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吉川市パートナーシップ宣誓制度が始まります

広報
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市では､多様性を認め合い､すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指しています｡
性的指向や性自認に係る性的少数者の方たちの生きづらさや困難を軽減し､自分らしく暮らすための一助にな
ることを目的に｢パートナーシップ宣誓制度｣を令和4年2月1 から開始します｡
この制度は､お互いをかけがえのない存在として､共に生きるパートナーシップの関係にあることを宣誓し､市
では､お二人の関係性を証明する｢宣誓証明書｣などを交付します｡

 

毎月1日発行
No791

問合せ:庶務課☎982･9458､

宣誓できる方

性的少数者って？

双方または一方が性的指向や性自認に係る性的少
数者の2人が次のいずれにも該当すること

たり､｢性的指向｣が同性に向いたりする人のことです｡
なぜ｢少数者｣という言葉が用いられるのでしょうか｡
私たちの社会には｢男性は女性を好きになる｣｢女性は男
性を好きになる｣ことを｢前提｣とする考え方や､｢戸籍の性｣
と｢性自認｣が一致した状態を｢当たり前｣だとする考え方
が浸透しています｡
それ以外を受け入れない排他的な考えが､性的少数者の
生きづらさにつながっています｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●11月1日現在の人口

●市民課からのお知らせ

の固定資産税額が変わります｡また､

総人口 73,204人（-48人）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

住宅やアパートなどの敷地には住宅

男

36,542人（-37人）

夜間:12月15日 午後5時〜7時30分

用地の軽減措置が適用されるため､

女

36,662人（-11人）

休日:12月5日

土地の固定資産税額も変わる場合

世帯数 31,346世帯(＋7世帯)

､令和4年1月9日

午前9時〜正午

があります｡12月末までに建物の新

●10月の災害･救急出動件数

持物:交付通知書をご確認ください

築･増築･取り壊しをした場合は､届け

火災0件(13)､救急277件(2486)

②コンビニ交付サービスの一時休止

出をお願いします｡(法務局に登記を

●10月の事故件数

日時:12月29日

された場合､届け出は不要です)

交通事故5件(101)､負傷者5人

日 終日

(117)､死者0人(0)

問合せ:課税課☎982･5115､ 981･

問合せ:市民課☎982･9692､ 981･

5392

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

5392

●市民サービスセンター休館日

●12月の納期
（令和4年1月4日 ）

●新築･増築･取り壊しの届け出を

○固定資産税

12月･年末年始の休館日は4ペー

〜固定資産税のお知らせ〜

○国民健康保険税

ジをご覧ください｡

〜令和4年1月3

建物(車庫や物置などを含む)の
新築･増築･取り壊しをすると､建物

○介護保険料

第3期
第6期

第6期

○後期高齢者医療保険料

第6期

木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広

広
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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

吉川市は SDGs を推進しています

性的少数者とは｢戸籍の性｣と｢性自認｣が一致しなかっ

(1)民法で規定する成年に達していること
(2)双方または一方が､市内に住所を有していること
(3)双方に配偶者がなく､宣誓に係る相手方以外の者
とパートナーシップの関係にないこと
発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

障がいのある人とない人がお互いに尊重し支え合う
｢共生社会｣の実現を目指して

981･5392

令和3年度｢障害者週間のポスター｣ 出典:内閣府
※広報よしかわ12月号は令和3年11月22日現在の情報をもとに作成しています｡

新型コロナウイルス
最新情報はこちら

｢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
大きなバルーンが完成♪

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。

働く障がいをお持ちの方に聞いてみました！
きむら

満開のコスモス畑

こうへい

木村 昂平さん(勤続年数:8年)
市外のスーパーで働いていてカートやリサイクル品の回収､フロア清掃､接客などを行っています｡心掛け
ていることは､元気に大きな声であいさつすること､店内がきれいに保てているかを常に意識すること､商品
の取り扱いを十分に注意することです｡コロナ禍で家庭ごみが増えリサイクル回収が多かった時は大変でし
たが､お客様から｢ありがとう｣と言われた時や自分の顔を覚えてくれて､声をかけられた時はうれしかった
です｡働く上で基本となるあいさつは大きな声ですること､困りごとがあったら一人で抱えず支援者や職場
の方にすぐに相談することが長く働き続ける秘訣です｡
しみず のぞみ

清水 望さん(勤続年数:1年6カ月)
9月から12月に開催のライフキッズスポーツクラブで
は､未就学児の子どもたちがお父さんお母さんと一緒
に楽しく体を動かしています｡楽しい体操から始まり､体
育館を走り回ったり大きなバルーンを使って遊んだりと､
常に笑顔があふれてとてもにぎやかな様子でした｡

たくさん歩いてチャレンジ！

市民農園東の堤防近くには､訪れた人が美しい景観を
楽しめるように船渡内転作組合と船渡内自治会の皆さ
んが丹精込めて育てた約1ヘクタールのコスモス畑が
広がっています｡コスモスまつりは中止となりましたが､
コスモスの摘み取りを存分にお楽しみいただきました｡

私は公共施設で働いていて､職場に届いた郵便物の仕分けや各部署への配布､また印刷やシュレッダーな
どを行っています｡機械操作をするときには､けがをしないようにすることや集中してやるように心掛けて
います｡特に月曜日は郵便物が多く仕分けや配布が大変ですが､ミスなくできたり､失敗せずできるとうれし
いです｡最初は働くことに不安がありましたが､分からないことがあったら周りの人に聞くと丁寧に教えて
くれるので､今では安心して仕事をしています｡

地域が主体！避難所開設運営訓練

Ｈさん(勤続年数:3年)
私は市内の郵便局で働いていて郵便物の仕分けや転居情報の入力､書類チェックを行っています｡ミスのな
いよう確認を徹底することを心掛けています｡郵便局ということもあり､年末年始は年賀状の仕分けなどが
多く大変ですが､徐々に仕事を任されてきたときはうれしかったです｡仕事は毎日のことなので規則正しい
生活をすることや､困ったときにすぐに相談できるようにすれば何も心配はないと思います｡

11月3日､ライフ･チャレンジ･ザ･ウォークが開催され
ました｡約600人の参加者が美南地区の公園を回り、
ゲ
ームやクイズを行いながら楽しく歩きました｡｢初めて
の場所を知ることができた」
「家族で楽しく歩くことがで
きた」
など参加した皆さんに満足していただきました｡

11月14日､減災プロジェクトin旭小学校区を旭小
学校､旭地区センターの2会場で開催しました｡当日
は､避難者を受け入れるための｢避難所開設訓練｣の
他､感染症対策を踏まえた｢受付訓練｣や｢防災資機
材の組立訓練｣などを実施しました｡

障がい者就労支援センター｢レゴリス｣
｢働いてみたけど､長続きしない｣｢自分にできる仕事が分からない｣など､働くことについて不安なことも
あるかと思います｡そのような悩みを解決するため｢障がい者就労支援センター｣を設置しています｡お気軽
にご相談ください｡
対象:市内在住で､身体･知的･精神障がいなどがあり､原則障害者手帳をお持ちの方

消費生活センターからのお知らせ｢くらしの110番 心当たりのない当選に注意！｣

利用料:無料

【事例】宝くじ3億円が当選したというメールが届いた｡当選金を送金するための手数料としてポイント購入が必
要で､今回は特別に1万円でよいとのこと｡指示通り電子マネーで支払った｡その後も同様の費用を繰り
返し請求され､結局総額350万円支払ったが､3億円は受け取れないままだ｡
【アドバイス】①応募していない宝くじや懸賞が当選したというメールは､信用しないようにしましょう｡
②個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあるので気を付けましょう｡
③メールなどがしつこく送られてくる場合は､携帯電話会社が提供しているメールブロックサービス
の利用やメールアドレスの変更を検討しましょう｡
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 981・5392

日時:

から

の午前9時から午後5時まで(

必要な人が必要なときに使えるために

広

広
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☎999･6509､

999･6854

mation
よしかわ障がい者スポーツアート展

市役所をはじめとする公共施設やショッピン

障がいのある方から｢スポーツ｣をテーマとし

グセンター､病院などさまざまな場所に｢障害者

た｢絵(イラスト)｣｢工作｣｢写真｣の3部門で募集し

用駐車場｣が設置されています｡この駐車スペー

た作品を展示し､市役所および市ホームページ

スは車いす使用者や体の不自由な高齢者､障が

上で作品を公開します｡会場およびWEB上で部

い者など､車の乗り降りや移動に配慮が必要な

門ごとに作品への投票を行います｡それぞれの

人のためにあるものです｡

思いが込められた作品を､ぜひご覧ください！

必要がない人は駐車し

展示期間:12月3日

〜24日

ないようにし､思いやりを

展示場所:市役所(障がい福祉課窓口

持って行動しましょう｡

前)および市ホームページ

2から3ページの問合せ

23

を除く)

障がい福祉課☎982･5238､

981･5392
広報よしかわ2021.12
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みんなのひろば

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。

○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｡

学校に行かない子を持つ親の会
不登校についての話し合い
市内サークル・団体のイベント
日時:12月19日 午後1時〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
よしかわ憲法サロン
みんなで語ろう これでいいの？今の政治" 定員:19人
日時:12月11日 午後1時30分〜4時 費用:100円
みや た
場所:おあしすセミナールーム3
問合せ:宮田☎090･4248･7207
費用:200円
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958
雄ちゃんコンサート ギター弾き語り
懐かしの歌を一緒に歌いましょう

催し・イベント

障害者のための
国際シンボルマーク

盲人のための
国際シンボルマーク

身体障害者標識
(身体障害者マーク)

聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)

