:市内在住･在勤･在学の方
提出方法:各閲覧場所に設置の用紙または任意の用紙に､意見､住所､氏名を記入し､備え付けの意見提出箱へ｡
または直接､郵送､ファクス､メールで次の宛先へ｡
②庶務課

syomu2@city.yoshikawa.saitama.jp､☎982･9458､ 981･5392

③市民参加推進課

shiminsanka2@city.yoshikawa.saitama.jp､☎982･9685､ 981･5392
広報よしかわ2021.10
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退職金制度の案内

申請期限

月 日
必(着 )

事前の予告なく受け付けを
※
終了する場合があります︒
も埼玉

今年
の 困
｢ りごと相談 を
｣ 開設して
います︒

市では毎月１回︑行政書士

特｢設行政相談所 を｣
月 日 に開設します

事業所を有する中小事業者等
県民手
遺言書の作成や成年後見︑

相続・契約・成年後見などの
相談は行政書士へ！

②令和３年１月から直近の１
帳を販
契約書類の作成など︑身近な

間違っているのではないか な｣ど
の相 談 や 要 望 が あ る 場 合 は ︑

２０２２年版
県民手帳の販売

②建退共
カ月までの間に前年または前
売しま
問題にアドバイスします︒

中小企業で働く従

①中退共

く労働者のための退職金制度
々年同月比で５パーセント以
す︒

・６９０７・１

埼玉県
困りごと相談 無料 )
(
午後１時

利 用いた だ くた め ︑ 特 設 行 政
相談所を開設します︒ 行｢政機
関の説明が十分でない 処
｣｢理が

日

午後１時

行政相談をご利用ください︒
月

分〜４時 予(約不要 ) 午
※後３
時 分まで受け付け︒

の偉人
分〜３時 分 先(着順 )
場所 市役所会議室

日時

苦情︑福祉︑国民健康保険︑

月

・９４５

遺 言 書の作 成 や 相 続 ︑
庶務課☎

８︑ 共通

・９４５

国︑県︑市への要望や

けは庶務課︒
内容

庶務課☎

８︑ 共通

問合せ

受
※け付

言 を｣掲載︒
その他にも︑埼玉県の観光
内容
税金︑年金︑道路など

〜

場所 市役所会議室

情報をはじめ︑統計データや
成年後見︑許認可の手続きなど

｢ の訓

テレホンガイド︑路線図など
日

問合せ

月

日

・０

県行政書士会吉川支
・２１０２︑

●高橋

淳一氏☎ ・５５２３

雅之氏☎ ・７２８８

０・ ・ ︑

価局の 行｢政苦情 番 で｣も相談
を受け付けています︒ ☎０５７

総
※務省関東管区行政評

嘱し︑市町村に配置されていま

行政相談委員は︑行政相談

さか いじゅんいち

●酒井

たかはし まさゆき

吉川市行政相談委員

特設 行
｢ 政書士相談会
県行政書士会吉
｣

販売場所
川支部の行政書士

庶務課︑県内一部

書店︑コンビニエンスストアなど

じます︒

委員法に基づき︑総務大臣が委

月

が無料で相談に応

手帳規格 縦 センチ ×
横９
センチ︑表紙色は黒またはグ
日時

問合せ

午後１時〜

レイッシュブルー︑月間予定

問合せ

価格

円 税(込み )
庶務課☎ ・９４７

表は升目式
す︒

日

販売期間

生活に便利な情報が満載です︒

毎月第１

行政相談制度を多くの方にご

問合せ ① 独
( 勤
) 労者退職金
共済機構中小企業退職金共済
上減少している月があること
日時

建設業の現場で働

事業本部☎
月は特設 行｢政書士相談会 ｣
も実施しますので︑ぜひご利

・９６９

補助額 上限 万円 補(助率４

分の３
)
商工課☎
問合せ

７︑ 共通

月８日 から 月 日
は不法投棄等防止強化期間
県では︑不法
投棄などを防止
するための取り
組みを市町村と
連携し集中的に

週間
ダイア
用ください︒

日

経営状況の改善を

目指し実施する販路拡大や設
リーに

令和４年３月

・１

メロディ放送時間変更
防(災行政無線 )
放送期間
まで
危機管理課☎

時間 午後４時 分
問合せ
０７２︑ 共通

︻新たな事業者支援︼
事業発展支援補助金
実施します︒

30

・ ・２３３６

埼玉県地球温暖化防止
活動推進員
県では地域における地球温
暖化防止普及活動の担い手で
ある 埼｢玉県地球温暖化防止活

動推進員 と｣して活動いただけ
る方を募集します︒
令和４年４月から２年間

任期

までに県 ホ

ラジオ番組で

日

申込

・３０３３

問合せ 県温暖化対策課☎ ・

確認し︑ご応募ください︒

月

情報発信していただくボラン

ームページなどから募集要領を
また︑放送してほしい内容
のリクエストなどを随時募集
①会議への参加 毎(

しています︒
活動内容

月第１ ②)市内各地での取材・
体験③放送内容の検討︑放送原

稿の作成④番組収録 原(則市役
所で実施 )
対象 市内在住の 歳以上の方

申込・問合せ 所定の様式 政(
策室︑市ホームページで入手可 )
を直接︑郵送︑ファクスまたは

seisaku2@city.yoshikawa.-

県内在住の両眼の矯正

月

日

３月卒業見込みの方など

月 日

願書提出期間
月５日
選考日

〜

高等学校卒業または令和４年

視力が概ね０・３未満の方で︑

対象

国家試験受験資格が得られます︒

あん摩・マッサージ師などの

県立塙保己一学園 盲(学校 )
高等部専攻科入学希望者

048
県立特別支援

18
１︑

・

・ ・１０１５

等部専攻科☎

学校塙保己一学園 盲学校 高
(
)
・２１２

申込・問合せ

10

231

問合せ
部☎
００５

983 983

110

600

ティアスタッフを募集します︒

ルツ で
) 放送
している市の

フエム Ｆ
(Ｍ
・８ メ ガ ヘ

こしがやエ

市のラジオ番組 金｢のなまず
ボランティアスタッフ

945

で政策室広聴広報
saitama.jp
担当へ☎ ・５１１２︑ 共通

一｢押し情 報 は
｣市
公式 YouTube
チ
ャンネルで聞き直
しができます︒

30

26

049

16

市 内 事 業 者を対 象 に ︑ 経 営

20

048

16

対象経費

２３４② 独
( 勤
) 労者退職金共
済機構建設業退職金共済埼玉
備投資等に係る経費

20

10

110

239

982

不法投棄を発見したらすぐ

30

４時 予(約不要 )
場所 おあしすセミナールーム１

｣

982

30

10

983

状 況の改 善 を 目 指 す 取 り 組 み

30

10

86

に通報してください︒

982

50

12
務先)を明記したもの 募集人数:1人 報酬:日額6,600円

共通
氏名､年齢､電話番号､市内在住･在勤･在学の別(在勤の場合勤

ama.jpで商工課へ☎982･9697､

に係る経費の一部を補助します︒

14
982

市の商工業の振興につい

産業廃棄物不法投棄

10
14

syoukou2@city.yoshikawa.sait
提出物:市の商工業に関すること(400字以内･様式自由)に住所､

て審議し､意見を述べる

２︑ 共通

農地の解消活動など

11

11

くは募集要綱(市ホームページで入手可)をご確認ください｡
農地利用の最適化、遊休

詳
※細や各様式など
は市公式ホームペー

任期:12月から2年間 資格:18歳以上の市内に在住･在勤また

１１０番☎０１２０・ ・ フ(
リーダイヤル ) ※時間対応︒

※推薦または応募(自薦･他薦)可能｡内容は公表されます｡詳し

ジを参照ください︒

②農地利用最適化推進委員

☎982･9494､ 共通

遊休農地の解消活動など

090

049

募集人数:①18人②6人 報酬:月額29,000円

手可)を直接､農業委員会事務局へ

384

委員会事務局､市ホームページで入

530

の会議･研修などに出席できる方

く)までに所定の用紙(農政課､農業

資格:農業経験などの見識がある方で､月2回程度平日に開催

物を直接､郵送､ファクスまたは
(他の会議などで委員を2つ以上務めている方は不可)

550

31

渋沢 栄一の

10

支部☎ ・ ・５１１１

①市内に住所または

対象者

※規定により賞与､交通費支給｡

業員のための国の退職金制度

28

982

12

査､農地利用の最適化､

10月22日 (消印有効)までに提出
は在学する方で､年2回程度平日に開催の会議に出席できる方

商工対策審議会委員

17

10

16
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

13

12

報酬:❶月額166,624円❷❸時給965円

24

除
(
11月1日 から30日
任期:令和4年4月から3年間

農地法に基づく許可の審

830

11

資格:❶のみ保育士､教員免許など 募集人数:いずれも若干名

30

〜午後5時❷週3〜5日・午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日・

30

①農業委員

幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

と保菌検査結果を要提出｡
以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

31

940
格証の写しを郵送または直接､保育

募集人数:すべて若干名

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資
午前7時〜10時30分および午後3時30分〜7時 資格:保育士

※保育所職員は採用時､健康診断
回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日
②市内8学童保育室職員
❶学童保育支援員
❷学童保育補助員
学童の保育､施設管理

申込･問合せ
応募資格などの詳細
募集項目

(月2
期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 および

048

03

861

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ・午前8時30分
①保育士(市立第一･第二
保育所)
❶フルタイム
❷❸パートタイム

会計年度任用職員や委員など

集
募

くらしの情報
くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

燃料として使用される灯油や
重油などのことです︒
不正軽油に関する情報をお

・

持ちの方は県税務課へご連絡
ください︒
・

年５月

埼玉県の補助制度
耐(震・アスベスト
県では︑昭和

)
日

以前 に 建 築 確 認 を 受 け て 建 築
された建築物のうち︑多数の
人が利用する一定規模以上の

ます︒より一層のごみの分別・
環境課☎

・９６９

削減にご協力をお願いします︒
問合せ
６︑ 共通

月は里親推進月間

県内には︑さまざまな事情
により︑家庭で生活できない

建 築物の耐震診断︑耐震補強
設計︑耐震改修と建築物のア

・

スベスト対策に関する費用の
県建築安全課☎

助成をしています︒
問合せ
・５５２７︑５５２５

浄化槽法定検査を受けましょう
浄化槽は適正な維持管理を
行わないと︑十分な排水処理
ができなくなります︒このた
め︑浄化槽法では浄化槽を設
置されている方に保守点検・
清掃・法定検査の３つを義務
付けています︒

特に法定検査は浄化槽が正
常に機能しているかを確認す
る重要な検査であるため︑必

・

・

一般社団法人

ず受検してください︒
申込・問合せ
埼玉県浄化槽協会☎
５７０７

農業振興地域整備計画の
変更申出受付
農業振興地域内
の農 用 地 を 農 地 以
外 の 目 的で 利 用 す
る 場 合 な ど には 申
し出が必要です︒事前相談の上︑

必要書類 農(政課で入手可 を)提

出してください︒ 要
※件をすべ
て満たす場合のみ農用地区域か
らの除外が認められます︒

子どもたちが１８２７人 令(和

２年３月末現在 い)ます︒
そんな子どもたちが温かい家

期間

８時 分〜午後５時 ( 除く )
農政課☎ ・９４８

までの午前

庭のぬくもりの中で育まれるた

問合せ

日

めに 里｢親制度 が｣あります︒里
親になるために県が行う所定の

２︑

月

研修を修了する必要があります
が︑特別な資格は必要ありませ
ん︒里親家庭が増えることで︑
住み慣れた地域から離れずに暮

共通

働き方改革推進期間
月までの毎月第１・第３ は

ために︑何かしたいと思ってい

吉川市の子どもたちの未来の

● 定時退社に取り組む

間労働の是正に取り組みましょう︒

県内一斉ノー残業デーです︒長時

らせる子どもたちがいます︒

る方︑
いつでもご相談ください︒

● 年次有給休暇５日以上の取

得を目指す

くは下記ＱＲコード

中小企業事業主への支援制
※
度があります︒詳し
問合せ

から特設サイトへ

埼玉草加児童相談所
☎ ・４１５２︑特定非営利活

問合せ

共通

商工課☎ ・９６９
動法人キーアセット埼玉事務所

７︑

981･5392
問 国保年金課☎982･5116(国保)､982･9546(後期)､

お知らせ
不正軽油は犯罪です！
不正軽油とは︑軽油引取税の
県税務課☎

56

県(委託事業者︶☎ ・６１９７

国保マスコット
健康まもるくん

検索
吉川市 特定健診

830

31

問合せ:政策室☎982･9445､ 共通

問合せ

最低賃金の改定

円 と)

)

月から埼玉県最低賃金は︑

時間額

円 引( 上 げ 額

なります︒
この最低賃金は︑県内で働く
全ての労働者に適用されます︒

埼玉労働局労働基準

一
部の業種には特定 産
※
( 業別
最低賃金も適用されます︒
問合せ
部賃金室☎ ・ ・６２０５

月は３Ｒ ス(リー
アール 推)進月間
３Ｒとは ｢Reduce(
リデュー
ス )発生抑制 ｣｢Reuse(
リユー
ス )再使用 ｣｢Recycle(
リサイク
ル ) 再資源化 と
｣いう３つの頭
文字をとった循環型社会を構築

するためのキーワードです︒

１番大切なことはごみになる
ものを買わない︑作らないこと
です︒日常生活ではできるだけ
ごみを出さないよう︑ごみの減
量にご協力をお願いします︒
事業系ごみ削減キャンペーン
廃棄物の適正処理および廃
棄物の再生利用などを促すた
め︑県と市が共同で事業系ご
み削減キャンペーンを実施し

