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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