ほじょ犬マーク

12月3日から9日は障害者週間です
｢障害者週間｣は広く障がい者の福祉についての関心と理解を深める

とともに､障がい者が社会､経済､文化､その他あらゆる分野の活動に積
極的に参加する意欲を高めることを目的としています｡

日時:12月22日 午後3時〜4時30分頃
NPO法人たすけあい･よしかわ
やってみようタグラグビー(当日参加可) 場所:情報サービスセンターコア1階
日時:12月12日 午前10時〜11時30分 定員:38人
うし だ
場所:永田公園
問合せ:牛田☎080･5031･3465
対象:市内在住の小学生
持物:運動しやすい服装､飲み物
埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会
問合せ:事務局☎971･6969
日時:12月25日 午後1時〜
場所:中央公民館101･102
介護者カフェ｢とことこ｣
内容:｢ポセイドン･アドベンチャー｣
日時:12月17日 午後1時〜3時
(117分) ※検温あり､会話は最小限に
場所:シニア活動センターぱれっと
対象:埼年協会員､入会希望者､友人
内容:介護をしている人同士悩みなど 定員:50人
語り合いましょう
費用:100円
おおはら
費用:50円
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346
よねやま
問合せ:米山☎090･7189･9738
(会員以外は要申し込み)

市でも第4次吉川市障がい者計画を策定し､基本理念を｢自立と社会
耳マーク

参加の実現､地域生活の促進｣と定め､障がいのある人もない人も､共に
助け合い地域で安心して暮らしていけるよう取り組んでいます。

オストメイト
用設備/オス
トメイト

その中でも､今月号では障がい者の｢就労｣についてスポットを当て
ていきます｡

ハート･プラスマーク

手話マーク

筆談マーク

ヘルプマーク

事業主の義務

障がい者の雇用については昭和35年に｢身体障害者雇用促進法｣が制定されまし

たが､当初は｢身体障害者｣に限られた法律でした｡その後､｢障害者雇用促進法｣に改
称され､知的障害者や精神障害者も対象に加えられるなど､さまざまな法改正を経
て対象となる障がい者の範囲は広げられてきました｡
また､希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる｢共生社会｣実現
の理念の下､事業主には右表の法定雇用率(従業員における障がい者の割合)以上の
割合で障がい者を雇用することが義務となっています｡

｢白杖SOSシグ
ナル｣普及啓発
シンボルマーク

事業主区分

法定
雇用率

民間企業

2.3％

｢みんなのひろば｣掲載の申し込み方法と注意事項

国･地方公
共団体等

2.6％

都道府県等の
教育委員会

2.5％

対象:市内で活動するサークル･団体の会員募集や市内で開催されるイベント･行事など
申込:掲載を希望する月の2カ月前の25日までに掲載依頼書(政策室､市ホームページで入手可)を直接､ファ
クス､郵送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
※市や市教育委員会が共催するものは､掲載場所が異なる場合がありますので､担当課にご相談ください｡
※申し込みにあたっては所定の掲載依頼書をご利用ください｡また､掲載依頼が集中する時期があります｡そ
の際は前月号に掲載できなかった団体を優先し､内容を縮小したり次号以降に先送りする場合があります｡
※｢仲間を募集｣は受け付け順に掲載します｡掲載号の指定は原則できません｡なお､掲載後､6カ月間は次の掲
載ができません｡ (例)1月号に掲載→次回は8月号以降に掲載可能
問合せ:☎982･5112､ 981･5392 詳しくは 吉川市 みんなのひろば 検索

※対象となる事業主は従業
員43.5人以上

infor
ノブくんスマイル基金

NPO法人たすけあい･よしかわ
シニア元気塾 新春ウォーキング
日時:令和4年1月7日 午前10時〜
場所:吉川駅南口集合
内容:吉川駅から高富蕎高神社あられ
まき､中川水管橋を巡り吉川駅に戻る
定員:30人
費用:200円(保険代含む)
持物:動きやすい服装
申込･問合せ:12月10日 から電話
い とう
で事務局☎971･6969または伊東☎
080･3020･6964へ

(障がい者が愛着のある吉川市で親亡き後も安心して暮らしていくためのサポート基金)

市では障がいのあるお子さんを持つ保護者の方から､市の障がい福祉施策の発展
を願っていただいた寄付金(1,800万円)を､障がい福祉に活用するため基金を設置
しました｡寄付者のお子さんの愛称から｢ノブくんスマイル基金｣と名付けました。
お預かりした寄付金は､障がい者の就労､住まいの確保(グルー
プホームの整備)など障がい者が愛着のある吉川市で安心して暮
らせるための事業に大切に活用させていただきます。
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寄付の詳しい
内容はこちら
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公共施設からのお知らせ
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｡
新型コロナウイルス関連情報 ⇒

中央公民館

保577

☎981･1231

983･1864

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】
12月6日 ･7日 ･8日
図書室は毎週
平沼･美南･東部地区公民館:なし
【年末年始休館日】
12月28日 〜令和4年1月3日 (各公民館･中央公民館図書室共通)
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3月分各会場､7月分ホールおよびロビー)
日時:12月16日 午前8時30分〜17日 正午(ただし､16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3月分各会場､2月分特別教室)
日時:12月17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､12月18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｡
日
時
イベント
詳
細
場所:303･304
対象:2歳児と母親
定員:5組
12月15日
2歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
にゃんにゃんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月14日 までに電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
年忘れ映画会｢わが母の記｣
12月18日
午後1時30分〜(15分前から入場可) 申込:12月17日 までに電話でのみ受け付け
(118分)
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
12月21日
1歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
わんわんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月20日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ゼロママ集まれ！
12月22日
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
〜プーさんのわらべうた＆楽し
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:12月9日
いカード作り〜
(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
クリスマス映画会｢ジングル･オ
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
12月25日
ール･ザ･ウェイ｣(90分)
午前10時〜(15分前から入場可) 申込:12月24日 までに電話でのみ受け付け
場所:①平沼地区公民館②美南地区公民館 対象:市内小
①12月25日
午後1時30分〜3時
学生(3年生以上) 定員:各15人 費用:200円
こども書初め教室
持物:習字道具､学校で配布された書き初め手本､飲み物
②12月26日
午前10時〜11時30分
申込:12月9日 午前8時30分から電話または直接､窓口へ

総合体育館

上笹塚1-58-1

☎982･6800

983･1867

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 12月20日 ･21日 ､28日 〜令和4年1月3日
日
時
イベント
詳
細
内容:2キロメートル(親子､小学生､車いす)の部､3､5､10
【お知らせ】
キロメートルの部 対象:市内在住の方 申込:令和4年
第26回吉川なまずの里マラソン 令和4年4月3日
1月1日 から31日 までに電話､インターネットまた
(予定)
の開催について
はFamiポート※新型コロナウイルス感染症の感染状況
※規模を縮小して開催予定
によって延期となる場合があります
内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も
会員募集中！
大歓迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
12月11日 ･25日
なまずの里クラブ
午前9時〜正午(準備･片付 対象:4歳以上 費用: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
(卓球･バドミントン)
け含む)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴
トレーニング講習会
12月14日 午後6時30 対象:高校生以上 定員:各回15人
(初回は要受講､30分程度)
分〜･25日 午後1時〜
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

屋内温水プール

上笹塚1-79-1

☎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 12月7日 〜令和4年1月3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､12月2日 ･4日 午前10時〜正午､12月6日 午後1時〜3時の一般利用を中止します｡
※12月7日 から令和4年1月3日 は､温水プールの清掃･施設点検･修繕などを行うため利用できません｡

【お知らせ】
12月のアクアジョギング＆エクササイズ､アクアビクス(水中での健康体操)は中止とさせていただきます｡
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年末･年始のお知らせ
ごみの収集など

収集日の確認をお願いします

年末年始は右表のとおり､ごみの収集などをお休みします｡燃やすご
みの年内最後の収集日はお住まいの地区によって異なりますので｢ごみ
収集カレンダー｣でご確認ください。
ごみ収集カレンダーの設置場所
市役所(環境課･総合案内)､環境センター､各市民サービスセンター､
中央公民館
※市ホームページでも確認できます。吉川市ごみ収集カレンダー 検索
収集は午前8時から始まります｡年末年始は交通渋滞などにより収集
が遅れる場合があります｡皆さんのご理解とご協力をお願いします｡

粗大ごみの直接搬入の受け入れ
平日と第4日曜日に直接､環境センター(鍋小路431)へ搬入できます｡
12月は第3日曜日も直接搬入を受け入れますが､大変混雑するので､時
間に余裕をもって搬入をお願いします｡
また､環境センターへ粗大ごみを持ち込む際は､住所などを確認でき
るもの(運転免許証､健康保険証､公共料金の領収書など)を必ず提示し
てください｡
日時 平日､12月19日 ･26日
午前8時30分〜午後5時
(午後0時15分から1時を除く) ※予約不要｡
料金 10キログラムにつき150円
支払方法 窓口払い(現金のみ)

種類
燃やすごみ
粗大ごみ
資源ごみ(ペットボトル､
かん､びん､紙･衣類)
し尿くみ取り
動物死体処理

収集しない期間

12/31 〜

令和4年1/3

12/29 〜
令和4年1/3
12/29 〜
令和4年1/3
12/31 〜
令和4年1/3

粗大ごみに該当するもの

一辺が50センチメートルを超える
ものは粗大ごみです｡ただし､AV･OA
機器(パソコンを除く)､暖房器具､掃除
機､扇風機､電子レンジなどは大きさに
関係なく粗大ごみになるので､集積所
に出さず環境センターへ直接搬入して
ください｡
問合せ 環境センター☎983･2281､
981･5641

公共施設の閉庁･休館日
市内全施設 12月29日 から令和4年1月3日 までお休みです

各公共施設の12月および年末年始の休館日は下表のとおりです｡
市役所閉庁期間に戸籍届(出生･死亡届など)を提出する方は､市役所警備員へ提出してください｡
◆…閉庁･休館日 ◇…午後5時まで
12月
1月
施設名
電話番号
27 28 29 30 31 1
2
3
4
5
1日 〜26日