どちらかと言えば住みよい55.4%

脱税を目的に︑軽油に灯油や重
830

・ ・４７３７

住みよい29.4%

２６５８︑

日

住み心地をどのように感じますか

油などを混ぜた燃料や自動車の

９６８５︑ 共通

問合せ 市民参加推進課☎ ・

活動に参加してみませんか︒

性の皆さんも積極的に自治会

めて重要視されています︒女

などにおける女性の視点も改

住む み｢んな の｣力が必要です︒
近年では災害時や自治会運営

こうした活動には︑地域に

ちの生活を支えています︒

どさまざまな活動を通じて私た

く 美 化 作 業 や 地 域の見 守 りな

自治会は︑イベントだけでな

もたちが笑顔で楽しみました︒

ン チ な ど を 行 い ︑ 多 くの子 ど

た上で消火器訓練やカレーラ

や換気などの感染症対策をし

防団の協力を得て︑手の消毒

自治会員を中心に︑地域の消

した︒女性

ランチ が
｣
開催されま

練とカレー

自治会で こ｢
ども防災訓

に木 売 新田

８月

地域のつながりを深めよう
〜自治会に女性の力を〜

市では､市の取り組みへの満足度や意向を把握し市政に役立てるため､毎年､市民
意識調査を実施しています｡
6月から7月に郵送で市内在住の18歳以上の男女1,500人(無作為抽出)を対象に
調査を行いました｡
回答率は45.4パーセント(681通)でした｡ご協力ありがとうございました｡

14
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

15

対象の方には受診券を送付しています。
健診は毎年受けることが大切です。

事例 エアコンの内部洗浄を自身で行ったところ､洗浄剤が電気部品に付着して損傷してしまい､エアコンの
発火事故につながった｡
アドバイス ①洗浄液のパッケージだけではなく､エアコンの取扱説明書にある注意書きを必ず確認しましょう｡
②専門業者に洗浄を依頼する場合は､購入先販売店やメーカーのサービス窓口などに相談しまし
ょう｡賃貸住宅の場合は､事前に管理会社に相談しましょう｡
③事前に作業内容や料金を複数社に確認し､見積もりを取り､納得した上で依頼しましょう｡
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 共通

放流水の水質確認(年1回)

501

特定健診･高齢者健診の実施期間は11月末日までです

消費生活センターからのお知らせ｢くらしの110番 エアコン内部洗浄の事故･トラブルに注意｣

き取りなど(年1回以上)

982

982

令和3年度市民意識調査の結果の一部をお知らせします

048

保守点検､清掃状況の確認､

③法定検査

048

どちらかと言えば住み
よくない10.9%

10

たまった汚泥やスカムの抜

048

どちらかと言えば幸福57.6%

28

②清掃

29

830

600

運転状況の点検や調整など

10
30

956

(年3回以上)

無回答2.1%
住みよくない2.3%

キーアセット
埼玉
ホームページ

920

10

①保守点検

11

無回答3.7%
幸福でない2.3%

048
幸福27.6%
どちらかと言えば幸
福でない8.8%

048

982
公式LINE

972

あなたは幸福だと思いますか
調査では､幸福感､住み心地､市
への想い､市民サービスなどにつ
いてお伺いしました｡
その中で｢幸福感｣｢住み心地｣に
ついての結果をご紹介します｡
｢幸福･どちらかと言えば幸福｣と
答えた方の割合は､85.2パーセン
ト(580人)､｢住みよい･どちらかと
言えば住みよい｣と答えた方の割
合は､84.8パーセント(577人)でし
た｡
詳しい結果については､市立図
書館､市役所1階市政情報コーナ
ー､市ホームページなどで公表して
います｡

10

今年の結果を一部ご紹介します
22
982

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

燃料として使用される灯油や
重油などのことです︒
不正軽油に関する情報をお

・

持ちの方は県税務課へご連絡
ください︒
・

年５月

埼玉県の補助制度
耐(震・アスベスト
県では︑昭和

)
日

以前 に 建 築 確 認 を 受 け て 建 築
された建築物のうち︑多数の
人が利用する一定規模以上の

ます︒より一層のごみの分別・
環境課☎

・９６９

削減にご協力をお願いします︒
問合せ
６︑ 共通

月は里親推進月間

県内には︑さまざまな事情
により︑家庭で生活できない

建 築物の耐震診断︑耐震補強
設計︑耐震改修と建築物のア

・

スベスト対策に関する費用の
県建築安全課☎

助成をしています︒
問合せ
・５５２７︑５５２５

浄化槽法定検査を受けましょう
浄化槽は適正な維持管理を
行わないと︑十分な排水処理
ができなくなります︒このた
め︑浄化槽法では浄化槽を設
置されている方に保守点検・
清掃・法定検査の３つを義務
付けています︒

特に法定検査は浄化槽が正
常に機能しているかを確認す
る重要な検査であるため︑必

・

・

一般社団法人

ず受検してください︒
申込・問合せ
埼玉県浄化槽協会☎
５７０７

農業振興地域整備計画の
変更申出受付
農業振興地域内
の農 用 地 を 農 地 以
外 の 目 的で 利 用 す
る 場 合 な ど には 申
し出が必要です︒事前相談の上︑

必要書類 農(政課で入手可 を)提

出してください︒ 要
※件をすべ
て満たす場合のみ農用地区域か
らの除外が認められます︒

子どもたちが１８２７人 令(和

２年３月末現在 い)ます︒
そんな子どもたちが温かい家

期間

８時 分〜午後５時 ( 除く )
農政課☎ ・９４８

までの午前

庭のぬくもりの中で育まれるた

問合せ

日

めに 里｢親制度 が｣あります︒里
親になるために県が行う所定の

２︑

月

研修を修了する必要があります
が︑特別な資格は必要ありませ
ん︒里親家庭が増えることで︑
住み慣れた地域から離れずに暮

共通

働き方改革推進期間
月までの毎月第１・第３ は

ために︑何かしたいと思ってい

吉川市の子どもたちの未来の

● 定時退社に取り組む

間労働の是正に取り組みましょう︒

県内一斉ノー残業デーです︒長時

らせる子どもたちがいます︒

る方︑
いつでもご相談ください︒

● 年次有給休暇５日以上の取

得を目指す

くは下記ＱＲコード

中小企業事業主への支援制
※
度があります︒詳し
問合せ

から特設サイトへ

埼玉草加児童相談所
☎ ・４１５２︑特定非営利活

問合せ

共通

商工課☎ ・９６９
動法人キーアセット埼玉事務所

７︑

981･5392
問 国保年金課☎982･5116(国保)､982･9546(後期)､

お知らせ
不正軽油は犯罪です！
不正軽油とは︑軽油引取税の
県税務課☎

56

県(委託事業者︶☎ ・６１９７

国保マスコット
健康まもるくん

検索
吉川市 特定健診

830

31

問合せ:政策室☎982･9445､ 共通

問合せ

最低賃金の改定

円 と)

)

月から埼玉県最低賃金は︑

時間額

円 引( 上 げ 額

なります︒
この最低賃金は︑県内で働く
全ての労働者に適用されます︒

埼玉労働局労働基準

一
部の業種には特定 産
※
( 業別
最低賃金も適用されます︒
問合せ
部賃金室☎ ・ ・６２０５

月は３Ｒ ス(リー
アール 推)進月間
３Ｒとは ｢Reduce(
リデュー
ス )発生抑制 ｣｢Reuse(
リユー
ス )再使用 ｣｢Recycle(
リサイク
ル ) 再資源化 と
｣いう３つの頭
文字をとった循環型社会を構築

するためのキーワードです︒

１番大切なことはごみになる
ものを買わない︑作らないこと
です︒日常生活ではできるだけ
ごみを出さないよう︑ごみの減
量にご協力をお願いします︒
事業系ごみ削減キャンペーン
廃棄物の適正処理および廃
棄物の再生利用などを促すた
め︑県と市が共同で事業系ご
み削減キャンペーンを実施し

どちらかと言えば住みよい55.4%

脱税を目的に︑軽油に灯油や重
830

・ ・４７３７

住みよい29.4%

２６５８︑

日

住み心地をどのように感じますか

油などを混ぜた燃料や自動車の

９６８５︑ 共通

問合せ 市民参加推進課☎ ・

活動に参加してみませんか︒

性の皆さんも積極的に自治会

めて重要視されています︒女

などにおける女性の視点も改

住む み｢んな の｣力が必要です︒
近年では災害時や自治会運営

こうした活動には︑地域に

ちの生活を支えています︒

どさまざまな活動を通じて私た

く 美 化 作 業 や 地 域の見 守 りな

自治会は︑イベントだけでな

もたちが笑顔で楽しみました︒

ン チ な ど を 行 い ︑ 多 くの子 ど

た上で消火器訓練やカレーラ

や換気などの感染症対策をし

防団の協力を得て︑手の消毒

自治会員を中心に︑地域の消

した︒女性

ランチ が
｣
開催されま

練とカレー

自治会で こ｢
ども防災訓

に木 売 新田

８月

地域のつながりを深めよう
〜自治会に女性の力を〜

市では､市の取り組みへの満足度や意向を把握し市政に役立てるため､毎年､市民
意識調査を実施しています｡
6月から7月に郵送で市内在住の18歳以上の男女1,500人(無作為抽出)を対象に
調査を行いました｡
回答率は45.4パーセント(681通)でした｡ご協力ありがとうございました｡

14
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

15

対象の方には受診券を送付しています。
健診は毎年受けることが大切です。

事例 エアコンの内部洗浄を自身で行ったところ､洗浄剤が電気部品に付着して損傷してしまい､エアコンの
発火事故につながった｡
アドバイス ①洗浄液のパッケージだけではなく､エアコンの取扱説明書にある注意書きを必ず確認しましょう｡
②専門業者に洗浄を依頼する場合は､購入先販売店やメーカーのサービス窓口などに相談しまし
ょう｡賃貸住宅の場合は､事前に管理会社に相談しましょう｡
③事前に作業内容や料金を複数社に確認し､見積もりを取り､納得した上で依頼しましょう｡
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 共通

放流水の水質確認(年1回)

501

特定健診･高齢者健診の実施期間は11月末日までです

消費生活センターからのお知らせ｢くらしの110番 エアコン内部洗浄の事故･トラブルに注意｣

き取りなど(年1回以上)

982

982

令和3年度市民意識調査の結果の一部をお知らせします

048

保守点検､清掃状況の確認､

③法定検査

048

どちらかと言えば住み
よくない10.9%

10

たまった汚泥やスカムの抜

048

どちらかと言えば幸福57.6%

28

②清掃

29

830

600

運転状況の点検や調整など

10
30

956

(年3回以上)

無回答2.1%
住みよくない2.3%

キーアセット
埼玉
ホームページ

920

10

①保守点検

11

無回答3.7%
幸福でない2.3%

048
幸福27.6%
どちらかと言えば幸
福でない8.8%

048

982
公式LINE

972

あなたは幸福だと思いますか
調査では､幸福感､住み心地､市
への想い､市民サービスなどにつ
いてお伺いしました｡
その中で｢幸福感｣｢住み心地｣に
ついての結果をご紹介します｡
｢幸福･どちらかと言えば幸福｣と
答えた方の割合は､85.2パーセン
ト(580人)､｢住みよい･どちらかと
言えば住みよい｣と答えた方の割
合は､84.8パーセント(577人)でし
た｡
詳しい結果については､市立図
書館､市役所1階市政情報コーナ
ー､市ホームページなどで公表して
います｡

10

今年の結果を一部ご紹介します
22
982

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

退職金制度の案内

申請期限

月 日
必(着 )