市役所

☎982･5111 毎週

各市民サービスセンター

☎981･8111 毎週

旭地区センター

☎991･8118 13日

中央公民館

☎981･1231 6日 ･7日 ･8日

平沼地区公民館

☎982･6297 なし

美南地区公民館

☎984･3732 なし

東部地区公民館

☎981･8116 なし

総合体育館

☎982･6800 20日 ･21日

屋内温水プール

☎981･6452 7日 〜26日

児童館ワンダーランド

☎981･6811 毎週 ､14日

おあしす

☎984･1888 1日 ･15日

市立図書館

☎984･1889 毎週

視聴覚ライブラリー

☎981･8113 毎週

中央公民館図書室

☎981･1325 毎週 ､7日 ･8日

旭地区センター図書室

☎991･8118 毎週

老人福祉センター

☎982･7717 なし
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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｡

児童館ワンダーランド

年

に

乾

プラネタリウムイベント

杯！

プラネタリウム

お米の旨味がしっかりと感じられ、なまず

｣

料理との相性も抜群な飲み口のスッキリとした

なん と

な｢まず御前

富山県南砺市の 若｢駒酒造場 で｣じっくり醸
造され、主人が手間暇かけた職人の味。

年末年始の席にぜひ置いておきたい一本、

この機会にぜひご賞味ください。

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム
(途中入退場可)

プラネタリウム映画鑑賞会

アロマが香るプラネタリウム

未就園児向けイベント
びりびりらんど

ワンダーサーキット
その他のイベント
スポーツランド
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

富山県南砺市｢若駒酒造場｣

お求めはお近くの店舗で

価格(税込) 1,800ml:2,618円､720ml:1,477円､300ml:524円 原料米 五百万石(吉川産)
精米歩合 60%(前年値) アルコール度数 15度(前年値)

取扱店 金子酒店(保1-1-3☎982･1400)､しんみせ(中曽根1-16-25☎982･2285)､かきのきや(吉川1-9-11☎982･0219)､

大林酒店(栄町1467-2☎982･4160)､宮崎商店(鍋小路108☎982･5011)､木の下商店(平沼114☎982･0160)､十
八屋(美南5-26-5☎982･2111)､フレッシュファーム(保609-1☎982･0432)､イオン吉川美南店(美南3-23-1☎

984･0700)､ローソン吉川新川橋店(川藤190☎971･7930)､ローソン吉川きよみ野店(関363-1☎981･9631)､ロ
ーソン吉川上笹塚三丁目店(上笹塚3-79-1☎981･7890) ※順不同
※在庫･取扱商品は店舗ごとに異なりますので､事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
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商工課☎982･9697､

☎981･6811

983･1865

開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､12月14日 ､28日 〜令和4年1月3日
※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｡

よしかわの純米酒｢なまず御前｣で

新

美南5-3-1

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

時

(12月4日･11日･
毎週
25日･26日除く)午後3時〜

3時50分､毎週
〜11時50分

午前11時

細

内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同
伴) 定員:40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

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
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
定員:各回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)

12月5日 ･19日

午後2時〜2時35分

①12月25日
②令和4年1月15日

午後2時〜

12月26日

午後3時〜3時45分
日

詳

内容:①｢2分の1の魔法｣(102分)②｢ライオン･キング(実
写版)｣(119分) 対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:各回40人 申込:①12月21日 から24日 までに
②令和4年1月5日 から8日 までに電話または直接､
窓口へ
内容:冬至の季節にぴったり！｢ゆず｣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:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)

時

詳

細

内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ

12月17日

いがらし

み ゆき

ム遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
定員:20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

午前10時30分〜正午

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)
午前10時30分〜11時30分
定員:各回12人 持物:室内用運動靴

12月22日
日

時

毎週 (12月26日は除く)
午後3時30分〜4時30分

令和4年1月7日

午前10時〜11時30分

令和4年1月15日

①午後6時〜7時30分
②午後7時30分〜8時30分

詳
細
内容:｢タグラグビー｣を体験しよう！
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物
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

内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣①②今夜の星空解説､月
の観望とオリオン座徹底解剖 対象:小学生以上(中学生以
下は保護者同伴) 定員:各回15人 申込:令和4年1月4日
から10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

みんなでお祝い！｢半成人式｣
日時:令和4年1月10日 午前10時〜11時30分
内容:市長からの応援メッセージ､20歳になった自分への手紙､記念撮影､記念品贈呈など
対象:市内在住の小学校4年生 定員:30人
持物:上履き､マスク､暖かい服装､ 筆記用具 申込:12月12日 から25日 までに電話または直接､窓口へ

よしかわファミリーサポートセンター
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

981･5392

日

その他の
イベントは
こちら

【休館日】
日

きよみ野1 1(おあしす2階)

､12月29日
時

〜令和4年1月3日

詳

☎･

984･6378
細

12月9日 ､令和4年1 場所:おあしす 内容:子どもを預けたい方(利用会員)と
月13日 午前9時30分〜 預かれる方(協力会員)への説明会と講習会 定員:10人
午後0時30分(利用会員は午 程度(託児あり※要予約)
協力会員･両方会員､大募集中！】
前11時まで)
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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 【休館日】
イベント
日

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

一般会計･特別会計･水道事業会計･下水道事業会計

きよみ野1 1(おあしす2階)

祝 ､12月29日

時

①12月14日
②令和4年1月14日

午前10時30分〜

☎984･6377

①12月23日
②令和4年1月20日

〜令和4年1月3日 ※おあしす休館日は電話対応のみ
詳
細

美南子育て支援センター 美南の風
開館時間／午前10時〜午後3時
28日 〜令和4年1月3日
イベント

休館日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

12月13日

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

12月18日

パパサロン※予約優先

祝 (12月18日･26日除く)､12月6日

午前10時30分〜正午

☎983･5267
･17日 (午前中のみ)･23日 ､

詳
細
内容:ゲームをしたり､歌ったり､クリスマスの雰囲気を楽
しみましょう♪ 対象:外国出身のママパパ､国際交流に
興味のある方 定員:7組

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
午前10時〜正午､午後1時〜3時 もぜひどうぞ♪
内容:パパだからできる育児やってみよう♪
対象:1歳児〜未就学児とパパ 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

12月26日

午前10時〜正午

令和4年1月18日
①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

中央子育て支援センター ぴこの森
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
令和4年1月3日 ､7日
イベント

時

対象:乳幼児とその

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:母子手帳､バスタオル(0歳児)
申込:電話または直接､保健センターへ☎982･9803

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)
祝 (12月4日･11日除く)､12月6日

日

時

☎971･8865

･17日 (午前中のみ)､29日 〜
詳

細

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

12月14日
内容:アレルギーに関する情報交換 対象:アレルギー
午前10時30分〜11時30分 に興味がある･子どもがアレルギーの方など

赤ちゃんのためのふれあい
タイム♪
※予約優先

12月16日

午前10時〜正午､
午後1時〜3時

たっちで！はかろう♪
※予約優先

12月24日
内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪保健師は
午前10時〜正午､午後1時〜3時 来ません

わが子だけ？はてな広場〜集団
に入りにくいちびっ子たち集ま
れ〜※予約優先

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなどうちの子だ
け？｣と困っている方､先輩ママと話してみませんか？
午前10時〜正午､午後1時〜3時 対象:乳幼児とその保護者

内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､
赤ちゃんとふれあい遊びしましょう♪
申込:電話または直接､窓口へ※右記QRコード
からもお申し込みいただけます

令和4年1月5日

おあしす･市民活動サポートセンター

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】12月1日 ･15日 ､28日 〜令和4年1月3日 ､5日
イベント

おもちゃの病院
(おもちゃの修理)
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日

12月16日

時

午前10時〜正午

詳

細

場所:生活工房1 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

一般会計
● 市民1人当たりの納めた金額
● 市民1人当たりに使われた金額

予算現額(繰越含む)
262億5,679万6千円
94億1,531万5千円
67億7,536万9千円
3,840万9千円
40億5,800万5千円
7億7,674万5千円

収入済額(収入率)
110億1,541万8千円(42.0%)
54億6,196万2千円(58.0%)
30億8,554万7千円(45.5%)
2,670万7千円(69.5%)
19億5,029万5千円(48.1%)
2億7,173万3千円(35.0%)

支出済額(執行率)

73,252人)

地方債現在高

32億2,050万1千円(47.5%)
1,103万8千円(28.7%)
16億3,011万6千円(40.2%)
2億3,237万2千円(29.9%)

226億6,760万2千円
※一時借入金 5億円
ー
1億4,813万9千円
ー
ー

50億6,653万2千円

22億408万7千円(43.5%) 16億9,334万5千円(33.4%)

51億9,930万円

15億8,333万8千円
15億7,082万9千円
8,260万5千円
11億2,197万4千円
14億3,532万4千円
13億9,544万1千円
7億8,662万4千円
10億1,471万3千円

6億5,257万7千円(41.2%)
ー
4,488万円(54.3%)
ー
4億9,768万8千円(34.6%)
ー
9,571万2千円(12.1%)
ー

市有財産(水道事業会計･下水道事業会計除く)
区分
行政財産
普通財産

74,564円
153,248円

(令和3年9月30日現在の人口

執行状況および地方債現在高

区分
一般会計
（うち市税）
国民健康保険
特 農業集落排水事業
別 介護保険
会 後期高齢者医療
計 吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業
収入
収益的収支
支出
収入
資本的収支
支出
収入
収益的収支
支出
収入
資本的収支
支出