事前の予告なく受け付けを
※
終了する場合があります︒
も埼玉

今年
の 困
｢ りごと相談 を
｣ 開設して
います︒

市では毎月１回︑行政書士

特｢設行政相談所 を｣
月 日 に開設します

事業所を有する中小事業者等
県民手
遺言書の作成や成年後見︑

相続・契約・成年後見などの
相談は行政書士へ！

②令和３年１月から直近の１
帳を販
契約書類の作成など︑身近な

間違っているのではないか な｣ど
の相 談 や 要 望 が あ る 場 合 は ︑

２０２２年版
県民手帳の販売

②建退共
カ月までの間に前年または前
売しま
問題にアドバイスします︒

中小企業で働く従

①中退共

く労働者のための退職金制度
々年同月比で５パーセント以
す︒

・６９０７・１

埼玉県
困りごと相談 無料 )
(
午後１時

利 用いた だ くた め ︑ 特 設 行 政
相談所を開設します︒ 行｢政機
関の説明が十分でない 処
｣｢理が

日

午後１時

行政相談をご利用ください︒
月

分〜４時 予(約不要 ) 午
※後３
時 分まで受け付け︒

の偉人
分〜３時 分 先(着順 )
場所 市役所会議室

日時

苦情︑福祉︑国民健康保険︑

月

・９４５

遺 言 書の作 成 や 相 続 ︑
庶務課☎

８︑ 共通

・９４５

国︑県︑市への要望や

けは庶務課︒
内容

庶務課☎

８︑ 共通

問合せ

受
※け付

言 を｣掲載︒
その他にも︑埼玉県の観光
内容
税金︑年金︑道路など

〜

場所 市役所会議室

情報をはじめ︑統計データや
成年後見︑許認可の手続きなど

｢ の訓

テレホンガイド︑路線図など
日

問合せ

月

日

・０

県行政書士会吉川支
・２１０２︑

●高橋

淳一氏☎ ・５５２３

雅之氏☎ ・７２８８

０・ ・ ︑

価局の 行｢政苦情 番 で｣も相談
を受け付けています︒ ☎０５７

総
※務省関東管区行政評

嘱し︑市町村に配置されていま

行政相談委員は︑行政相談

さか いじゅんいち

●酒井

たかはし まさゆき

吉川市行政相談委員

特設 行
｢ 政書士相談会
県行政書士会吉
｣

販売場所
川支部の行政書士

庶務課︑県内一部

書店︑コンビニエンスストアなど

じます︒

委員法に基づき︑総務大臣が委

月

が無料で相談に応

手帳規格 縦 センチ ×
横９
センチ︑表紙色は黒またはグ
日時

問合せ

午後１時〜

レイッシュブルー︑月間予定

問合せ

価格

円 税(込み )
庶務課☎ ・９４７

表は升目式
す︒

日

販売期間

生活に便利な情報が満載です︒

毎月第１

行政相談制度を多くの方にご

問合せ ① 独
( 勤
) 労者退職金
共済機構中小企業退職金共済
上減少している月があること
日時

建設業の現場で働

事業本部☎
月は特設 行｢政書士相談会 ｣
も実施しますので︑ぜひご利

・９６９

補助額 上限 万円 補(助率４

分の３
)
商工課☎
問合せ

７︑ 共通

月８日 から 月 日
は不法投棄等防止強化期間
県では︑不法
投棄などを防止
するための取り
組みを市町村と
連携し集中的に

週間
ダイア
用ください︒

日

経営状況の改善を

目指し実施する販路拡大や設
リーに

令和４年３月

・１

メロディ放送時間変更
防(災行政無線 )
放送期間
まで
危機管理課☎

時間 午後４時 分
問合せ
０７２︑ 共通

︻新たな事業者支援︼
事業発展支援補助金
実施します︒

30

・ ・２３３６

埼玉県地球温暖化防止
活動推進員
県では地域における地球温
暖化防止普及活動の担い手で
ある 埼｢玉県地球温暖化防止活

動推進員 と｣して活動いただけ
る方を募集します︒
令和４年４月から２年間

任期

までに県 ホ

ラジオ番組で

日

申込

・３０３３

問合せ 県温暖化対策課☎ ・

確認し︑ご応募ください︒

月

情報発信していただくボラン

ームページなどから募集要領を
また︑放送してほしい内容
のリクエストなどを随時募集
①会議への参加 毎(

しています︒
活動内容

月第１ ②)市内各地での取材・
体験③放送内容の検討︑放送原

稿の作成④番組収録 原(則市役
所で実施 )
対象 市内在住の 歳以上の方

申込・問合せ 所定の様式 政(
策室︑市ホームページで入手可 )
を直接︑郵送︑ファクスまたは

seisaku2@city.yoshikawa.-

県内在住の両眼の矯正

月

日

３月卒業見込みの方など

月 日

願書提出期間
月５日
選考日

〜

高等学校卒業または令和４年

視力が概ね０・３未満の方で︑

対象

国家試験受験資格が得られます︒

あん摩・マッサージ師などの

県立塙保己一学園 盲(学校 )
高等部専攻科入学希望者

048
県立特別支援

18
１︑

・

・ ・１０１５

等部専攻科☎

学校塙保己一学園 盲学校 高
(
)
・２１２

申込・問合せ

10

231

問合せ
部☎
００５

983 983

110

600

ティアスタッフを募集します︒

ルツ で
) 放送
している市の

フエム Ｆ
(Ｍ
・８ メ ガ ヘ

こしがやエ

市のラジオ番組 金｢のなまず
ボランティアスタッフ

945

で政策室広聴広報
saitama.jp
担当へ☎ ・５１１２︑ 共通

一｢押し情 報 は
｣市
公式 YouTube
チ
ャンネルで聞き直
しができます︒

30

26

049

16

市 内 事 業 者を対 象 に ︑ 経 営

20

048

16

対象経費

２３４② 独
( 勤
) 労者退職金共
済機構建設業退職金共済埼玉
備投資等に係る経費

20

10

110

239

982

不法投棄を発見したらすぐ

30

４時 予(約不要 )
場所 おあしすセミナールーム１

｣

982

30

10

983

状 況の改 善 を 目 指 す 取 り 組 み

30

10

86

に通報してください︒

982

50

12
務先)を明記したもの 募集人数:1人 報酬:日額6,600円

共通
氏名､年齢､電話番号､市内在住･在勤･在学の別(在勤の場合勤

ama.jpで商工課へ☎982･9697､

に係る経費の一部を補助します︒

14
982

市の商工業の振興につい

産業廃棄物不法投棄

10
14

syoukou2@city.yoshikawa.sait
提出物:市の商工業に関すること(400字以内･様式自由)に住所､

て審議し､意見を述べる

２︑ 共通

農地の解消活動など

11

11

くは募集要綱(市ホームページで入手可)をご確認ください｡
農地利用の最適化、遊休

詳
※細や各様式など
は市公式ホームペー

任期:12月から2年間 資格:18歳以上の市内に在住･在勤また

１１０番☎０１２０・ ・ フ(
リーダイヤル ) ※時間対応︒

※推薦または応募(自薦･他薦)可能｡内容は公表されます｡詳し

ジを参照ください︒

②農地利用最適化推進委員

☎982･9494､ 共通

遊休農地の解消活動など

090

049

募集人数:①18人②6人 報酬:月額29,000円

手可)を直接､農業委員会事務局へ

384

委員会事務局､市ホームページで入

530

の会議･研修などに出席できる方

く)までに所定の用紙(農政課､農業

資格:農業経験などの見識がある方で､月2回程度平日に開催

物を直接､郵送､ファクスまたは
(他の会議などで委員を2つ以上務めている方は不可)

550

31

渋沢 栄一の

10

支部☎ ・ ・５１１１

①市内に住所または

対象者

※規定により賞与､交通費支給｡

業員のための国の退職金制度

28

982

12

査､農地利用の最適化､

10月22日 (消印有効)までに提出
は在学する方で､年2回程度平日に開催の会議に出席できる方

商工対策審議会委員

17

10

16
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

13

12

報酬:❶月額166,624円❷❸時給965円

24

除
(
11月1日 から30日
任期:令和4年4月から3年間

農地法に基づく許可の審

830

11

資格:❶のみ保育士､教員免許など 募集人数:いずれも若干名

30

〜午後5時❷週3〜5日・午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日・

30

①農業委員

幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

と保菌検査結果を要提出｡
以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

31

940
格証の写しを郵送または直接､保育

募集人数:すべて若干名

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資
午前7時〜10時30分および午後3時30分〜7時 資格:保育士

※保育所職員は採用時､健康診断
回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日
②市内8学童保育室職員
❶学童保育支援員
❷学童保育補助員
学童の保育､施設管理

申込･問合せ
応募資格などの詳細
募集項目

(月2
期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 および

048

03

861

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ・午前8時30分
①保育士(市立第一･第二
保育所)
❶フルタイム
❷❸パートタイム

会計年度任用職員や委員など

集
募

くらしの情報
くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

パブリックコメントを実施します

11

皆さんのご意見をお聞かせください
パブリックコメントとは､市の施策や制度を定める計画や条例を決める際に､
広く市民の皆さんに公表し､寄せられたご意見などを案に取り入れられるかどう
か検討し､市の考え方とその検討結果を公表するものです｡

｣

1

月

全国瞬時警報システム
Ｊ(アラート 緊)急地震速報訓練

放送日時

10 11

月１日は
彩｢の国教育の日

県では︑教育に関する理解

国 から緊 急 情 報 を 伝 達

５日 午前 時

ごろ

内容

する 全｢国瞬時警報システム Ｊ(

アラート を
)｣ 活 用 し た 緊 急 地
震速報訓練です︒当日は︑市

の防災行政無線から放送が流

屋外市民プールについて

今年で40年目を迎えた屋外市民プールは､長
年にわたり市民から親しまれてきた一方で､施設
の老朽化が顕著で古さの際立つ施設でもありま
す｡これまで安全･安心に利用していただくため
に､必要な修繕やメンテナンスなどの適正管理に
努め､安全性の確保や機能の維持を図ってきまし
たが､令和2年度の屋外市民プールの開場に当た
っては､主要な機械設備などの修繕が不可欠とな
り､多額の経費を要する見込みとなりました｡また､突発的な故障などの発生リスクも高まっており､なお一
層の修繕経費が見込まれます｡このようなことから屋外市民プールは休場とし､当施設の現状や課題を踏ま

子どもにかかるお金と
仕事のはなし 個別相談会

子どもの成

長には い｢つ ｣

ど｢のくらい ｣
のお金がかかるの？子育てを

しながら働くには何をすれば

いいの？離婚をしたら︑どの

くらいのお金が必要なの？な

ど普段聞けない疑問に︑県の

母子・父子自立支援員と就業

支援専門員がお答えします︒

①午前９時

時〜

え検討を行った結果､今後の運営維持が困難であると市の方向性をまとめました｡
検討内容について､市ホームページまたは下記閲覧場所で閲覧できますので､屋外市民プールの今後につ
いて､皆さんのご意見をお寄せください｡
閲覧場所:市役所1階市政情報コーナー､中央公民館､おあしす､駅前市民サービスセンター､旭地区センター､
平沼地区公民館､東部地区公民館､総合体育館
募集期間:10月25日 まで
対象:市内在住･在勤･在学の方
提出方法:各閲覧場所に設置の用紙または任意の用紙に､意見､住所､氏名を記入し､備え付けの意見提出箱､郵
送､ファクス､ sports-suishin2@city.yoshikawa.saitama.jpまたは直接､スポーツ推進課へ

吉｢川ねぎ夫が伝える感染症対策 ｣

問合せ:スポーツ推進課(総合体育館)☎982･6800､ 983･1867

動画を作成しました

市では︑

新型コロ

ナウイル

スの収束

のため︑

ワ ク チン

接種を全

力で進 め

ています︒

感染拡

大を防ぎ︑この危機的状況を

回避するためには︑一人ひと

りの基本的な感染防止対策が

重要です︒手洗いやマスクの

2

政策室

しています︒

982

問合せ

☎ ・５１１２︑

共通

より︑

常陽銀行での口座振替および
納付書取扱取りやめについて

令和４年４月１日

常陽銀行では口座振替および納

付書での市税・保険料・上下水

道料金などの支払いができなく

イ ベン ト

第 回 理科教室

月９日

分〜

月

なります︒ご注意ください︒

日時

午前９時

時 次
( 回は

132

れます︒

・９

日

分②午前

着用︑人との間隔はできるだ

け ２ メ ー ト ル 空 け る ︑ ま めな

換気を行うなどの対策を市の任

期付職員 吉
｢ 川ねぎ 夫 が
｣ シュ
ールにお伝えします︒

日
)
場所 おあしすセミナールーム３

内容 電気電磁気コンテスト

10

危機管理課☎

月

時

託児希望の方は申し込みの
※
際にご相談ください︒

分〜

分〜２時

30

13 11

日時

正午③午後１時

30 18

30

問合せ

月８日

分④午後３時〜４時

10 11

11

30

４７１︑ 共通

県東地域障害者就職面接会

日時

午 後１時 〜３時

離婚を考えている方︑

場所 子育て支援課

対象

ひとり親の方

動画は市役所内の待ち合い

スペースなどに設置されてい

11

30

982

11

月

｣
分 事(前予約制 )
場所 越谷市中央市民会館４

こし が や

階 越(谷市越ヶ谷４ー１ー１ )
内容 ハローワーク越谷 ・春

定員 ４人 各回１人ずつ )
(
月 日 ま
申込・問合せ

12

対象 小学生

人程度

円

広報よしかわ2021.10

11

30

11

るモニターで放映している他︑

定員

費用

・

suzuki@p-suzu-

吉川さいえんすクラ

100 13

日 部 ・ 草 加 のエリア 内 の 企 業

・９５２９︑

市公式 YouTube
チャンネルで
配信しており︑下記ＱＲコー

問合せ

すず き

ブ鈴木☎ ・１８８１︑

０３１７︑

ki.co.jp

17

992

ドからも視聴できます︒

この他にも︑市の取り組みや

見どころ︑イベント情報など︑

さまざまな内容を動画で紹介

992

でに直接または電話で子育て

支援課へ☎

共通

982

の 障 がい 者 雇 用 に 関 す る 合 同

面接会

対象 障がいをお持ちの方

前日 までに直

969

申込・問合せ

接︑ハローワーク越谷へ 求
(人・
専門援 助担当 ☎) ・８６０９︑

・８６１５

969

11

を深めていただくため︑

１日を 彩
｢ の国教育の日 ︑
｣
月１日から７日までを 彩｢の国

教育週間 と｣しています︒
例 年 ︑ 県や市 町 村 ︑ 学 校 ︑

社会教育施設︑各種団体など

で ︑ 学 校 公 開や親 子 向け体 験

教 室などの事 業 を 多 数 実 施し

ていますが ︑ 今 年 度は︑
コロナ

ウイルスの感染拡大の影響を受

け︑多くの事業が自粛されてい

ま す ︒こ の よ

家
｣｢

うな状況だか

｣本
｢

らこそ︑身近

な人と 自
｢然

人
｢

族 ｣地
｢域 の
｣
大切さや思い

出について語

り 合 っ て ︑元

気で 明 るい 気

持 ちにな る 教

育 週 間 にし ま

830

しょう︒

・ ・

048

県生涯学習推進課☎

・ ・６９７２︑

830

問合せ

４９６４

048

吉川市パートナーシップ
宣誓制度の考え方

3

第４次吉川市男女共同参画
基本計画(素案)

市では､互いを認め合い人権を尊重する社会づ

市における男女共同参画に関する施策を総合

くりのため､多様性を認め合う社会の実現を目指

的かつ計画的に推進するため､令和4年4月から

して､性的少数者のパートナーシップ宣誓制度の

10年間を計画期間とする第4次計画を策定しま

創設を進めています｡

す｡

②③共通
閲覧方法:原案や説明資料は市ホームページまたは次の場所で閲覧できます｡
閲覧場所:市役所庶務課窓口(②のみ)､市役所市民参加推進課窓口(③のみ)､市役所1階市政情報コーナー､中央
公民館､おあしす､駅前市民サービスセンター､旭地区センター､平沼地区公民館､東部地区公民館､総合体育館
募集期間:11月1日 まで
対象:市内在住･在勤･在学の方
提出方法:各閲覧場所に設置の用紙または任意の用紙に､意見､住所､氏名を記入し､備え付けの意見提出箱へ｡
または直接､郵送､ファクス､メールで次の宛先へ｡
②庶務課

syomu2@city.yoshikawa.saitama.jp､☎982･9458､ 981･5392

③市民参加推進課

shiminsanka2@city.yoshikawa.saitama.jp､☎982･9685､ 981･5392
広報よしかわ2021.10
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ご近所♪スポーツ教室開催中
お気軽に︑お近くの会場へ！
笑いヨガ︑自彊術︑太極拳︑
キックボクシングエクササイ
ズ︑ピラティス︑ノルディッ