財政課☎982･5967、 981･5392
水道課☎982･7711、 984･1111
河川下水道課☎982･9982、 981･5392

土地
707,452.08㎡
25,664.59㎡

ー
3億8,173万2千円(24.3%)
ー
2億2,107万3千円(19.7%)
ー
1億9,368万5千円(13.8%)
ー
5億6,621万6千円(55.8%)

20億2,691万1千円

45億7,311万円

基金(一般会計)
建物
134,022.52㎡
941.45㎡

新型コロナワクチン接種のお知らせ

11月15日現在の内容です｡

112億2,569万8千円(42.8%)

基金名
財政調整基金
その他の基金

問合せ

乳幼児相談
※要予約(保健師が来ます)

場所:①おあしす②旭地区センター
保護者 定員:各回10組程度

美南4-17-3(美南小学校内)

日

税金などの収入済額と､事業執行などによる
支出済額の状況(令和3年9月30日現在)をお知
らせします｡

場所:子ども室 内容:遊びの提供と､午前11時〜①ファ
ミサポよろず相談会②先輩ママの外国語で遊ぼう
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組

水道事業会計 下水道事業会計

午前10時〜11時30分

令和3年度 上期予算執行状況

984･6378

合同イベント･オンライン｢つなが 12月17日
対象:市内在住の乳幼児とその保護者 定員:各支援セン
りタイ♥ム｣(市内3カ所の子育て 午前10時30分〜11時30分
ター10組(計30組)※当日午前中は子ども室の利用はで
支援センター合同イベント)
(15分前からオンラインで受
きません 申込:電話または直接､各支援センターへ
※要予約
け付け)
子育てすくすく広場(身長､体重
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳幼児とその保護者
12月22日
定員:5組 持物:バスタオル
測定と成長相談)※要予約
午前10時30分〜11時30分
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

問合せ

公共施設からのお知らせ

残高(見込)
12億9,260万円
8億4,361万9千円

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

●医療従事者などの追加接種(3回目接種)が始まります
2回目接種を終了してからおおむね8カ月以上経過した医療従事者などの方を対象に､12月から１回の追加接種
が始まります｡自院で接種する方を除き､予約が必要です｡令和3年4月26日までに2回目接種を終了した方へ、接
種券などを12月上旬に発送する予定です｡該当する方で接種券などが届かない場合は､コールセンターにお問い
合わせください｡
●接種済証は大切に保管してください
ワクチン接種後､クーポン券右下の予防接種済証欄に記入などがされたものが新型コロ
ナウイルスワクチン接種済証です｡大切に保管してください｡
また､国では年内をめどに､スマートフォンから必要な情報を入力することで接種済証を
取得できるよう､電子交付に向けた準備が進められています。
●ワクチンを受けた後も感染症予防策の継続を！
ワクチンは､新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり､重症化を予防する効果が期待され
ていますが､他の方への感染をどの程度予防できるか十分には分かっていません｡
引き続き｢3つの密(密集･密接･密閉)｣の回避､マスクの着用､せっけんによる手洗いや手指消毒の励行などを
お願いします｡
●吉川市での接種実績
・1回目接種回数 56,436回
・2回目接種回数

54,930回

市のワクチン
情報はこちら

厚生労働省ホーム
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

○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｡

栄小学校

ラ イ フ

SCHOOL LIFE

うえ の

み か

｢止まった時間｣ ６年 上野 美果さん

いしかわ なつ み

｢毎日通る一つの道｣

日

イベント

Sakae elementary school
６年 石川 夏未さん

12月19日

時

あつまれ！放課後子どもクラブ
｢クリスマスリース作り｣

午前10時〜11時30分

ピラティス

毎週

市立図書館

午前10時30分〜11時30分 費用:500円

令和4年1月15日

午後1時30分〜3時30分

きよみ野1 1

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
※12月28日 は午後5時閉館
イベント

旭地区センター
｢新春落語会｣

視聴覚ライブラリー
開館時間／午前9時〜午後7時
イベント
クリスマス
えいごお楽しみ会
ライブラリーおはなし会

問合せ

市長コラム

｢価値ある未来を､共に｣

983･5500

休館日】毎週

時

令和4年1月9日

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

おはなし会はこちら

､12月29日 〜令和4年1月3日
詳

､5日

細

場所:旭地区センター2階研修室(和室) 定員:15人
申込:12月2日 から電話または直接､市立図書館へ
※小学生以下は保護者同伴

☎981･8113

981･8114

【休館日】毎週 ､12月27日 〜令和4年1月3日
日

12月4日

時

詳

細

午前11時〜正午

場所:4階多目的室 対象:4歳から小学生とその保護者
定員:10組(20人) 申込:電話または直接､窓口へ

午前11時〜11時30分

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

12月24日

中央3-50-4 ☎982･7717

982･7721

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】12月28日 〜令和4年1月4日
イベント

金のなまず

▼ 金
｢ のなまず と
｣ いえば︑吉川
駅南口のモニュメントが全国的

に有名で︑
吉川市がテレビに取り

上げられるときはまずそこから

撮影が始まります︒け れ ど ︑ 実

は吉川市にはもう一つ 金
｢ のな

分から こ｢しがやエフ

ぱれっとカフェ
ぱれっとシアター
ぱれっと寄席

スマホ教室①②
(各コース全4回)

日

時

詳

細

12月18日

場所:玄関脇駐車場 内容:おいしいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！禁煙･介護など相談も受け付けています｡
お気軽にどうぞ！※飲み物は有料です

12月26日

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:劇場版 ムーミン
申込:電話または直接､窓口へ

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:サンシティ落語会による寄席
定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

午前10時〜正午

令和4年1月16日

定員:30人

①令和4年1月6日 ･20
場所:多目的室 内容:高齢者向けやさしいスマホ教室
日 ､2月3日 ･17日
②令和4年1月8日 ･22 定員:各6人(事前申し込み制) 費用:全4回400円
申込:電話または直接､窓口へ
日 ､2月5日 ･19日
午後1時30分〜3時

広

広

告

告

務めてくれたり︑コロナ禍によ

る休校時には︑小中学校の校長

先生方も登場し︑メッセージを

発信してくださるなど︑ ま さ に

市
｢ 民によるまちづくり の
｣ 核と
なっており︑全国の政策が評価

される マ
｢ ニフェスト大賞 で
｣は
回優秀賞を受賞した政策の一
第

つとなりました▼また︑吉川市は

こ｢しがやエフエム と
｣ 災
｢ 害時にお

ける放送等に関する協定 も
｣締
結しており︑いざというときの

連携も深めています▼そんな 金｢
のなまず も
｣ 先日放送５年目に

突入︒

13

日

持物:ヨガマットやバスタオルなど

場所:フィットネスルーム 内容:職場の服装規定にも表
れる性差別による不思議！特別コーナーもお楽しみに!
定員:27人 申込:12月6日 から電話または直接､窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

☎982・5112、 981・5392

まず が
｣ あるのを皆さんご存じ
ですか？それは︑毎週金曜日の

午後０時

29

エム Ｆ(Ｍ ・８メガヘルツ で
)｣
放送されている吉川市のラジオ

番組 金
｢ のなまず で
｣ す▼平成

年にスタートした 金｢のなまず ｣
は︑公募による 市民パーソナリ

番組制

作がま

すます

パーソナリティーの皆さんと市長

ティーの皆さんが︑市からのお

知らせや市のイベント︑お 店 な

ど の情報を発信してくださって
盛り上

がる中︑

新たに

パーソ

ナリテ

ィーや

企画などで参加してくださる市

民の方々を随時募集しています︒

専門的な知識や経験は全く必要
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おり ︑ 今
｢ ま で 知らなかった吉
川市のいろいろな事を知ること

ができるので楽し く 聴 い て ま

ありません︒皆さんも楽しく吉

川市のことを発信してみません

か

7

す！ な
｣ ど の 声 が 多く寄せられ
ています▼夏休みには各中学校

の生徒達がパーソナリティーを
!?

金のなまずポスター

86 30

政策室

場所:生活工房1･2 対象:小学生(小学2年生以下は保護者同
伴) 定員:8人 申込:12月3日 から電話または直接、
窓口へ

毎週 (12月24日・31日除く) 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人

サポセン
創作落語｢職場の性差別意識
〜それって､当たり前？〜｣

自分の好きな場所を描くとなったとき､一番最初に思い浮か
んだ場所が昇降口だったので､6年生だけでなく､1､2年生の
ときにも毎日通っていた昇降口を描きました｡一つひとつの
くつや､下駄箱の影をしっかりとつけるために色を少しずつ
変えていったり､色の個性を出すために､絵の具で描いた後か
ら色鉛筆で重ねぬりをしたり､工夫をしました｡床の一つひと
つの細かい模様や天井の少し汚れているところは指でこすっ
て再現しました｡

細

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
(12月30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

私は､理科の実験が好きなので､実験に使うフラスコを大き
く描きました｡フラスコの中の少し曲がったりしている部分
を意識してみました｡他にも､えん筆を少し使ったりして細
かいところも工夫しました｡
誰もいない静かな理科室で､すべての物が止まっている感じ
を表現したかったので､この題名にしました｡

詳

広報よしかわ2021.12
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保健ガイド
｢吉川食ナビ1week｣掲載レシピ第5弾

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

年末年始急患歯科医院

今回は､切って漬けるだけの｢ピクルス｣をご紹介しま
す｡作り置きもできて便利です｡

日にち
12月30日

ピクルス

12月31日

1本半(120グラム)
3センチの長さ分
(140グラム)
人参
中1本(140グラム)
黄パプリカ 1個(130グラム)
甘酢
100ミリリットル
(すし酢など)
作り方
1 野菜は大きさを合わせて切る。
2 ポリ袋または密閉容器に野菜と調味料を入れ､
冷蔵庫で保存する｡
冊子は市役所や保健センター
で配布している他､市ホームペ
ージにも掲載しています｡
吉川食ナビ1week 検索
ここがポイント！
時短テクニックを伝授
1週間でバランスを調節
食材の使い切り
地産地消の推進

保健センターからのお知らせ

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

令和４年

材料
きゅうり
大根

1月1日
1月2日
1月3日

病院名･問い合わせ先
よしかわ歯科クリニック
☎981･6521
戸張歯科クリニック
☎982･0202
だて歯科クリニック
☎983･8148
高富デンタルクリニック
☎981･7785
だて歯科クリニック
☎983･8148

受付時間:午前9時30分〜正午

離職中の看護職の方は届け出をお願いします
看護職の資格をお持ちで就業をしていない方は､法
律の改正により､県ナースセンターへの届け出が努力義
務になりました｡転居や出産育児などで離職した方は届
け出をお願いします｡
届出方法:看護協会ホームページの｢とどけるん｣のペー
ジまたは下記まで直接届け出てください。
問合せ:県ナースセンター☎048･620･7339

献血にご協力をお願いします
日時:12月27日 午前10時〜11時45分､
午後1時〜4時
場所:市役所1階コミュニティルーム
※血液センターの都合により日時､場所が
変更になることがあります｡

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｡

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

小児時間外診療(当番医輪番制)

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

12月の当番医(吉川歯科医師会)
● 戸張歯科クリニック☎982･0202
● よしかわ歯科クリニック☎981･6521
※電話予約の上､来院してください。

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

※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｡
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人事行政の透明性を高めるため､令和2年度の運営状況をお知

市人事行政の運営状況
1.職員の任免および職員数に関する状況
採用者数

退職者数

16人

再任用者数

44人

職員数(令和3

年4月1日現在)

33人

419人

2.職員の給与の状況
①人件費の状況(令和2年度普通会計決算)
人口

(令和2年度末)

歳出額(A)

人件費(B)

(B/A×100) の人件費率
12.1％

12.9％

②職員給与費の状況(令和2年度普通会計決算)
職員数
(A)

給与費
給料

職員手当 期末･勤勉手当

1人当たり

計(B)

(B/A×100)

396人 1,407,967千円 373,905千円 577,145千円 2,359,017千円 5,958千円

③職員平均給料などの状況(令和3年4月1日現在)
一般行政職

技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
301,800円 353,399円

40.5歳 262,500円 289,693円

59.4歳

④職員手当の状況(令和3年4月1日現在)
期末･勤勉手当

1人当たりの
平均支給額

支給割合※( )内は再任用職員

1,462千円

2.55月分(1.45) 1.9月分(0.9)

期末

勤勉

職制上の段階､職務の等級による加算措置(5%〜20%)

勤続年数

自己都合

勧奨･定年

勤続20年

19.6695月分 24.586875月分

勤続25年

28.0395月分 33.27075月分

勤続35年

39.7575月分

47.709月分

最高限度

47.709月分

47.709月分

その他加算

地域手当

定年前早期退職特例措置(2％〜45％)

90,962千円(支給率6%)

特殊勤務手当

扶養手当､住居手当､通勤手当､管理職手当

⑤特別職の報酬などの状況(令和3年4月1日現在)
区分
給料
報酬

給料月額
市長

845,000円

副市長

715,000円

議長

431,000円

副議長

376,000円

議員

353,000円

問合せ

政策室☎982･9695、 981･5392

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
①勤務時間(標準的なもの)
開始時間

終了時間

休憩時間

午前8時30分

午後5時

午後0時15分から1時

● 休暇制度の種類

年次有給休暇､病気休暇､特別休暇､
介護休暇､組合休暇

● 年次有給休暇の平均取得日数

期末手当

10.5日

③職員の休業の取得状況
● 育児休業(うち新規)

女性23人(8人)

● 部分休業(うち新規)

17人(8人)

● 高齢者部分休業

男性1人(1人)

0人

● 修学部分休業

0人

● 自己啓発等休業

0人

4.職員の分限･懲戒処分の状況
● 降任･免職･降給処分者

0人

● 休職処分者

5人(事由:病気休職)

● 懲戒処分者

0人

5.職員の服務の状況
● 職務専念義務免除の状況

承認394件

● 営利企業等従事の許可状況

許可3件

6.職員の人事評価の状況
評価回数
年2回

対象

活用方法

全職員

勤勉手当への反映(一部)､昇任昇格者
の参考資料

7.職員の研修の状況
種別

2,033千円(手当の種類11)

時間外勤務手当 151,685千円
その他

らせします｡政策室や市のホームページでも閲覧できます｡

②休暇制度の状況

人件費率 令和元年度

73,217人 30,043,615千円 3,624,857千円

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

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

令和2年度

退職手当

乳幼児健康相談
日時:令和4年1月18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)

17

981･3881

内容

受講者数

一般

一般職員､課長､係長研修など

84人

特別

政策課題研修､接遇研修など

派遣

市町村職員中央研修所など

自主

通信教育､行政事例等調査研修など

325人
41人
3人

8.職員の福祉および利益の保護の状況
支給割合4.45月分

(20％の加算措置あり)

【用語解説】
再任用職員 退職者のうち選考により改めて採用された職員
平均給料月額 職種ごとの職員の基本給の平均
平均給与月額 給料月額と毎月支払われる諸手当の合計の平均

● 共済組合負担金

507,243千円

● 職員互助会への補助金
● 公務災害の発生状況

該当なし
2件

9.公平委員会の業務の状況
● 勤務条件に関する措置要求件数

0件

● 不利益処分に関する不服申立件数

0件

広報よしかわ2021.12
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各種相談

パブリックコメントを実施します

掲載期間:12月1日〜令和4年1月7日

年末年始(12月29日〜1月3日)はお休みです｡

相談種類

皆さんのご意見をお聞かせください

1

2

国土強靭化地域計画

平成25年12月に｢強くしなやかな国民生活の実現
を図るための防災･減災等に資する国土強靭化基本
法｣が制定されました｡
市では､大規模自然災害が発生しても市民の生命
を最大限守り､地域社会の重要な機能を維持する｢強
さ｣と､生活･経済への影響､市民の財産および公共施
設の被害をできる限り軽減して迅速な復旧･復興が
できる｢しなやかさ｣を持ち､市民の安全と安心を守
るため｢吉川市国土強靭化地域計画｣の策定を進めて
います｡

3

市では､各福祉分野の計画における上位計画とし
て令和4年度から5年間を計画期間とする｢第4次吉
川市地域福祉計画｣の策定を進めています｡

農業パーク基本構想

時

場

律

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

12月9日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

12月21日 午後1時30分〜4時

税

務

12月6日 ､1月4日 午後1時30分〜4時(要予約)

納税(休日)

12月19日 午前8時30分〜午後5時

金

女性総合

12月13日 ･27日 午後1時〜4時(要予約)

閲覧場所

募集期間

対象

提出方法

①国土強靭化地
域計画(原案)

②農業パーク基
本構想(原案)

③第4次地域福
祉計画(改定案)

④スポーツ推進
計画(原案)

9
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12月6日 〜
令和4年1月5
各課窓口､市役 日
各 閲 覧 場 所に
所1階市政情報
設 置 の 用 紙ま
コーナー、中央
たは任 意 の 用
公民館､おあし
紙に､意見､住
す ､ 駅 前 市 民サ
市内在住･
所､氏名を記入
ービスセンター､
在勤･在学
旭地区センター､
し､備え付けの
の方
平沼･東部･美南
意見提出箱へ｡
地区公民館､総
または直接､郵
合体育館
送､ファクス､メ
※市ホームペー
ールで各窓口へ
12月24日 〜
ジでも閲覧可
令和4年1月25
日

問合せ
危機管理課
kikikanri2@city.yoshikaw
a.saitama.jp､☎982･9471､
981･5392
農政課
nousei2@city.yoshikaw
a.saitama.jp､☎982･9482､
981･5392
地域福祉課
chiiki-fukushi2@city.yos
hikawa.saitama.jp､☎982･
9548､ 981･5392
スポーツ推進課
sports-suishin2@city.yo
shikawa.saitama.jp､☎98
2･6800､ 983･1867

おあしす

市民参加推進課☎982･9685

12月7日 ･21日 ､1月4日 午前9時30分〜11時30分 児童館
12月17日 午前9時30分〜11時30分

美南小

12月17日 午後1時30分〜3時30分

吉川小

12月22日 午前9時30分〜11時30分

旭小

12月24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
第一保育所☎･

育

児

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

子育て支援課
982･0259

第二保育所☎982･5300､

毎週 〜 午前9時〜午後4時

982･5647

子育て支援センター☎984･6377､
教

育

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前9時〜午後5時

学校生活
毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分
(さわやか相談)

案

収納課☎982･5113

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

ひとり親家庭 毎週 〜 午前9時〜午後4時

市では､スポーツに関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため令和4年4月から10年間を計画期
間とする｢吉川市スポーツ推進計画｣の策定を進めて
います｡

問合せ

12月2日 ､1月6日 午後1時30分〜3時30分
12月10日 ･24日 ､1月7日 午後5時〜8時

年

所

庶務課☎982･9458

納税(夜間)

子どもと家庭

スポーツ推進計画

日

法

困りごと

市では､さまざまな農業課題を解決し､魅力ある農
業の振興を達成するための施策の一つとして､農業
の拠点づくりを検討しています｡
このたび､次世代の視点を取り入れた持続可能な
産業としての独自の都市近郊農業を確立し､交流人
口の拡大や担い手の育成などを図っていくための拠
点形成の基本構想を作成しました｡

4

第4次地域福祉計画

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｡

こころ
障がい
高齢者

毎週 〜 午前9時〜午後6時

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
☎981･8510､ 999･6854

※相談員不在時は転送電話対応
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1包括☎984･4766､

981･8719

第2包括☎981･5811､

981･1144

第3包括☎981･7158､

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

984･6378

※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう ☎982･5968

消費生活
就職活動

毎週

午前10時〜午後3時受け付け

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

(正午から午後1時除く)