なまりんオレンジカフェ
みんなで楽しくお話ししませ
ん か︒ ※
天候などによって中
止になる場合があります︒

介護と向き合う
人のためのサロン
介護に関する悩みを共有し

①

月

日

午

たり︑話をしながら気分転換
しましょう︒
日時・場所
月

日

午前

時〜

時 分・社会福祉協議会

館②

後２時〜３時・平沼地区公民

13

自然観察会 秋(編
)

これまでの自然観察会 秋(編 )
では︑カワセミやエンマコオ
ロギなどが見られました︒秋

介護をしている方︑こ

れから介護の予定のある方

基準なし

市内在住・在勤・在学者

月４日

から

・９６９８︑ 共通

日

または左記申込
wa.saitama.jp
フォームで環境課へ☎

kankyou2@city.yoshika-

までに直接︑電話︑ファクス︑

申込

未就学児などは保護者同伴 )
(
定員
人

対象

場所 ウェットランド

分 ２(時間程度 )
集合場所 市役所正面玄関

日時

しょう︒

のウェットランドを散策しな

350.0%

午前９時

申込 各地域包括支援センター

24.7%

日

がら生き物を探しに出掛けま

・６３６６②第１包括☎ ・

４７６６︑
・８７１９
※
事前に体温測定し︑発熱や体
調不良のある方は︑参加をご

将来負担比率

遠慮ください︒

35.0%

月

へ①第３包括☎ ・７１５８ ︑

対象

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒

11

クウォーキング︑リフレッシ

認知症の方や家族︑関

22

ュリズム体操教室を︑市内各
地で開催中︒
全て初心者対象の１回完結
型で︑どの教室にも何回でも
参加できます︒
ココロもカラダもリフレッ

対象
心のある方

10

981

シュできますよ︒
月まで
期間
日
※時︑場所
は教室により異なりますので︑
市内在住・在勤・在学

募集チラシをご覧ください︒
対象
で 歳以上の方
お
※子さんと
一緒でも参加可︒託児なし︒
各地域包括支援センタ

申込

運動ができる服装︑室

持物
・７

・８

・６３６６②第１

ーへ①③④第３包括☎
１５８︑

内用運動靴︑屋外用運動靴 ノ(
ルディックウォーキング参加
包括☎ ・４７６６︑
７１９
事
※前に体温測定し︑
発熱や体調不良のある方は︑

者のみ ︑)飲み物︑タオル
吉川市 ご近所スポーツ 検索
申込・問合せ
参加をご遠慮ください︒

25.0%

随時︑左記申

込フォーム︑ファクスまたは

7.5%

直接︑スポーツ推進課 総(合体

実質公債費比率

育館 へ)☎ ・６８０

なまりんオレンジカフ
ェは毎月さまざまな場
所で開催しています︒

30.00%

・１８６７

17.91%

０︑

−
（※）

市財政の健全度

10

30

連結実質赤字比率

各指標とも国の基準以下
次の四つの指標は 地
｢ 方公共団体

の財政の健全化に関する法律 に
｣よ
り公表が義務付けられている財政の
健全度を示す指標で 健
｢ 全化判断比
率 と｣呼ばれています︒
●実質赤字比率
１ )
(※
●連結実質赤字比率
２ )
(※
３ )
(※
●実質公債費比率
●将来負担比率
４ )
(※
いずれかの指標が 早｢期健全化基準 ｣

＝
( 黄色信号 以
) 上になると 財
｢ 政健
全化計画 を｣策定し︑ 自主的な改善努
力による財政健全化が必要となります︒

また 財｢政再生基準 ＝
｣(赤信号 以)
上の指標がある場合は︑
いわゆる 財｢政
破綻 と｣見なされ︑ 財｢政再生計画 を｣
策定し︑国などの関与による財政再
建に取り組むことになります︒
令和２年度決算から算出した健全
化判断比率および公営企業の経営健
全度を示す資金不足比率は︑いずれ
も基準以下の水準を保っています︒
から ページの問い合わせ 財政課

・５３９２

告

告

広

広

費に準ずるものに係る､市の財政規模に対する比率

※4 将来負担比率
市や市が属する消防組合の借金をはじめとする契約
に基づく債務など､市が将来負担すべき額に係る市の
財政規模に対する比率
※2 連結実質赤字比率
一般会計や水道･下水道会計などのすべての会計の
赤字や黒字を合算した市全体としての実質的な赤字の
大きさを示す比率

※3 実質公債費比率
市が年度を越えて借り入れた借金(市債)の元金と利
息の支払いの合計と､消防組合など市が属する一部事
務組合などの借金の支払いに対する市負担分など公債
※1 実質赤字比率
市が自由に使途を決められる税などを主な財源とし､
福祉･教育･まちづくりなど市の中心的な行政サービス
を行う一般会計の実質的な赤字の大きさを示す比率

平沼地区公民館

20.00%

30

用語解説

11月10日
午後2時〜3時

12.91%

15

20.00%

④

−
（※）

16

水道事業会計､下水道事業特別会計、農
業集落排水事業特別会計､吉川美南駅東
口周辺地区土地区画整理事業特別会計
の 4 会計
資金不足額が発生
し て い な い た め、
表示される数値は
ありません

ウエルカフェ
(美南3-12)
実質赤字比率

10

水道事業や下水道事業など
の 公 営 企 業 の 経 営 状 況を、
料金収入に対する資金不足
（赤字)の規模で示した比率

10月20日
午後2時〜3時
財政再生基準

10 30

備考
令和2年度結果

財政健全化法
経営健全化基準
内容

③
早期健全化基準

18
広報よしかわ2021.10
広報よしかわ2021.10

11

982
資金不足比率

社会福祉協議会
財政健全化法

984

早期健全化基準
吉川市
(R2)(R1は42.9％)
早期健全化基準 財政再生基準
吉川市
(R2)(R1は7.0％)

10月14日
午後1時30分〜3時
令和2年度決算に
基づく比率

400(％)
300
200
100
0
40(％)
30
20
10

②

984

10
0

平沼地区公民館

984

981

350.0％
24.7％

10月13日
午後2時〜3時

指標名

35.0％
25.0％
7.5％

①

健全化判断比率

982

☎ ・５９６７︑

981

将来負担比率
実質公債費比率

場所

981

12

983
11

984

※｢―｣の意味 会計が黒字であり､算定基礎となる赤字は発生していないことを表します｡

日時

981

18

8

982

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
令和2年度決算
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

月９日

か

)

障がいのある方からお話を
伺ったり︑ＤＶＤを視聴し︑

月

日

午前
日

時

障がいの特性や︑手助けが必
①
月

①松伏町役場

②吉川

午前

要な場面などを学びます︒
日時
分〜正午②

時 分〜正午

場所
市役所

対象 市内在住・在勤の方
定員 ① 人② 人
申込・問合せ

・５

直接または電

話で障がい福祉課へ☎
２３８︑ 共通

市民活動推進講座
コロナ禍だからこそ幸福感アップ

コロナ禍で市民活動や地域活
動 がし づらい今 ︑ 他の団 体 が
どのように工夫して活動してい
るのか 話 し 合 い ︑ 今 後 の 活 動
月９日

午前

時〜

をみんなで考えてみませんか︒
日時

時 分

吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業

ら直接︑電話または左記申込
・

フォームで市民参
加推進課へ☎

９６８５︑ 共通

子育てリフレッシュ講座 要(予約 )

お子さんと離れて保護者自身
①

月

日

②

日

がリフレッシュする講座です︒
日時

①[②共通 午]前 時〜 時 分

電話または直

要
※予約 )

市内在住の乳幼児の保

①(②とも同内容 )
場所 おあしすフィットネス
ルーム
対象

人程度

護者 託(児あり
定員

申込・問合せ

ペー

・６３７８

接︑ 子育て支援センターへ☎
・６３７７︑

お詫びと訂正
広報よしかわ９月号

ジ ラ｢イフ・チャレンジ・ザ・

ウォーク in
吉川 の
｣ 記事につ
いて︑申込期限に誤りがあり
ました︒
月 日

お詫びして訂正いたします︒
正

月 日

普及率 83.2パーセント

給水人口 73,206人
水洗化率 96.5パーセント

1日平均給水量 276リットル
(1人当たり)

広

広

水道事業

令和２年度決算 特別会計

・１８

講

後期高齢者医療

市には一般会計の他に七つの特別

か

ゆ み

か

誤

給水世帯数 30,664世帯

下水道事業

会計があります︒
特別会計は︑特定の事業をより円
滑に進めるために︑一般会計から分
離して収支・経理を行う会計です︒

特別会計の種類
特別会計には︑皆さんの健康保持
に欠かせない国民健康保険︑介護保
険および後期高齢者医療の他︑快適
に暮らすことができるまちづくりを
進めるための下水道事業や農業集落
排水事業︑吉川美南駅東口周辺地区
の開発を行うための吉川美南駅東口
周辺地区土地区画整理事業がありま

の機会です︒

日

ま

場所 市役所 ・
なかじま

1人当たり給付費 30万1,741円

講師 中島 眞由美氏 Ｎ(ＰＯ法
人よしかわ子育てネットワーク )

月８日

定員 先着 人 オ(ンラインで

の参加も可 )
申込・問合せ

1人当たり給付額 138万8,998円

計画人口 約4,500人

事業面積 約59.1ヘクタール

被保険者数 7,865人(年度末現在)
※市が保険料を徴収し､広域連合
へ納付｡自己負担を除く医療費は
広域連合から支払われる｡

す︒また︑日々の生活には欠かすこ

世代や経験を問わず︑誰で

第６回グラウンド・ゴルフ大会

とのできない水道事業があります︒

ノルディックウォーキング
体験教室
も腕を競うことのできる絶好

地面を突いて歩くノルディックウ
日時

午前９時〜

ォーキングは︑通常のウォーキン

日

グに比べ︑よりたくさんの運動

正午 小(雨決行︶
場所 吉川運動公園

人 申(し込み多数時は
定員
抽選
)
動きやすい服装︑飲み
持物

対象 小学生以上の市内在住・

月

効果があります︒今回は︑初心
在勤・在学者

月 日 午後２時〜４時

申込・問合せ

物︑タオル
ク
※ラブをお持ち
の方は持参ください︒

対象

までに左記申込フォ

ら

ーム︑ファクスまたは直接︑

動きやすい服装︑屋外

持物

０︑

へ☎ ・６８０

用運動靴︑室内用運動靴︑飲
み物︑タオル︑カッパ
専
※用
ポールをお持ちの方は持参く

月

までに左 記 申 込

るときに ち｢ょっとした手助け ｣
をするあいサポーターに︑あ

障 が い の あ る 方 が 困 っ てい

あいサポーター研修

ださい︒ 貸
(し出しもできます ) ６７
定員
人 申(し込み多数時は

月８日

抽選 )
申込・問合せ
ら

フォーム︑
ファクスまたは直接︑
スポーツ推進課 総(合体育館 へ)
☎ ・６８００︑
・１８６７

座

スポーツ推進課 総
( 合体育館

日

で 歳以上の方

市内在住・在勤・在学

場所 総合体育館およびその周辺

日時

ぜひお気軽にご参加ください︒

くなった 姿
｣｢勢が良くなった な｣
どの声も多数あがっています︒

者向けの教室となります︒ 膝｢が
痛かったけど歩くことが苦じゃな

両手に持ったポールで交互に

―
47億8,921万7千円
―
21億6,178万4千円
108億7,187万4千円

なたもなってみませんか？

1日平均処理水量 106立方メートル
30

13億6,459万3千円
9億1,505万4千円
14億8,474万3千円
7億2,457万2千円
171億8,790万9千円

告

告

10
広報よしかわ2021.10
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事業期間 平成29〜令和8年度

保険給付額 33億4,332万円

30

供用開始面積 659ヘクタール

要介護等認定者数 2,407人
処理人口 393人

11

10

介護保険

14

10

供用開始総延長 5,991.2メートル

保険給付費 44億7,783万7千円

各特別会計の事業内容

被保険者数 14,840人(年度平均)
982

10

984

14億9,751万2千円
6億5,757万3千円
16億1,289万円
1億3,881万9千円
169億4,675万8千円

30

982

37億6,700万円

304

令和2年度末市債残高
歳出
歳入
会計名

28

国民健康保険
26
301

11 22
20

203

10 16

14億9,912万7千円

10 30

特別会計の決算額･市債現在高
11

64

983

11

15億118万5千円

11

31

982

農業集落排水事業
30 30

―
1億5,387万3千円
―
―

30

19

※水道事業および下水道事業 資本的収支の差額は､減価償却費などの内部留保金などを充てました｡

202

10

22

10

10 9

65億7,249万4千円
2,992万円
38億7,243万4千円
7億2,497万2千円

10

11
20

15

15

10

984

68億726万8千円
3,194万7千円
39億6,202万円
7億3,754万4千円
国民健康保険
農業集落排水事業
介護保険
後期高齢者医療
吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業
収益的
下水道事業※
資本的
収益的
水道事業※
資本的
合計

11

18

11

982

983

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

各種相談

令和2年度決算

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

掲載期間:10月1日〜11月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

こんなことに取り組みました！主な事業を紹介します

相談種類

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

10月14日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

10月19日 午後1時30分〜4時

務

納税(休日)

10月17日 午前8時30分〜午後5時

女性総合

その他の主な新規･拡充事業
■男女共同参画市民意識調査■市役所での障がい者雇用■保育所入所選考システ
ム導入■美南地区歩道照明設置工事■美南地区ゾーン30路面標示工事■上第二大
場川改修工事■洪水ハザード標識設置■市民農園施設改修■吉川駅北口駅前交通
広場測量■市道3-104号線無名橋91架替設計■小中学校ICT機器購入■公共施設
長寿命化計画策定業務委託

決算書･成果表
が閲覧できます
令和2年度決算書･成果
表は市役所､市内各図書館､
市ホームページで閲覧で
きます｡

120

18

100
億円 平成30年度 令和元年度 令和2年度

9
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議会費
2億119万8千円(0.7％)

300

総務費
93億4,942万円(31.1％)
民生費
101億2,290万4千円(33.7％)

250

衛生費
15億5,615万9千円(5.2％)
農林水産業費
2億3,657万5千円(0.8％)
商工費
2億1,994万8千円(0.7％)

150

土木費
21億8,412万4千円(7.3％)
100

消防費
12億2,962万円(4.1％)
教育費
27億4,412万6千円(9.1％)

50

公債費
19億7,269万7千円(6.6％)
0
億円

R1決算額

R2決算額

諸支出金
2億2,684万4千円(0.7％)

毎週 午前9時〜午後4時(午後0時15分から1時除く) 国保年金課☎982･5117
10月5日 ･19日 ･26日 ､11月2日
午前9時30分〜11時30分

児童館

10月15日 午前9時30分〜11時30分
子どもと家庭 10月15日 午後1時30分〜3時30分

美南小

育

児
育

学校生活
(さわやか相談)
こころ

350

基金残高

0
億円 平成30年度 令和元年度 令和2年度

基金は︑家計に例えると貯金です︒

11億8,597万2千円

基金には︑災害時や財源が不足する

5

12億6,304万1千円

場合に備えて貯めておく財政調整基

【財政調整基金】
12億7,609万5千円

金や︑公共施設の整備や用地取得な

10

ど特定の目的のために貯めておく公

【その他の基金】
5億9,570万8千円
4億8,498万6千円
15
4億1,455万5千円
【庁舎建設基金】
0千円
7,664万6千円
0千円

歳出300億4,361万5千円

200

共施設整備基金などがあります︒

20

基金残高の推移

市債残高

140

市債は︑家計に例えると借金です︒

208億
3,957万
9千円

236億
308万
5千円

越谷吉川線整備などの事業のために

160

237億
9,852万
7千円

億８２００万４千円借り入れした

180

一方︑過去に借り入れた市債を 億

200

７７４４万６千円返済したことによ

220

り︑市債残高は減となりました︒

240

16

収納課☎982･5113
おあしす

教

市債残高 ( 年度末 ) の推移

庶務課☎982･9458

10月11日 ･25日 午後1時〜4時

ひとり親家庭

障がい
高齢者

問合せ

10月4日 ､11月1日 午後1時30分〜4時(要予約)
10月8日 ･25日 午後5時〜8時

金

所

10月7日 ､11月4日 午後1時30分〜3時30分

納税(夜間)
年
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策と
して､公共施設の感染防止対策や市
内事業者の支援を実施しました｡

場

律

税

越谷吉川線整備事業
市内企業や市民の方々の寄付金を
活用し､埼玉県･越谷市と連携して美
装化を実施しました｡

時

法

困りごと

吉川美南駅東口周辺地域整備
平成29年度より事業を開始し､盛
土造成や調整池整備などを実施しま
した｡

日

市民参加推進課☎982･9685

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

吉川小

10月22日 午前9時30分〜11時30分

旭小

10月22日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

10月20日 午前9時30分〜11時30分
毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

児童館
子育て支援課
第一保育所☎･

毎週 〜 午前9時〜午後4時

982･0259

第二保育所☎982･5300､

982･5647

子育て支援センター☎984･6377､

毎週 〜 午前9時〜午後5時

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

984･6378

981･3863

東中☎982･0055､

982･0258

南中☎981･8749､

982･1469

中央中☎983･2668､

982･0236

吉川中☎940･5887､

984･7340

障がい者相談支援センターすずらん

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応

☎981･8510､

999･6854

第1包括☎984･4766､
毎週 〜 午前8時30分〜午後5時(予約優先)
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる 第2包括☎981･5811､
第3包括☎981･7158､

981･8719
981･1144
984･6366

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
毎週 〜 午前9時〜午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう ☎982･5968

DV
消費生活

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

就職活動

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

商工課☎982･9697

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

こころとくらしの
安心相談

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

消費者ホットライン☎188
メール相談は右記QRコードから

称

新型コロナウイルスに関して 県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
労働問題(解雇･雇止めなど)
心の健康について
さまざまな悩みの相談

特別労働相談窓口

埼玉新卒応援ハローワーク

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808
☎048･600･6262

☎048･650･2234､ 048･650･1144

働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」 ☎0120･565･455

よりそいホットライン

☎0120･279･338､ 0120･773･776

SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど) 厚生労働省ホームページに記載

広報よしかわ2021.10
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保健ガイド

構成割合

100

繰越金
5億9,910万6千円(1.9％）
市債
16億8,200万4千円(5.4％）

50

その他
12億8,936万5千円(4.2％）
R1決算額

R2決算額

歳出 総額は ・５億円増

特別定額給付金給付事業の増

繰入金
1億1,538万9千円(0.4％）

令和２年度決算 一般会計

令和２年度の一般会計 (※
１ 決)算
は︑歳入が 億５２４５万５千円︑

309

特別定額給付金給付事業により総

72

歳出が 億４３６１万５千円となり

した︒また︑吉川中学校の校舎建設

令和2年度

務費が約 億３千万円の増となりま

万円となり︑翌年度に繰り越した事

や小中学校の空調整備の完了に伴い

35

ました︒歳入歳出差引残額は９億

業の財源６４６２万８千円を除いた︑

教育費が約 億円の減となりました︒

民生費は 年連続の増

税目

８億４４２１万２千円が実質収支額

２ と)なります︒
(※

市税収入の内訳

12

884

300

42

対前年度比

個人市民税

44億970万6千円

45%

6,763万2千円

法人市民税

3億9,514万2千円

4%

▲5,360万8千円

固定資産税

39億8,977万円

40%

5,865万4千円

軽自動車税

1億3,027万2千円

1%

835万円

たばこ税

4億6,394万6千円

5%

▲63万円

都市計画税 (※３)

4億8,888万3千円

5%

442万4千円

98億7,772万円

100%

8,482万2千円

合計

都市計画税を活用した事業は､以下のとおりです。

都市計画税を活用した事業
国庫支出金
125億6,063万7千円(40.6％） 吉川中央土地区画整理促進事業､吉川美南駅東口
周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出事業
県支出金
越谷吉川線街路整備事業､三郷流山線街路整備事業
17億13万6千円(5.5％）

150

0
億円

歳出で最も多くを占めたのは︑保

200

101

この記事内の表やグラフにおいては︑

分担金及び負担金
1億7,915万3千円(0.6％）

育に係る費用や生活保護などの社会

地方交付税
15億6,550万1千円(5.1％）

数字の単位未満は原則として四捨五入し

250

保障費に関する民生費で︑ 億２２

地方消費税交付金
13億8,344万4千円(4.5％）

ているため︑総数と内訳の計が一致しな

市税
98億7,772万円(31.9％）

33

・７パーセ

歳入309億5,245万5千円

９０万４千円 総
( 額の

※令和3年4月1日現在の人口73,217人で
算出しました｡

年連続の増加とな

12

(前年度比5万7,016円増)

350

いことがあります︒

45

41万337円

献血情報 越谷レイクタウン献血ルーム

受付時間
成分献血 午前9時45分〜午後4時30分
400･200ml献血 午前9時45分〜午後5時30分
問合せ:☎987･3737

歳 入 総 額 は ・６ 億 円 増

10月の当番医(吉川歯科医師会)
● だて歯科クリニック☎983･8148
● 古山歯科☎981･0901
※電話予約の上､来院してください。

10

ント と
) なり︑
りました︒

無料口腔衛生相談(要予約)

市税は 年連続の増

埼玉県救急電話相談

人口増に伴う納税義務者の増加や︑

家屋の新築などによる固定資産税の増

加などにより︑市税が約８千万円増加

し︑ 年連続の増となりました︒

国庫支出金が増︑市債は減

広報よしかわ2021.10

特別定額給付金給付事業や新型コ

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119､☎048･824･4199

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)については､市ホームページをご確認ください｡

21

●1人当たりの市税
13万4,910円
(前年度比787円増)
●1人当たりに使われたお金
※一般会計のみ

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

日時: 祝 午前9時〜午後5時
場所:吉川中央総合病院☎982･8311
※電話確認の上､受診してください｡

小児時間外診療(当番医輪番制)

市民1人当たりでみると

300

児童相談所全国共通ダイヤル☎189
｢虐待かも｣と思ったら189(いちはやく)へ。24時間
365日つながります。

日時:平日午後7時から9時30分まで受け付け
※当番医は､広報よしかわ9月号と一緒に配布した｢小児
時間外診療体制についてのお知らせ｣か市ホームページを
確認､または市役所､消防署へお問い合わせく
ださい｡当番表は右記QRコードからご覧いた
だけます｡
問合せ:市役所☎982･5111､吉川消防署☎982･3931､
982･3917 救急の場合☎119

ロナウイルス感染症の感染拡大防止対

県と埼玉県赤十字血液センターでは､｢初回献血+ラ
ブラッド登録キャンペーン｣を実施しています｡初め
て献血を申し込む方で､複数回献血クラブ｢ラブラッ
ド｣に登録いただくと､埼玉県限定の記念品がもらえ
ます｡今まで献血をしたことがない…という皆さん､
この秋は献血に協力してみませんか｡
対象:初めて献血にご協力いただき､かつ複数回献血ク
ラブ｢ラブラッド｣に会員登録いただいた方
日時:11月30日 まで
※プレゼントが無くなり次第終了
場所:県内献血会場
問合せ:県薬務課献血担当☎048･830･3635

乳幼児健康相談
日時:11月15日 午前10時〜10時40分､20分間隔で
予約を受け付けています｡

休日当番医診療(急患のみ)

億

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

77

10

初回献血＋ラブラッド登録キャンペーン

※11月4日 から7日 に実施を予定していた集団歯周病検診は中止となりました｡
受診を希望されていた皆さまには申し訳ございませんが､ご理解いただきますようお願い申し上げます｡

保健センターからのお知らせ

策などにより︑国 庫 支 出 金が約

問合せ:草加保健所☎999･5515
県薬務課☎048･830･3633

31

２千万円増加しました︒一方で︑吉川

麻薬･覚醒剤･大麻･危険ドラッグなどの薬物乱用は､
健康を害する大変危険なもので､自分の人生だけでな
く､家族など周りの人たちの人生までも狂わせてしま
います｡特に大麻は､｢体に害がない｣などの誤った情
報で若者を中心に乱用が増加しています｡薬物の誘い
には､はっきりと断りましょう｡薬物乱用は1回でも｢ダ
メ｡ゼッタイ｡｣正しい知識を身につけ､薬物乱用を根
絶しましょう｡薬物でお困りの人は､ご相談ください｡

中学校建設︑小中学校の空調整備お

市内実施医療機関:相羽医院､磯久クリニック､うちだ
耳鼻咽喉科､大久保クリニック､金田整形外科､駒ク
リニック吉川､埼葛クリニック､さくら医院､仁クリ
ニック､そめや整形外科､たじま眼科･形成外科､土屋
医院､中村病院､ネオポリスハヤシ医院､はすみクリ
ニック､三宅クリニック､むさし野ファミリークリニ
ック､メディカルコミュニティマイ､山口クリニック､
吉川中央総合病院､吉川内科医院､吉川脳神経外科

麻薬･覚醒剤･大麻乱用防止運動を実施します

よび第二保育所再整備の完了に伴い市

対象者に個別に通知します｡予防接種を希望する方は､
実施期間内に予防接種を受けてください｡
対象:市内に住所があり､下記のいずれかに該当する方
①65歳以上(昭和32年2月1日以前生まれ)の方
②60歳以上65歳未満(昭和32年2月2日から昭和37年
2月1日生まれ)の方で､心臓･腎臓･呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重度の障がい
があり､身体障害者手帳1級を持っている方
個人負担金:1,000円
※生活保護､中国残留邦人等支援制度受給者は市が負担
します｡
実施期間:10月20日 〜令和4年1月31日
※インフルエンザウイルス流行の前に早めの接種をお
勧めします｡
※市外医療機関での接種については､別途手続きが必要
な場合があります｡接種を希望される場合は､受ける前
に健康増進課(保健センター)へお問い合わせください｡

981･3881

債が約 億４千万円減少しました︒

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

充当額
5,155万6千円
1,827万8千円

下水道事業会計負担金､下水道事業会計出資金

3億186万2千円

都市計画事業に係る地方債負担金

1億1,718万7千円

用語解説
※1 一般会計 教育や福祉､道路整備などの行政の基本的な会計｡一般会
計の他､特定の事業のための特別会計がある｡
※2 実質収支額 年間歳入歳出差引残額から翌年度の事業の財源を差し
引いた額｡実質的な黒字･赤字を示す額｡
※3 都市計画税 道路､下水道､公園整備などのような､都市計画事業に必
要となる費用に充てるための目的税｡
広報よしかわ2021.10
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

吉川小学校

ラ イ フ

きよみ野1 1

☎984･1888

983･5500

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで) ※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】10月6日 ･20日 ※おもちゃの病院の開催については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

ま｢だまだこれから ｣
むらおか そう た
６年 村岡 颯太

今︑吉川小学校の６年生は２

クラスしかありません︒決して

多い人数ではありませんが︑男

女問わず仲が良いので強いつな

がりがあります︒友達と笑い合

日

イベント

時

詳
細
場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
定員:15人
毎週 (10月22日除く)
午前10時30分〜11時30分 費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