消費者ホットライン☎188

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)

商工課☎982･9697

(正午から午後1時除く)

こころとくらしの
毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)
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

メール相談は右記QRコードから
地域福祉課☎982･9548

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

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808

特別労働相談窓口

☎048･600･6262

埼玉新卒応援ハローワーク

☎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2021.12
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タイトル案

温測定し︑発熱や体調不良のあ

時〜

る方は︑参加をご遠慮ください︒

午前

次(回は令和４年１月 日
)
場所 おあしすセミナールーム３
時 分
介護をしている方︑こ
第１地域包括支援セン

８７１９

ターへ☎ ・４７６６︑

申込

れから介護の予定のある方

対象

場所 社会福祉協議会

日

日時

・０

日

月

内容・対象 コンテスト・小学生

人程度・ 円

・１８８１ ︑

吉川さいえんすクラブ

定員・費用
問合せ
すず き

鈴木☎
３１７︑

｣

suzuki@p-suzuki.co.jp

産直めぐり 冬｢編

月

市内の生産現場をなまりん
バスで巡ります︒
日時・集合場所

未来への輪 よしかわ 〜ふるさと
を愛し︑共に未来へはばたこう〜
子どもたちが︑
アート作品の制作

午前９時〜正午 予(定 ・)市役所
小松菜農家・花
き農家・ＪＡさいかつ農産物

巡回コース
直売所フレッシュファーム
市内在住の方・

を通じて 吉｢川に住
んでいてよかった ｣

対象・定員

講

座

〜歴史にふれてみよう〜
こ もん じょ
はじめての古文書教室
古文書を初めて学ぶ方︑初
級者を対象とした講座を開講
令和４

します︒
･ 日時
・

日

全３ 回 午)
(
時〜 時

日

年１月８日 ・

前
分

場所

会議室
定員

市役所
人

申込・問合せ

ま

と感じ︑自分らし

でに直接または電話で生涯学習

日

く未来へ羽ばたくためのきっ

課へ☎ ・３５６３︑

月

かけづくりとして実施するも

人 申(し込み多数時は抽選 )

持ち物 タオル︑飲み物︑着替え

のです︒

キッズ★消費者教室

共通

温かく汚れても良い服装で参加︒
※
月 日 ま
申込・問合せ

日時

午後

でに直接または電話で農政課

君も消費者！
未来に役立つ金
銭感覚とトラブ
ルを予防するた

チケット:12月10日 から生涯学習課､中央公民館､おあしすで販売

定員

制作協力:(一社)日本クラシック音楽事業協会

留意事項:新型コロナウイルス感染状況などの社会情勢の変化により､定員
の変更や公演が中止となる場合がございます｡あらかじめご了承ください｡

組 申(し込み多数時は
児童１人につき保護者
※

か

対象

広

広

告

告

市内在住の小学生以下
の子を持つ保護者
定員 先着８人 託(児は先着８

までに❶名前❷住所❸

人 未
※就学児のみ )
申込・問合せ 令和４年１月

日

電話番号❹子どもの年齢❺託

日
申込・問合せ

児の有無❻託児希望の場合は
ま た は 下 記 申 込フォ
ームで商工課へ☎ ・
９６９７︑ 共通

第３回ほめて♥はぐくむ
子育て講座
子どもに
伝わりやす
い教え方︑
褒め方など
を学び︑親
の気持ちを
分かりやすく伝えるスキルを
身に付けます︒子育てをもっ

日

と楽しむための方法を一緒に
令和４年①１月

学びましょう︒
日程

②２月４日

時間 午前 時〜正午 午(前９
時 分から受け付け︑全２回 )

１月

分〜 時 分

日時

７８

☎

講師から
絵本の読み
聞かせの良
さを学ぶ講
座です 読(み
聞かせも行

時

います！ )

午前

・６３７７︑

・６３

電 話で子育て支援センターへ

定員 ５組 要(予約 )
申込・問合せ 直接または

対象 乳幼児とその保護者

場所 おあしす子ども室

日

子育て読み聞かせ講座

５２９︑ 共通

またはファク
wa.saitama.jp
スで子育て支援課へ☎ ・９

kosodate2@city.yoshika-

子どもの名前を直接︑電話︑

ら 日 までに電話︑ファクス

月

１人まで )
持物 飲み物︑筆記用具

抽選

主催･助成:市教育委員会･(一財)地域創造

小学１から４年生とそ

費用:1,000円

の保護者

対象

対象･定員:小学生以上･200人

場所 市役所① ②
託
(児
はおあしす①ミーティングル

30

令和４年１月８

へ☎ ・９４８２︑ 共通

市内在住のひとり親家
ま

めにクイズで楽しく学びまし

日

午

申込・問合せ

月

庭の小学５・６年生

対象

１時〜３時 分 予(定 )
場所 中央公民館調理室

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

分

問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通
※詳細は市ホームページでご確認ください｡
)

982

日時:令和4年2月19日 午後2時開演(午後1時30分開場)

でに左記メールフォームまた

日時

時

場所:中央公民館ホール
ーム４②セミナールーム３

24
30

10
984

たり︑話をしながら気分転換

は電話で子育て支援

時〜

市役所 ・ ・

305

ょう︒ ※
参加賞あり
令和４年１月９日

しましょう︒

前

場所

304

11

日本各地でソロ･リサイタル､室内楽コンサートに多数出演しているチェロ
303 30

10
広報よしかわ2021.12
広報よしかわ2021.12

15

課へ☎ ・９５２９︑
共通

11

14

984

984

15

10

15

982

こんじき

天
※候などによって中止になる場
合があります︒また︑事前に体

10

21
301

12

13

12

304

24
30

12

15

③もっと(知って)ぐっと！(近づく)よしかわ
ぎゅっと(魅力の詰まった)ブック
12

みください｡
20

②金色のなまず-マンガで見る吉川市-

11

奏者の加藤 文枝氏が吉川市にやって来ます｡想像の世界へ誘う音色をお楽し
12

100

992

15

イベント
29
11

投票方法･問合せ:12月22日 までに投票するタイト
ルと氏名､住所､電話番号を明記したもの
を郵送､ファクス､右記メールフォームまた
は直接､政策室へ☎982･5112､ 共通
※投票結果は広報よしかわで改めてお知
らせします｡
981

13

音楽を愉しみながら､心癒やされよう！
か とう ふみ え
加藤 文枝 チェロコンサート
15

①吉川まんがものがたり

講座
募集
12

30

982

10

15
10

30

市の概要や魅力などをまとめた｢市勢要覧｣を､幅広
い世代の方々に､分かりやすく伝え､市に興味や愛着を
持ってもらうため漫画で作成しています｡そこで｢市勢
要覧｣のタイトルを､皆さんの投票で決めます｡
15

スマートフォンを活用した
確定申告書作成講座
市制施行25周年記念誌 市勢要覧の
タイトルが皆さんの投票で決まります

スマートフォンを活用し､自宅で確定申
告書作成にチャレンジしてみませんか｡
※スマートフォン･マイナンバーカードを
お持ちの方はご持参ください｡
日時･場所:12月14日 午後2時〜4時･
市役所202､203
内容:①留意事項の確認(収入と所得の違いなど)②確
定申告書作成コーナーの操作説明(医療費控除､扶養
控除､ふるさと納税による寄附金控除の申告など)
対象･定員:市内在住の給与所得者､年金所得者で各
種控除の申告をしようとする方･20人
申込･問合せ:直接､電話､ファクス､ zeim
u2@city.yoshikawa.saitama.jpまたは右
記申込フォームで課税課へ☎982･5114､
共通
984

992

982

23

45

14

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｡

と認められる児童

よって就学が困難

経済的な理由に

掌する強制保険であり︑労働

ます︒労働保険は︑政府が管

の福祉の向上を目的としてい

り構成される制度で︑労働者

労
｢ 働保険 と
｣ は︑労働者災
害補償保険と︑雇用保険によ

申告が必要ですので︑忘れず

一度も申告をしていない方は︑

以前に事業を開始し今までに

たに事業を開始した方︑それ

また︑令和３年に市内で新

)
所有している方は︑毎年１月

なります︒市内に償却資産を

対象 子どもに関心のある方

支援センター実務職員

話し手
埼玉県発達障害総合

１日現在の資産所有状況の申

定員 先着 人

年１月

4

労働保険加入手続をお忘れなく

告が必要です︒

40

令和

イ ベン ト

なまりんオレンジカフェ

みんなで楽しくお話ししま

12月9日
社会福祉協議会
午後1時30分〜3時

天候などによって
※

平沼地区公民館

せんか︒

12月8日
午後2時〜3時

日 までに名前︑所属 該
(当

場所

31

申込・問合せ

中止になる場合があります︒
する場合 ︑電話番号を電話ま
)
また︑事前に体温測定し︑発
たは
kosodate2@city.yoshi熱や体調不良のある方は︑参
件名は 子ど
kawa.saitama.jp(
｢
加をご遠慮ください︒