やさしいヨーガ

毎週 (10月7日除く)
午前10時30分〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

午前11時〜正午

場所:生活工房1･2 対象:小学生以上(2年生以下は保護
者同伴) 定員:10人 費用:450円

ウォーキング教室

午前10時30分〜正午
※雨天中止

場所:イベント広場 対象:16歳以上 定員:20人
費用:500円 持物:動きやすい服装･靴､飲み物､タオル
申込:10月2日 から電話または直接､窓口へ

サポセン
女性就業支援｢パソコン教室｣
3回連続講座

10月18日 ・25日 ､
11月1日

午後1時30分〜3時30分

あつまれ！放課後子どもクラブ｢マ
ジック工作会 へびさんちょっきん｣

午前11時〜正午

ピラティス

10月16日

ものづくり教室
｢ビー玉万華鏡｣

の一番の恩返しだと思います︒

コロナウイルスの終息はまだ全

く見えません︒これから先も短

くなったり︑無くなったりする

行事もあるはずです︒ で
｢ きな
い で｣終わらせず︑対策を考えて

で
｢ きる に
｣ 変えていく︒深い絆
がある私たち６年生の出番です︒

問合せ

市立図書館

10月18日

10月24日

きよみ野1 1

イベント

日

983･5500

時

開館時間／午前9時〜午後7時

☎982・5112、 981・5392

イベント

吉川市のワクチン接種と
自宅療養者支援

▼吉川市のワクチン接種もいよ

いよ最終段階︒ここまでスムー

ズに︑そしてスピーディーに接

種が進み︑希望する全ての方々

の予約が終わりを迎えようとし

ています▼吉川市ではまず医療

ライブラリーおはなし会

10月23日 〜10月31日

対象:小学生(小学2年生以下は
申込:電話または直接窓口へ
おはなし会はこちら

休館日】毎週

文学講座 「日本の古典を楽しむ
10月16日
-日本古典の王道 古今和歌集 の
午後2時〜3時30分
謎に迫る」

視聴覚ライブラリー

内容:Wordの文章入力や写真･イラスト挿入などを教わる
対象:パソコン入力できる方 持物:パソコン､筆記用具
場所:ミーティングルーム4 定員:5人
申込:10月4日 から電話または直接､窓口へ
場所:セミナールーム3
保護者同伴) 定員:8人

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)

政策室

従事者の方々から接種を開始し︑

次に年齢を細かく区切りながら

高齢者の方々の接種を進めまし

た︒その後︑基礎疾患をお持ち

の方や介護施設などの職員や妊

婦の皆さんへも優先的に接種を

行い︑また︑障がいを持つ方々

や保育等関係者の方々の早期の

集団的接種へのサポートも行い

ました︒さらに︑他自治体での

大型接種会場や職域での接種が

可能となるよう︑希望する方々

には︑年齢に関係無く接種券を

郵送しました▼高齢者接種の終

歳の接種を

歳︑その次

64 15

了後は︑夏休み中に接種が終わ

から

から

歳というように年齢

詳
細
場所:ミーティングルーム4 定員:20人 対象:中学生以上
かわ ぢ おさむ

申込:電話または直接市立図書館へ(講師:河地 修(東洋大
学名誉教授･同大学院客員教授))

場所:市立図書館カウンター前(23日
開館時間内 ※なくなり次第終了 ティングルーム4でも開催)

木売1-5-3

☎981･8113

【休館日】毎週
日

10月22日

時

午前11時〜11時30分

､24日

はミー

981･8114
詳
細
場所:4階多目的室 対象:未就学児とその保護者
定員:10組 申込:電話または直接､窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

中央三丁目50-4 ☎982･7717

982･7721

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】なし
※12･1月分の施設利用の調整会は書面にて行います｡利用希望者は予約希望票をお受け取りの上､10月19日 までに正面
玄関の受付箱にご投函ください｡10月25日 に日程表を正面玄関に掲示します｡
イベント

ぱれっとカフェ
<市立図書館共催>
ぱれっとシアター
コロナに負けるな！
ぱれっと健康チェック

日

10月16日

時

詳

細

午前10時〜正午

場所:玄関脇駐車場 内容:美味しいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！ ※飲み物は有料です

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:綾小路 きみまろ 爆笑！エキサイトラ
イブビデオ 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

午前9時〜正午

場所:集会室･多目的室 内容:健康チェックと健康体操
対象:市内在住60歳以上 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

10月24日
10月28日

あやのこうじ

木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広

広

告

告

かし︑そうした中でも︑感染者

数は増加︒埼玉県の施設である

草加保健所 管
( 轄は草加市・三郷

市・八潮市・吉川市 は
) 業務が
逼迫しており︑自宅療養者数も

増加していたことから︑９月３

日︑埼玉県へ要望活動を行いま

した▼要望内容は︑①草加保健

所へ吉川市職員を応援派遣した

い②現在吉川市が行っている食

料配達などの自宅療養者支援の

充実のために︑保健所だけが把

握している陽性者情報を吉川市

も共有させて欲しい③自宅療養

者の命を守るため︑また︑怪我

などの他の事案に対応する救急

車を確保しておくため︑酸素ス

テーションを埼玉県東部へ早急

に設置して欲しい︑などであり

︑い ず れ も 埼 玉 県 か ら は 前 向 き

な回答をいただきました▼依然

として楽観できない感染状況︒

今後も︑市民の皆さん︑関係団

体の皆さん

と力を合わ

せて対策を

広報よしかわ2021.10

るようにと

から

進めてゆき

ます︒

7

進め︑次に

は

区分を交差して接種を行い︑ワ

クチン数もしっかりと確保して

いたので︑予約ができないとい

う混乱も生じませんでした▼し

ワクチン接種の様子

60 12

私たちの小学校生活はまだま

だこれからです︒

卒業した後も在校生の皆さん

が真似したくなるような６年生

｢価値ある未来を､共に｣

18

おあしす･市民活動サポートセンター

Yoshikawa elementary school

本のリサイクル市

市長コラム

16

う毎日がこれからも続くと信じ

ていました︒

高学年となり︑在校生を引っ

張っていこうと楽しみにしてい

として︒

みんな おいで 吉川市 ｣
｢
さ とう
６年 佐藤 しずく

未来の吉川市をテーマに描きました｡
なまずが浮き出るようにタイルを一枚
一枚色を分けて丁寧にぬりました｡

た５・６年生︒新型コロナウイ

ルスの対策をしながら学校生活

を送ることになりました︒本当

であればたくさんの友達と触れ

合う場があったはずです︒短時

間で終わってしまった運動会や

林間学校︑無くなってしまった

ふれあいまつり︒いろんな友達

ともっともっと楽しみたかった

ことばかりです︒

今までとがらっと変わった生

活スタイル︒変わったのは私た

ちだけではありません︒先生方

や家族のみんなも大変な思いを

している様子を近くで何度も見

てきました︒

私たち６年生が元気な姿で卒

業する︒これが先生方や家族へ

SCHOOL LIFE

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

広報よしかわ2021.10
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公共施設からのお知らせ
よしかわファミリーサポートセンター

内容:賢く断捨離！ゴミの捨て方､分別の仕方(ゴミ分別
ハンドブックプレゼント)､劇(講師:マイバッグの会)

市のワクチン
情報はこちら

23
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厚生労働省ホーム

ＬＬブック

10月27日

図書館へ行こう！

午前10時45分〜11時15分

11

さまざまな人が楽しめるよう

子育てママのためのエコ講座
※予約優先

ＰＡＲＴ

午前10時30分〜正午

内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流しましょう♪今
月は海外の歌､ハロウィンゲーム､工作などを行います
対象:外国籍の方､国際結婚の方､国際交流に興味のある方
定員:5組

に︑内容を理解する助けとして︑

10月25日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

●吉川市での接種実績
・1回目接種回数 39,400回
・2回目接種回数 29,163回

りんごの棚

午前10時30分〜11時30分

内容:ぴこの森近くの公園で砂場や滑り台､ボールなど
のお外遊びを楽しもう♪ 対象:乳幼児とその保護者

りんごの棚 は︑スウェーデンの
イラストや写真︑記号を多く添
｢
｣
図 書 館で す
えた本のことです︒
｢べての子 どもたちに
読 書の喜びを 感じてもらいたい ｣ 点字図書

･29日

盛り上がった６つの点の組み

10月15日

内容:アレルギーに関する情報交換 対象:アレルギーに
興味がある･子どもがアレルギーの方など

という願いから始まりました︒

午前10時30分〜11時30分

細

合わせで︑文字や記号などを表

10月11日

詳

スウェーデンの図書館員が︑

そと☆ぴこじかん
※要予約

時

問合せ

アレルギーでもだいじょうぶ！
ひとりで悩まないで
※予約優先

祝 (10月30日除く)､10月4日

☎971･8865

●接種を希望する方は､お早めに予約を！
新型コロナウイルスワクチンは、現在、全ての対象者の
方が10月24日 まで予約可能です。それ以後の予約は、
実施曜日、予約受付人数ともに大幅に減少しますので、接
種を希望する方は早めのご予約をお願いします。

し︑指先で触れて読む文字を点

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

●クーポン券発送状況
市では接種対象のすべての方にクーポン券を発送し､予
約が可能となっております｡クーポン券が届かない方は、
吉川市ワクチン接種コールセンターへご連絡ください｡

特別なニーズのある子どもたち

中央子育て支援センター ぴこの森

9月12日現在の内容です｡

字といいます︒

①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

内容:身体測定､保健師･栄養士による発育･発達面の相談
対象:乳幼児とその保護者 定員:各回5組 持物:母子健
康手帳､バスタオル(0歳児のみ) 申込:電話または直接､
保健センターへ☎982･9803

11月15日

新型コロナワクチン接種のお知らせ

のためにつくられ たロンドンの

午前10時30分〜正午
午後1時30分〜3時

内容:情報交換しながら､楽しくおしゃべり 対象:最近吉
川市に引っ越してきた方､ママ友づくりしたい方
定員:7組 申込:電話または直接､窓口へ

点字図書の一部は︑ボランテ

10月28日

図書館を見学し︑感銘を受けまし

午前10時30分〜11時30分

た︒その時にロンドンの図書館に

10月22日

内容:大きな紙にクレヨンなどで､おうちではできないダイ
ナミックなおえかきを楽しみましょう♪ ※汚れても良い服
かなざわ み ち こ
装で参加してください(講師:金澤 美智子氏) 定員:7組
申込:電話または直接､窓口へ

ィアサークル て｢ん点 さ｣んにご協
力いただき作成されています︒

午前10時〜正午

マルチメディアデイジー

10月16日

詳
細
内容:パパだからできる育児やってみよう♪ 対象:1歳児
から未就学児までの子どもとそのパパ
申込:電話､メールまたは直接､窓口へ ※右記
QRコードからもお申し込みいただけます

文字や音声︑画像を同時に再

乳幼児相談(保健師が来ます)
※要予約

時

あったおもちゃのりんごが り｢ん
ごの棚 の｣由来となっています︒

ようこそ♡よしかわ(限定サロ
ン) ※要予約

日

･7日 ､11月2日

生できるデジタル録音図書のこ

かべもゆかも！らくがき王国！
※予約優先

祝 (10月9日･16日､11月6日除く)､10月4日

日時:11月6日
午後2時〜4時5分
内容:｢愛を積むひと｣

とです︒

パパサロン
※予約優先

☎983･5267

りんごの棚以外にもＡＶコーナ

イベント

美南4-17-3(美南小学校内)

定員:5組

ーに朗 読ＣＤ ・ＣＤ文 庫やレファ

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】

対象:乳幼児とその保護者

レンスカウンターに触って楽しめる

美南子育て支援センター 美南の風

場所:子ども室

布 絵 本 な ど ︑さ まざ まな 資 料 が

11月1日

午前10時15分〜11時

バリアフリー映画会
日本語字幕･音
声ガイド付き作品
を上映します｡

吉川市立図書館の児童コーナ

午前10時〜11時30分

場所:①東部地区公民館②旭地区センター 対象:乳幼児
とその保護者 定員:①6組程度②8組程度

あります︒ ぜひご活用ください︒

①10月28日
②11月18日

ーにあるりんごの棚にはこんな

子育て応援ひろば(簡単工作と子
育て相談) ※要予約

984･6378

資料が置いてあります︒

出前講座｢なかよしタイム｣(体操
や読み聞かせ､工作など) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
①10月21日 ､11月 場所:子ども室 内容:遊びの提供(午前11時から①③先
輩ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談会)
②4日 ③25日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜
場所:子ども室
対象:1歳未満の乳児とその保護者
10月27日
定員:5組
持物:バスタオル
午前10時30分〜11時30分
祝

さわる絵本

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

手で触って本を読むことができ

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

【休館日】
日

細

場所:①おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と
講習会(①は利用会員の入会説明会のみ) 定員:10人程度
(託児あり ※要予約)【協力会員･両方会員､大募集中！】

るように工夫された絵本です︒

午前9時30分〜午後0時30分
(利用会員は午前11時まで)

詳

984･6378
大活字本

①10月30日
②11月11日

子育て支援センター ひまわりの丘
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

時

☎･

小さい文字が読みづらい方の

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

ために︑文字の大きさや行間な

イベント

【休館日】
日

どを調整した本のことです︒

開館時間／午前9時〜午後5時

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

不審な電話などにはご注意を！
新型コロナウイルス感染症
に係るワクチン接種のために必
要とかたり､金銭や個人情報を
だましとろうとする電話に関す
る相談が消費生活センターへ
寄せられています｡
市がワクチン接種のために金銭や個人情
報を電話･メールで求めることはありません｡
・｢予約代行する｣と市役所職員を名乗った
人が自宅に訪ねてきた
・｢金銭を払えば予約代行する｣
などのワクチン接種の予約代行に関する相
談事例が見られます｡｢金銭の支払｣や｢個人
情報の提供｣を行う際には､十分ご注意くだ
さい｡
困ったときは一人で悩まず､消費生活セン
ター☎982･9697または消費者ホットライ
ン☎188へご相談ください｡