日時

就学援助 入(学準備金
の入学前支給申請

生徒 令
( 和４年４
月に吉川市立小中学校に入学

者 パ
( ート・アルバイト含む )
を一人でも雇用していれば︑

も未来応援集会 ｣)
で子育て支
援課へ☎ ・９５２９︑ 共通

助成金を活用した
地域の活性化

一
(財 自
) 治総合センターで
は︑宝くじの社会貢献広報事

業として宝くじの受託事業収

982

償却資産の有無に関わらず︑

予定 の)保護者に対し︑入学準
備のための援助を行います︒

なお︑新型コロナウイルス

感染拡大防止のため︑申告はで

に申告をお願いします︒

わらず︑事業主は加入手続を

行わなければなりません︒

令和４年１月４日

原則として業種・規模にかか

きる限り郵送もしくはｅＬＴＡ

すでに令 和３年 度 就 学 援 助

労働者を一人でも雇用され

Ｘでのご協力をお願いします︒

制度の申請が済んでいる方 兄
(

ている事業主の方で︑まだ労

弟 分 含む は
)︑別途申請する必
要はありません︒ 申請案内は
※
検索

申告期間

吉川 入学前支給

働保険の手続きを行われてい

〜 日

令和４年１月４日

受付期間

ない場合は︑春日部労働基準

984

入を財源としたコミュニティ

広報よしかわ2021.12

30

②

・５１１

118､ 共通

tama.jpで長寿支援課へ☎982･5

31

課税課☎

内在住･在勤･在学年数および｢介護福祉推進協議会委員募集｣

上800字以内･様式自由)と住所､氏名､生年月日､電話番号､市

981

①

問合せ

ujyushien2@city.yoshikawa.sai

981

31

982

助成事業を実施しています︒

る方､市職員､市議会議員は不可) 提出物:応募動機(400字以

と明記したもの 募集人数:2人 報酬:日額2,000円

11

cho

134

今回は上町町内会の神輿が

を審議する

直接､郵送､ファクスまたは

11

申込 各地域包括支援センター

者福祉施策の円滑な運営

議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務めてい

令和4年1月5日 までに提出物を

・８７１９

介護保険事業および高齢

1年以上在住･在勤･在学する方で､年5回程度平日に開催の会

984

第 回 理科教室

介護福祉推進協議会委員

12

月 日 午前９時 分

任期:令和4年1月29日 から2年間 資格:20歳以上の市内に

11

へ①第３包括☎ ・７１５８︑

で庶務課へ☎940･1318､ 共通

ページで入手可)を直接または郵送

・６３６６②第１包括☎ ・

留意事項:登録制のため､統計調査の際に市からお声掛けします

限なし) 報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

982

４７６６︑

登録調査員申込書(窓口､市ホーム

日時

査票の配布･回収

期間:1回の統計調査につき2カ月程度 資格:20歳以上の方(上

〜 時

世帯や事業所を訪問し調

※規定により賞与､交通費支給｡

修繕されました︒神輿の活用

統計調査員

982･5238､ 共通

対象 認知症の方やその家族︑

募集人数:1人 報酬:時給965円

直接､障がい福祉課へ☎

により︑一層の地域交流活動

健福祉センター､精神保健指定医または障害者職業センターに
より知的障害であると判断された方

送

関心のある方

(障がい者枠)

ている方､もしくは児童相談所､知的障害者更生相談所､精神保

真貼付)と療育手帳などの写しを郵

の活性化が期待されます︒

障がい福祉課職員

府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳を受け

令和4年1月7日 までに､履歴書(写

市民参加推進課☎ ・

期間･時間:令和4年4月1日 から令和5年3月31日 までの

〜 ･午前9時〜午後2時(予定) 資格:市内に在住の方で都道

問合せ

合は規定により賞与､交通費支給｡

９６８５︑ 共通

※規定により交通費支給｡再任の場

監督署までご相談ください︒

募集人数:1人 報酬:月額164,867円

共通
※12月24日 に面接予定｡

〜 日
除く )
(
申込・問合せ 申請案内を確

資格:福祉の分野で継続した1年以上の相談業務経験のある方

５︑ 共通

任の可能性あり)･午前8時30分〜午後5時

305

735

春日部労働基準監督

(母子･父子自立支援員)

接､子育て支援課へ☎982･9529､

304

問合せ

子育て支援課職員

付)と資格証の写しを郵送または直

認の上︑直接︑教育総務課へ

期間･時間:令和4年1月4日 から3月31日 までの 〜 (再

303

048

子ども未来応援集会

12月15日 までに､履歴書(写真貼

子どもの貧困対策を視点に

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

と保菌検査結果を要提出｡

捉え︑地域で育つ子どもの未

❷学童保育補助員

※保育所職員は採用時､健康診断

来を考える 子｢ども未来応援集
会 を｣開催します︒

報酬:❶月額166,624円❷時給965円

回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日

日時 ２月７日 午後２時〜４時

学童の保育､施設管理

職員

※規定により賞与､交通費支給｡

場所 市役所 ・ ・

以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

(月2

内容 発｢達障がいのある子ど
もについて考えるー地域の中

❶学童保育支援員

〜 および

で︑私自身ができることー を｣

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶

テーマとした講演

非常勤職員

②市内8学童保育室

署☎ ・ ・５２２８

稚園課へ☎982･9528､ 共通

☎ ・３５６５︑ 共通

証の写しを郵送または直接､保育幼

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

984

償却資産の申告をお忘れなく

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資格

資格:保育士 募集人数:すべて若干名

特定 産(業別 最)低賃金の改正

午前7時〜10時30分および午後3時30分〜7時

５業種の最低賃金の時間額

❷❸パートタイム

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ・午前8時30分

〜午後5時❷週3〜5日・午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日・

が改正されました︒

❶フルタイム

※12月22日 午前中に面接予定｡

個人や法人で事業 工
(場や商
店の経営︑不動産貸付業など )

第二保育所)

☎982･9804､ 981･3881

055､吉川2-1-13)で健康増進課へ

を行っている方が事業のために

①保育士(市立第一･

場所:保健センター 募集人数:10人 報酬:時給965円

午前9時〜午後4時

円

入力など

貼付)を直接または郵送(〒342-0

〜午後5時､

非鉄金属製造業

電話対応やパソコン

期間･時間:1月中旬から3月末までの週3日程度･ 〜 午前9時

990 990

使 用 する 構 築 物や機 械 ︑ 備 品

接種事務職員

12月17日 までに､履歴書(写真

974

981

工(場の機械︑商店の棚やレジ︑
アパート・店舗の外構︑テナン

新型コロナワクチン

988

円

館､各市民サービスセンター､吉川駅､吉川美南駅､市ホーム

政策室☎982･9695､ 共通

電子部品等製造業

ページで入手可)を確認してください｡

②土木技師

600

円

③建築技師

※その他の詳細な内容および申し込み方法などについては､

輸送用機械器具製造業

12月上旬に公開予定の受験案内(政策室､おあしす､中央公民

がい者枠、情報処理

円

枠､スポーツ枠)

048

試験日:令和4年1月22日

光学機械器具等製造業

採用予定日:令和4年4月1日

円

常勤職員

①一般事務(上級、障

自動車小売業

申込･問合せ

トの内 装 工 事 な)どのことを償
却 資 産 とい い ︑ 土 地 や 家 屋 と

応募資格などの詳細

埼玉労働局労働基準

募集項目

問合せ

市職員や委員など

同じく固定資産税の課税対象に

集

部賃金室☎ ・ ・６２０５

募

くらしの情報

広報よしかわ2021.12

14

狂犬病予防注射の
接種期限が延長されました
新型コロナウイルス感染症
の影響を踏まえ︑今年度も狂
犬病予防注射の接種期限が
月 日 まで延長されました︒
まだ予防注射を受けさせて
いない場合は︑期限内にお近
くの動物病院で予防注射を受
けさせた後︑注射済票の交付
を受けてください︒
・９６９

河川などの異常水質事故
防止にご協力を
河川や水路に油
や薬品などが流れ︑
魚が死んだり︑水

介護事業所の開設事業者

直接︑
douro2@city.yoshi-

クタウン４ ２ｰ ２ｰ )

内容 ①事務の補助作業 書(類
整理など ②)相談者のパソコン
操作補助

︑ファクスま
kawa.saitama.jp
たは郵送 当
( 日 消 印 有 効 で)道
路公園課へ

高齢者が要介護状態となっ
ても可能な限り住み慣れた地
人程度

報酬 ①時給 円②時給 円
除く )

農業用水路へごみを捨てないで！

お知らせ

署へ☎ ・８１１２ (

申込・問合せ 電話で越谷税務

募集人数

域で安心して暮らし続けるこ
名
※称は決定後︑市ホームペー
ジおよび広報でお知らせします︒

日

・９

とができるよう︑地域密着型
道路公園課☎

８１４︑ 共通

令和４年１月
市内を流れる農業用水路は︑
要な生 産 基 盤であ り ︑日 常 的

米などの農作物を作るための重

推進課へ 要(電話予約 )
募集要領設置場所 市民参加
に農家の方々が掃除などの点検

事前相談は市民参加
※

推進課︑おあしす︑市民活動
を行い︑利用しています︒

旭地区センター︑総合体育館
り ︑ 農 作 物の生 産 力の低 下 に

だけでなく︑水の流れが悪くな

にやめま

ので︑
絶対

られま す

は ︑罰 せ

した 場 合

不法投棄

もつ な が

申込・問合せ 所定の用紙 募(
集要領に同封︑市ホームページ
ります︒

水路へのごみ捨ては環境汚染

サポートセンター お(あしす内 ︑)
視聴覚ライブラリー︑各公民館︑

まで

募集期間

みらいステップアップ
助成金 応募団体

問合せ

サービス事業者 小(規模多機能
型居宅介護︑認知症対応型共
同生活介護 を)募集します︒
詳しくは市ホームページで

長寿支援課☎
・５

月 日 まで

ご確認ください︒
募集期間
問合せ
１１９︑ 共通

大場川に架かる新橋の名称
都市計画道路越谷吉川線の
大場川に架かる新橋の建設が
進んでいます︒
そこで︑地域の皆さんに定
着し︑親しまれるように新橋
の名称を募集します︒

)