ページはこちら

広報よしかわ2021.10
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○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

子どもが産まれて間もなく､訪問にいらした保健師さんに子育て支援センターを紹介していただきまし
た｡紹介していただいたその日に､保健師さんに連れられて利用した覚えがあります(笑)
今思うと利用のきっかけを作っていただきとてもありがたかったです｡初めは知り合いもいない中､｢子
育て支援センターって何をするところなんだろう？｣と不安もありましたが､保健師さんが連れ添ってくだ
さったことと､いざ行ってみると､同じくらいの月齢のお子さんを持つママさんパパさんがたくさんいらっ
しゃってすぐに馴染むことができました｡
今では週に3から4日ほど利用しています！

子育ての不安が減り
ました！

美南5-3-1

☎981･6811

983･1865

その他の

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､10月12日
こちら
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館時はマスクを必ず着用してください｡また､体温が37.5度を
超える方は入館できません｡その他､児童館の利用については､市ホームページでご確認ください｡
プラネタリウムイベント
日
時
詳
細
(10月30日･31 内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
毎週
日除く) 午後3時〜3時50分､ 星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同
プラネタリウム
毎週 午前11時〜11時 伴) 定員:15人(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円
50分
内容:｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣､
赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､プラネタリウムを
ベビーもいっしょ♪家族でプラ 10月24日
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
午後2時〜2時35分
ネタリウム(途中入退場可)
定員:10組(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円(3歳未満は無料)
内容:｢劇場版ポケットモンスター ココ｣(99分)
10月30日
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:25人 申
プラネタリウム映画鑑賞会
午後2時〜
込:10月24日 から28日 までに電話または直接､窓口へ

アロマが香るプラネタリウム
おおぬま ゆき の

ひろかず

大沼 雪野さん･博和さんと
梓咲ちゃん(1歳5カ月)

10月31日

午後3時〜3時45分

内容:｢オレンジスイート｣のアロマに包まれながら､癒やし
の映像と音楽で心地よい空間を楽しめます
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:15人(30分
前から窓口にて整理券を配布)

あず さ

未就園児向けイベント

まだ支援センターを
利用したことのない
方へひとこと

私も初めて利用をした時は

不安でいっぱいでしたが︑足

を運んでみると親しみやすい

空間で︑すぐに馴染むことが

できました︒

また︑子育て支援センター

を利用することで︑子どもの

2で控えたIDと
パスワードを入
力してログイン
します｡

イベント・相談当日

定期的に消毒を実施

感染防止対策実施中

入場人数の制限

毎日１時間ごとに施設内と

おもちゃの消毒を実施してい

吉川市子育て支援センター・

中央子育て支援センターは５

ます︒おもちゃの消毒には殺

広報よしかわ2021.10

組まで︑美南子育て支援セン

5

利用名簿の記入

菌庫も活用しています︒

・５３９２

981

２から５ページのお問い合わせ

子育て支援課☎ ・９５２９︑

982

手指の消毒･手洗い

ターは７組までの入場制限を

入室時の検温

設けています︒

ご協力をお願いします

生活リズムを作れたり︑ 子ど

｢パパサロン｣が開催されています｡

もの人見知りが軽減したりと良

そこで月１回程度､パパ限定のイベント

いことがたくさんあります︒

が現状です｡

ぜひ一度︑近くの子育て支

用ができますが､ママさんの利用が多いの

援センターへ足を運んでみて

ください︒

子育て支援センターは､ママもパパも利

子育て支援センターの利用

を始めて一番の変化は︑子育

てに対する不安の軽減です︒

今の時代︑インターネットで

検 索 を す れ ば ︑ 子育ての一般

的 な 情 報 は 手 に 入 り ま す ︒で

も︑それが全て自分の子ども

にも当てはまるとは限らない

と思うんです︒その中で︑実

際に先輩ママさんから個別具

体的なアドバイスをいただけ

るのは本当にありがたいなと

思っています︒

パパサロンやってます

児童館ワンダーランド

わくわくらんど
おはなしらんど

10月21日

びりびりらんど

10月22日

ワンダーサーキット

10月27日

おえかきらんど

11月2日

抱っこでHappy子育て
ベビーダンス講座

イベント参加
個別相談
開始！

スポーツランド
天体観望会
(雨･曇天時は中止)

月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

時

午後2時〜2時30分
午前11時〜11時30分

午前10時30分〜11時30分
午前11時〜11時40分

んか(講師:栁 由美子氏) 対象:市内在住の3カ月〜1歳の
乳児(首がすわっていること)とその保護者 定員:15組
持物:抱っこ紐 申込:10月30日 から11月6日 までに電
話または直接､窓口へ

午前10時〜11時

時

毎週

午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

10月23日

①午後6時30分〜8時
②午後7時30分〜8時30分

10月31日

午後1時30分〜2時30分

11月5日

み ゆき

び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
定員:15組(20分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者
多数の場合は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ
う♪二人乗りも楽しめます(15分入れ替え制)
定員:各回12人 持物:室内用運動靴
内容:お絵かきや工作､手遊びなど親子のふれあい遊びを
楽しみます｡専門員のよろず相談つき 定員:6組(20分前
から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合は抽選)
内容:赤ちゃんを抱っこして､パパもママも一緒に楽しめる
ベビーダンス｡心地よい音楽とリズムでリフレッシュしませ
やなぎ ゆ み こ

11月10日

日

詳
細
内容:読み聞かせや簡単な工作､ミニゲームなどのふれあ
い遊び 定員:6組
内容:絵本の読み聞かせや親子のふれあい遊び
定員:6組
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズム遊
い が らし

午前10時30分〜正午

その他のイベント
ワンダー宿題レスキュー隊

イメージ画像

日

毎週

午前10時〜11時30分

詳
細
内容:学校の宿題や分からない勉強を先生が優しく教えて
くれます｡ひとりでも､お友だち同士でも大歓迎！
対象:小学生
持物:宿題やドリル､筆記用具
内容:｢スポーツ鬼ごっこ｣を体験しよう♪
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物

内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣､今夜の星空解説､木星
と土星の観望②今夜の星空解説､木星と土星の観望
対象:3歳以上(中学生以下は保護者同伴) 定員:各回15人
申込:10月16日 から20日 までに電話または直接､窓口へ
費用:①市内無料､市外200円②無料 持物:室内履き
内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボードゲームで
対戦しよう！初めての人でも大歓迎♪ 対象:小学生〜中学生
内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃを直します
費用:部品代がかかる場合あり

広報よしかわ2021.10
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お知らせ 市で実施するイベントなどについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため､市が行うイベントなどを一部中止しています｡状況に応じて開館時間など
も変更する場合がありますので､最新の情報は市ホームページでご確認ください｡

中央公民館

新型コロナウイルス関連情報 ⇒

保577

☎981･1231

983･1864

まず︑美南子育て支援セン

次に中央子育て支援センタ

ーですが︑利用した時の第一

ターは︑部屋の中で赤ちゃん

子育て支援センターを利用

してオンライン交流を開始し

新たな親子のつながりの場と

子育て支援センターでは︑

し︑約

の つ｢ながり♥タイム は｣︑昨
年度初めてオンラインで開催

毎年行っている３拠点合同

組の方にご参加いた

だきました！

ています︒

オンラインでは︑子育て支

っかり控えておきましょう！

20

オンラインイベント
個別相談へアクセス！

援センターで実際に行ってい

したことがない方でも気軽に

がメールで送られてきます｡し

のスペースがしっかりと区切

印象は 自｢由 で｣す︒赤ちゃん
のスペースが広くとってあり

るイベントに参加できたり︑

ご参加いただけますので︑ぜ

参加に必要なIDとパスワード

られているので︑まだ動けな

最近では新型コロナウイル

ま す が ︑ 他の年齢のお友達も

個別相談を実施しています︒

ひ利用してみてください！

内容:音楽に合わせて楽しく水中運動♪体への負担も少な
く､効果的な健康づくりを体験しませんか？
対象:市内在住･在勤･在学の方(16歳以上)
定員:40人 費用:施設使用料のみ

申し込みが完了すると当日の

い寝返りやお座りの時期でも

ス感染症の感染拡大などで外

出入りしやすい作りになってい

また︑オンライン限定のイベ

了させます｡

安心して利用できました︒

に遊びに行くのが少し怖いで

るので交流がしやすいです︒お

ントもあります︒

必要事項を入力し､申し込みを完

安心して
利用しています！

すが︑子育て支援センターに

部屋自体がそこまで広くない

午前11時〜(50分間)

ついては入室の人数が制限さ

10月23日

ので︑子どもに目も届きます

広報よしかわ2021.10

から申込フォームへアクセス｡

参加用ＩＤとパスワー
ドを控える

25

QRコードや､市ホームページなど

☎981･6452

開館時間／午前10時〜午後9時(入れ替え制のため､休憩時間中は入水できません) 【休館日 10月18日
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､各利用時間帯につき40人の先着順での利用となります｡
※イベントなどの開催のため､毎週 (10月18日除く)午後1時〜3時､毎週
午前10時〜正午､10月23日 午後7時〜9時､
10月24日 終日
日
時
イベント
詳
細
内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理なく
新教室開始！
10月14日
効果的な有酸素運動を楽しめます 対象:市内在住･在勤･
アクアジョギング＆エクササイズ 午前11時〜(50分間)
在学の方(16歳以上) 定員:40人 費用:施設使用料のみ
アクアビクス
(水中での健康体操)

れていて密が回避できたり︑

上笹塚1-79-1

し︑仕切りがなくても安心し

10月12日 午後6時30分〜・ 対象:高校生以上 定員:各回15人
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴
23日 午後1時〜

知らせ｣記載の､イベントごとの

オンラインイベント
個別相談参加の流れ

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

広報よしかわ｢公共施設からのお

参加申し込み

内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も大歓
迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
対象:4歳以上 費用:年会費3,000円(児童･生徒2,000円)､
下半期会費1,600円(児童･生徒1,100円) ※体験参加(有
料)もできます 持物:動きやすい服装､室内用運動靴

10月16日 ･30日

屋内温水プール

定期的に消毒も行っていただ

･19日

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

午前9時〜正午
(準備･片付け含む)

て利用できます︒

細

いているので︑とても安心し

詳

最後に︑吉川市子育て支援

休館日 10月18日

て利用しています︒

時

センターは︑開放的で動ける

日

スペースがとても広いので︑

イベント

ハイハイし始めてからは特に

983･1867

よく利用しています︒また︑

☎982･6800

保育士の先生が常駐している

上笹塚1-58-1

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)

ので︑育児のことなど幅広く

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
午前10時30分〜11時30分
費用:100円 持物:大判タオル､飲み物 申込:10月5日
(10分前から入室可)
午前8時30分から電話でのみ受け付け

10月27日

公民館フィスティバルについて
令和 3 年度公民館フェスティバルは中止となりました｡

総合体育館

三つの拠点の
おすすめポイント

ゼロママ集まれ！〜赤ちゃんと
ママのふれあい♡ピラティス〜

場所:303･304 対象:2歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:10月19日 までに電話でのみ受け付け

相談ができて助かっています︒

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

市内に子育て支援センター

10月20日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

かず さ

は三つあります︒実は三つと

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

詳
細
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:10月18日 までに電話でのみ受け付け

も利用したことがあるのです

10月19日

1歳児サロン
わんわんクラブ

時

み のぶ

が︑それぞれ利用してみた印

日

イベント

お だ

小田 美暢さんと一颯くん(11カ月)

象をお伝えします︒

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)
【休館日】
なし 図書室は毎週
平沼･美南･東部地区公民館:なし
会場調整会は下記のとおり実施します
①中央公民館会場調整会(令和4年1月分各会場､令和4年5月分ホールおよびロビー)
日時:10月21日 午前8時30分〜22日 正午(ただし､21日 は午後5時まで) 申込:電話またはファクス
②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(令和4年1月分各会場､令和3年12月分特別教室)
日時:10月22日 午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで) 申込:電話またはファクス
【共通事項】
申し込みは先着順ではありません｡他団体と重複したときは厳正なるくじ引きにより決定します｡希望場所が確保でき
なかった団体のみ､10月23日 正午までに各公民館から電話連絡をします｡
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館･イベント参加時はマスクを必ず着用してください｡また､イベント参加時は
氏名･連絡先を記入していただきます｡体調不良の方は参加できません｡

利用者の声お届けします

美南に住んでいた頃､近所をお散歩している時に偶然､美
南小学校内に子育て支援センターがあることに気付きまし
た｡立ち寄ってみると､赤ちゃん向けのイベントを案内して
いただきました｡そのイベントがとても楽しかったというこ
ともあり､それ以降も時間がある時にふらっと立ち寄ってみ
たり､お目当てのイベントを予約して参加したりと､週1から
2日ほどのペースで利用しています｡

子育て支援センターを実際に利用している方に利用のきっかけや︑
普段の利用などについて伺いました︒

公共施設からのお知らせ

広報よしかわ2021.10
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みんなのひろば

親子でほっとできる
出会いの場

文化･趣味･スポーツなどの市民活動の情報を掲載しています。
詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

仲間を募集

市内サークル・団体の会員募集
日本熊森協会埼玉県支部小ぐまクラブ

子育て支援センター
つなげる支援

核家族化や地域のつながりの希薄化が進んでいることなどから､子育てが孤立化し､必要な支援とつながる
ことができず､子育て世帯の不安･負担が増えているといわれています｡
そこで､吉川市では地域における子育て支援の充実を図るべく､親子が気兼ねなく集い､つながり合うことの
できる場として子育て支援の拠点づくりを進めてきました｡
また､新型コロナウイルス感染症の影響により外出の自粛が広く呼び掛けられ､ますます地域の交流の場へ
足を運びづらくなっています｡そのような状況に対応し､市の｢子育て支援センター｣では､オンラインでのイベ
ント開催や､相談の受け付けなどを行い､子育て世帯を応援しています｡
今回の特集では子育て支援センターでの取り組みについてご紹介します｡
吉川市は SDGs を推進しています

日時:10月22日 午後1時〜3時
場所:清浄寺(木売2-20-5)
内容:生き物あふれる豊かな森を全生
物と次世代に残すため活動しています｡
豊かな森を守る仲間になりませんか？
対象:市内在住の方
い とう
問合せ:伊藤☎080･1214･1651

With ゆう
やさしいヨーガ
日時:毎週 午前9時30分〜10時30分
場所:美南地区公民館
対象:女性
費用:1回500円(初回体験無料)
持物:運動のできる服装､飲み物
なが み
申込･問合せ:ショートメールで永見へ
☎090･2751･5108
英会話サークル･ジュネック

市内3カ所！
子育て支援センター
マップ

吉川市子育て支援センター(ひまわりの丘)

市内の子育て支援センター､実はあなたの身近
にあります｡確認してみましょう！

催し・イベント

市民交流センターおあしす2階

社会福祉協議会

日時:毎週
午後1時〜3時
場所:おあしす2階
対象:初級･初心者
費用:月会費2,000円
申込･問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

中央子育て支援センター(ぴこの森)

市内サークル・団体のイベント
NPO法人たすけあい･よしかわ
タグラグビー交流会(当日参加可)
日時:10月10日 午前10時〜11時30分
場所:永田公園
対象:市内在住の小学生
持物:動きやすい服装､飲み物
問合せ:事務局☎971･6969

○定員を設けているものは､原則先着順です。
○費用の記載がないものは原則無料です。
○申し込みの記載がないものは､当日直接会場へお越しください。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
日時:10月13日 午前10時30分〜11時30分
場所:中央公民館303･304
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2カ月から7カ月までの第1子と親
定員･費用:7組･100円
持物:大判タオル､飲み物
しま だ
申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
介護者カフェ｢とことこ｣

NPOフォーユー研究会
日時:11月14日 午後2時〜5時
場所:越谷サンシティポルティコホール
内容:教育･不登校フォーラム2021〜
世界が変わろうとしている 新しい教育
のかたち〜
対象:教育に関心のある方､保護者
定員:150人
お の だ
申込･問合せ:小野田☎983･5125

日時:10月15日 午後1時〜3時
場所:シニア活動センターぱれっと
田中穂波選(吉川短歌会提供)
内容:介護をしている人同士悩みなど
語り合いましょう｡
バイクに乗り転倒続けば不便でも免
定員･費用:10人･50円
許返納の決心をする
ふじ い
こ
よね やま
問合せ:米山☎090･7189･9738
藤井ヤス子
中川に釣り糸垂れる人みれば亡き父
埼年協吉川分会映画愛好会
しの
映画鑑賞会｢ジャンヌダルク｣(158分) 偲ばる秋の夕暮れ
えのもと
ひさ こ
日時:10月16日 午後1時〜
榎本 壽子
おも いし
場所:中央公民館ホール
夫の使う鉄アレイ重石に丁度よし白菜
対象:埼年協会員､入会希望者
漬けし上に乗せおく
えのもと み ち こ
定員･費用:80人･100円
榎本美知子
おおはら
問合せ:大原☎090･6948･0346
自治会の行事は全部中止との回覧板
まわ
がむっつり廻る
よしかわ憲法サロン
おおひら
あけ み
｢道徳教育と愛国心その2｣
大平 明美
日時:10月16日 午後1時30分〜4時 幼き日五つのマークの浴衣着て友と
場所:おあしすセミナールーム3
踊りし五輪音頭よ
く ぼ
え
費用:200円
久保よし江
たか はし
問合せ:高橋☎090･9951･1958
連休に娘と過ごせばなにやかや手助
けくれる頼もしきかな
ミルトスの会
なが せ
こ
依存症自助グループ
長瀬かつ子
日時:10月30日 午後2時〜4時
場所:サンライズクリスチャンセンター
みさと吉川教会
内容:アルコールや薬物､ギャンブルなど
の依存症で悩む方の回復を目指します
対象:依存症に悩む当事者の方
定員:10人
費用･持物:200円(資料､茶菓代)･筆記具
かね こ
申込･問合せ:金子☎080･5021･1792

吉川短歌

吉川団地名店街内

美南子育て支援センター(美南の風)

吉川市立美南小学校内
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シャッターチャンス

このコーナーでは市のさまざまな情報を
写真で紹介します。

恒久平和への祈りを込めて

知っていますか？
子育て支援三つの拠点
｢子育て支援センター｣では､イベントなどを通じ､親子でさまざ
まな体験ができたり､子育ての情報(地域､幼稚園､保育所など)や
ヒントを得られたり､いろいろな考えに出会い自分流の子育てを
見つけることができます｡ここでは市内にある3カ所の子育て支援
センターをご紹介します｡

8月2日から16日､市役所コミュニティルームおよび展示コーナーで､平和パネル展と平和祈念企画展｢戦時下のく
らし｣を開催しました｡原爆の悲惨さを伝えるパネルや戦時中の金属供出により本来金属製であったものが陶器製
になった日用品､戦時中に発行されたお金などを展示しました｡終戦から76年もの歳月が流れようとしていますが､
今も世界の中では争いが絶えません｡平和で豊かな社会を築き次の世代に引き継いでいくため､改めて戦争の悲
惨さや平和の尊さについて考える機会となりました｡

パラリンピックの聖火がやってきた！

世界に一つだけの万華鏡

下記の開室時間は平常時の時間となります｡現在はコロナウイルス感染拡大防止のため開室時間を
午前10時から正午､午後1時から3時とし､昼食も中止しています｡
※イベント開催日や休日などの詳細は広報よしかわ｢公共施設からのお知らせ｣または市ホームページでご確認ください｡

吉川市
子育て支援
センター
子育て遊ぼう講座の様子

市の保育士が常駐しています！子育てのこと､お子さんの発達面のことなど､お気軽に
ご相談ください｡お子さんや保護者同士のふれあいや遊び場の提供､ファミリー･サポート
･センターの事務局､子育てサークルの無料利用証発行などを行っています｡愛称は｢ひま
わりの丘｣です｡ぜひ遊びに来てください｡
子育て読み聞かせ講座の様子

〒342-0058 きよみ野1-1
市民交流センターおあしす2階
984･6377
〜 (おあしす休館日(第1･3
除く)) 午前9時〜午後5時

8月19日､東京2020パラリンピックの聖火が吉川市を訪
れました｡イギリスのストーク･マンデビルと全国700カ所
以上で採火される炎から生み出される聖火は､｢Share
Your Light(あなたは､きっと､誰かの光だ｡)｣をコンセプト
に､パラリンピックへの期待や祝祭感を高めてくれました｡

なるほど！

S DG

8月20日､家庭教育講座｢科学実験｣を開催しました。吉
やま だ よういち
川さいえんすクラブの山田 陽一先生に｢万華鏡づくり」
を教わり､鏡を貼り合わせて一から組み立てに挑戦しま
した。何度ものぞき込んで確認し､きらきら不思議な模
様の万華鏡が完成しました。

S

小さなことから
コツコツと

2015年の国連サミットで採択された､2030年までに達成を目指す国際目標です。貧困や
気候変動などの世界的な課題を解決するために、
｢誰ひとり取り残さない｣という理念のもと､
17の目標と169のターゲットが設定されています。

目標 3
すべての人に
健康と福祉を

世界の人口の半数が基礎的な医療保険サービスを受けられていない
医療制度が整っていなかったり､医療費がすべて自己負担であったりと､基礎的な医療保険サ
ービスを受けられない人は､世界人口の約半数に上ると言われています。
日本での課題
日本では医療保険制度が整っていますが､少子高齢化のさらなる進行によって､病院にかかる
人が増える一方で､医療費を負担する世代が減ると､制度が保てなくなる恐れ
介護予防には
があります｡医療費を増大させないために､健康上の問題がなく日常生活を
なまらん体操
がおすすめ！
送ることができる｢健康寿命｣を延ばすことが重要となっています｡
私たちにできること
一人ひとりが健康意識を高め､健康診断や検診を定期的に受けたり､運動
の習慣化や食生活の改善などを行うことで健康的な暮らしを目指しましょう｡
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中央
子育て支援
センター

先輩ママスタッフが元気いっぱいに運営しています｡たくさんの本を揃えた本棚や洋服
のおさがり交換コーナーもあります｡困ったこと､相談したいことがあれば気軽にお声掛
けください｡近くの公園で遊ぶ｢そと★ぴこじかん｣もおすすめです！
皆さんのご利用をお待ちしています｡

〒342-0054 吉川団地1-7-106
吉川団地名店街内

ハローサロンの様子

971･8865
〜 (不定期で
イベント開催あり
(月1･2回程度))
午前10時〜午後3時

美南
子育て支援
センター
パパサロンの様子

先輩ママスタッフが一緒に遊んだり､相談に乗っています｡市内の子育て情報や､地域の
情報を知っていただけるよう情報発信に力を入れています！3カ所の子育て支援センター
の中で一番広いため､赤ちゃんも安心して遊ぶことができます｡プレママ､プレパパさんも
大歓迎です！
〒342-0038 美南4-17-3
吉川市立美南小学校内
983･5267
〜 (不定期で
イベント開催
あり(月1･2回程度))
午前10時〜午後3時
広報よしかわ2021.10
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フォトコンテスト入賞作品を発表します
広報

10

吉川の魅力が詰まった入賞作品が決定！

写真を通じて吉川の魅力を発見･発信するため､よしかわ観光協会フォトコンテストが開催され､厳正な審査
の結果､入賞作品12点が決定しました｡
問合せ:商工課☎982･9697､ 981･5392



テーマ : 吉川の四季
毎月1日発行
No789

観光協会会長賞
い とうりょうへい
晩秋の夕暮れ(伊藤 亮平)
優秀賞
おか み よしあき
明日は晴れ(岡見 至朗)
い とう てつ ひで
夜あけ(伊東 徹英)
入選
永田公園 きよみ野富士のダイヤモンド富士
は が しんいち
(芳賀 伸一)
つなしま さかえ
米一粒でも多くと願いつつ(綱島 栄)
わかばやしよういち
秋の夕焼け(若林 洋一)

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

観光協会会長賞 ｢晩秋の夕暮れ｣ 撮影者:伊藤 亮平さん

【今月の表紙】
この写真は､よしかわ観光協会フォトコンテストで、最優秀賞にあたる
観光協会会長賞を受賞した伊藤 亮平さんの作品です｡
※2022フォトカレンダーの販売については裏表紙をご覧ください｡

最新情報はこちら

●滞納整理強化月間

●9月1日現在の人口

●マイナンバーカード夜間休日窓口

総人口 73,247人（＋13人）

夜間:10月20日 午後5時〜7時30分

県内63市町村と県では､12月ま

男

36,583人（＋1人）

休日:10月3日 ､11月7日 午前9時〜正午

でを｢滞納整理強化期間｣と定め｢ス

女

36,664人（＋12人）

場所:市民課

トップ！滞納｣を合言葉に徴収対策

世帯数 31,326世帯(＋13世帯)

持物:交付通知書をご確認ください

を進めていきます｡納期限までの納

●8月の災害･救急出動件数

●公的年金所得に係る市県民税･国

付が困難な場合はご相談ください。

火災0件(11)､救急317件(1974)

民健康保険税は公的年金から天引

●8月の事故件数

問合せ:収納課☎982･5113､

き(特別徴収)します ※今年度から

981･5392

交通事故12件(83)､負傷者14人

新たに対象となる方は､10月支給分

(92)､死者0人(0)

●10月の納期
（11月1日 ）

から天引きが始まります｡

○市県民税

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

対象:65歳以上で一定の要件を満た

○国民健康保険税

●市民サービスセンター休館日

す方

○介護保険料

毎週

問合せ:課税課☎982･5114､国保

○後期高齢者医療保険料

問合せ:駅前市民サービスセンター☎981･8111

年金課982･9538､ 981･5392

第3期
第4期

第4期
第4期

告

新型コロナウイルス

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ

広

※広報よしかわ10月号は令和3年9月22日時点の情報をもとに作成しています｡

日程･場所:10月29日 〜12月6日 ･イオンタウン吉川美南

告

6ページの他､最新の情報は市
ホームページでご確認ください｡

入賞作品は2022年よしかわフォトカレンダーとして販売します
発売日:10月12日
形式･価格:壁掛けタイプ(A3版7ページ両面)､卓上タイプ(A5版7ページ両面)･各700円
販売場所:よしかわ観光協会事務局(商工課内)､ラッピーランド､二合半堂まつざわ煎餅､
和菓子司まるしん､十八屋､カフェミカン
フォトコンテスト展示会を行います
応募いただいた95点すべての作品を展示します｡

広

新型コロナウイルスワクチンの
接種を進めています

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため､掲載イベントが中止
となる場合があります。
最新情報は市ホームページでご
確認ください。

編集：政策室 ☎048・982・5111、 048・981・5392(代表)
yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jp

よしかわ観光協会フォトコンテスト

い とうりょうへい

カレンダー賞
し みず ひろし
草原に想う(清水 博)
あさ み よしひろ
うさぎ雲(浅見 義宏)
あきもと いく み
吉川の夏景色(秋本 育海)
まるやま のりよし
夕暮れのひととき(丸山 典良)
わたなべ つよし
夕暮れの富士と水管橋(渡邊 毅)
まるやま のりよし
Spring Symphony(丸山 典良)
※すべての入賞作品は観光協会ホーム
ページからご覧ください｡

｢広報よしかわ｣の音声版を､朗読サークル
きんもくせいの協力で作成しています。

吉川市
ホームページ▶

吉川市公式
YouTubeチャンネル▶

吉川市公式
Twitter▶