で入手可 を)直接︑市民参加推
進課へ☎ ・９６８５︑ 共通
越谷税務署非常勤職員 ア(ルバイト

提出物 応募用紙 道(路公園課︑
おあしす︑中央公民館︑各市
民サービスセンター︑総合体
勤務期間・時間
分 〜 午 後５

しょう︒
問合せ 農政課☎ ・９４８３︑
環境課☎ ・９６９６︑ 共通

生きる社会 を｣実現するため︑
県・市町村はもちろん県民総
ぐるみで取り組む運動です︒
改めて考えてみましょう︒

・１

・２２５５︑庶務課☎

・

月 日から 日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

９４５８︑ 共通

・

この機会に︑人権について

時は見落としを原因とする交

問合せ
ト点灯をお願いします︒

ています︒不要な塗料や油︑農

危機管理課☎

アイヌの方々のための電話相談

となります︒この週間を機に

決には 拉
｢ 致は許さない と
｣い
う一人ひとりの声が大きな力

北朝鮮による拉致問題の解

全国のアイヌの方々のための電

拉致問題への関心と認識を深

０７２︑ 共通

県人権推進課☎

通事故が多発する時間帯です︒

日没が早い季節です︒薄暮

月 日 まで
冬の交通事故防止運動

イクタウンｋａｚｅ 越(谷市レイ

時 ３(〜７時間勤務 )
場 所 越 谷 税 務 署 ︑ イオンレ

・ 午 前８時

月 上 旬 から３月 下 旬 ま で の

令 和４年１

育館に設置の他︑市ホームペ

までに

〜

日

ージで入手可 に①名称②名称
)
の理由③住所︑氏名︑
電話番号
月

を明記したもの
提出方法
提出物を備え付けの応募箱︑

異常水質事故を見つけた場
・２３１１にご

合には︑速やかに越谷環境管
理事務所☎
連絡ください︒
多子世帯向け中古住宅取得支援

埼玉県では︑多子世帯 (歳
未満の子が３人以上または２人

で反射材を活用しましょう︒

自動車や自転車は早めのライ

条(件付き の)世帯 を)対象に住
宅取得の諸経費に対して補助を

問合せ

道水や農業用水の取水に影響が

薬などの取り扱いは十分にご

行っています︒詳しくは左記ま

出る異常水質事故が多く発生し

注意いただき︑決して河川や

でお問い合わせください︒

また︑歩行者は明るい服装

水 路 ︑ 側溝に流さないようお
問合せ

県住宅課総務・民間

願いします︒事故対応の費用は

住宅担当☎ ・５５６３

話相談を行っています︒日常生活

めましょう︒
・９４５

でお困りのことなど︑お気軽に

庶務課☎

越谷市場 歳｢末大売出し ｣

問合せ

８︑ 共通
(︑ 月 日〜１

ご相談ください︒ ※
匿名でも構
いません︒秘密は厳守します︒

〜

会をめざす県民運動強調週間です

人｢権尊重社会をめざす県民

運動 は
｣ す
｢ べての県民がお互
いの人権を尊重しながら共に

売出し

問合せ

越谷総合食品地方卸売

ンター☎ ・３１００

㈱埼玉県東部流通セ

内容 正月用食材 野(菜︑果物︑
水産物︑食肉︑雑貨など の)大

市場 越(谷市流通団地３ ２ｰ １ｰ )

場所

月 日 〜 日
日時

日時

982

30

you2@city.yoshikawa.saitama.

環境課☎

982

16
月３日除く 午)前９時〜午後５時
電話番号 ０１２０・ ・

１８０２

208

月４日から 日は人権尊重社

771

問合せ

990

100

960

26

982

965

10

03､ 共通
募集人数:2人 報酬:日額6,600円

員募集｣)で都市計画課へ☎982･99
号､市内在住･在勤･在学年数を明記したもの

aitama.jp(件名｢都市計画審議会委
字以上800字以内･様式自由)と住所､氏名､生年月日､電話番

toshikei2@city.yoshikawa.s

事故原因者の負担となります︒

830

12

※ 月 日 は一部の店舗の
み営業します︒

29

問合せ
公
(財 人
) 権教育啓発
推進センター☎ ・５７７７・

12

03

８︑ 共通

50

に提出物を直接､郵送､ファクスまた
提出物:｢防災･減災の観点を踏まえた､吉

12
広報よしかわ2021.12
広報よしかわ2021.12

13

14

10

31 12

987

12

12

27

28

令和4年1月14日 (消印有効)まで
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め

資格:20歳以上の市内

982
14

940

982 048

12

982

982

12

12

jpで環境課へ☎982･9696､ 共通
募集人数:若干名 報酬:日額6,600円

は
川市の今後の都市づくりについて｣をテーマとした作文(400
調査審議

に1年以上在住･在勤･在学する方で､年2回程度平日に開催の
ている方は不可)
都市計画に関する事項の

ている方は不可) 提出物:応募動機(400字程度･様式自由)と
会委員

から2年間
任期:令和4年2月28日

12

都市計画審議会委員

提出物を直接､郵送または
住所､氏名､年齢､電話番号を明記したもの

982

18
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

31

人権それは愛 インターネットにおける人権侵害
―SNSは正しく使いましょう―

966

983

任期:令和4年2月から2年間 資格:20歳以上の市内に在住･

kank
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め
廃棄物減量等推進審議

申込･問合せ
応募資格などの詳細
募集項目

12月24日 午後5時(必着)までに
在勤･在学する方または学識経験のある方で､平日に開催の

インターネットの普及により､私たちの生活はより便利
になり､離れた場所でもコミュニケーションの輪を広げる
ことが可能になりましたが､一方でインターネットを悪用
した行為やトラブルが増えています｡
特に､SNS(ソーシャル･ネットワーキング･サービス)を
通じた差別的な書き込み､特定の個人に対する誹謗中傷
やインターネット上でのいじめなど深刻な人権侵害が少
なくありません｡また､新型コロナウイルス感染症などの
社会不安による悪意あるデマも散見されます｡昨今､これ
らの行為は､社会的に許されないものと認知され､民事
事件や刑事事件にも発展しています｡
そして､インターネットで発信した内容は､瞬く間に世
界中に広がり､消したくても消せない｢デジタルタトゥー
※｣として残り続ける危険性があります｡軽い悪ふざけで
発した言葉が､インターネットを通して差別を助長し､誰
かを傷つけ続けるかもしれません｡今一度､自分のＳＮＳの
使い方を見直し､人権侵害につながる行為は絶対にやめ
ましょう｡日頃から､インターネット上においても､お互い
を尊重する行動を心掛けることが大切です｡
国では､世界人権宣言が国際連合総会で採択された昭
和23年(1948年)12月10日を記念して､毎年12月4日か
ら10日までを人権週間と定めています｡
また､埼玉県では､12月4日から10日まで｢人権尊重社
会をめざす県民運動強調週間｣として定めています｡
※一度ウェブ上に記録されたデータは容易に消去するこ
とができない入れ墨(タトゥー)になぞらえた語｡

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｡

狂犬病予防注射の
接種期限が延長されました
新型コロナウイルス感染症
の影響を踏まえ︑今年度も狂
犬病予防注射の接種期限が
月 日 まで延長されました︒
まだ予防注射を受けさせて
いない場合は︑期限内にお近
くの動物病院で予防注射を受
けさせた後︑注射済票の交付
を受けてください︒
・９６９

河川などの異常水質事故
防止にご協力を
河川や水路に油
や薬品などが流れ︑
魚が死んだり︑水

介護事業所の開設事業者

直接︑
douro2@city.yoshi-

クタウン４ ２ｰ ２ｰ )

内容 ①事務の補助作業 書(類
整理など ②)相談者のパソコン
操作補助

︑ファクスま
kawa.saitama.jp
たは郵送 当
( 日 消 印 有 効 で)道
路公園課へ

高齢者が要介護状態となっ
ても可能な限り住み慣れた地
人程度

報酬 ①時給 円②時給 円
除く )

農業用水路へごみを捨てないで！

お知らせ

署へ☎ ・８１１２ (

申込・問合せ 電話で越谷税務

募集人数

域で安心して暮らし続けるこ
名
※称は決定後︑市ホームペー
ジおよび広報でお知らせします︒

日

・９

とができるよう︑地域密着型
道路公園課☎

８１４︑ 共通

令和４年１月
市内を流れる農業用水路は︑
要な生 産 基 盤であ り ︑日 常 的

米などの農作物を作るための重

推進課へ 要(電話予約 )
募集要領設置場所 市民参加
に農家の方々が掃除などの点検

事前相談は市民参加
※

推進課︑おあしす︑市民活動
を行い︑利用しています︒

旭地区センター︑総合体育館
り ︑ 農 作 物の生 産 力の低 下 に

だけでなく︑水の流れが悪くな

にやめま

ので︑
絶対

られま す

は ︑罰 せ

した 場 合

不法投棄

もつ な が

申込・問合せ 所定の用紙 募(
集要領に同封︑市ホームページ
ります︒

水路へのごみ捨ては環境汚染

サポートセンター お(あしす内 ︑)
視聴覚ライブラリー︑各公民館︑

まで

募集期間

みらいステップアップ
助成金 応募団体

問合せ

サービス事業者 小(規模多機能
型居宅介護︑認知症対応型共
同生活介護 を)募集します︒
詳しくは市ホームページで

長寿支援課☎
・５

月 日 まで

ご確認ください︒
募集期間
問合せ
１１９︑ 共通

大場川に架かる新橋の名称
都市計画道路越谷吉川線の
大場川に架かる新橋の建設が
進んでいます︒
そこで︑地域の皆さんに定
着し︑親しまれるように新橋
の名称を募集します︒

)

で入手可 を)直接︑市民参加推
進課へ☎ ・９６８５︑ 共通
越谷税務署非常勤職員 ア(ルバイト

提出物 応募用紙 道(路公園課︑
おあしす︑中央公民館︑各市
民サービスセンター︑総合体
勤務期間・時間
分 〜 午 後５

しょう︒
問合せ 農政課☎ ・９４８３︑
環境課☎ ・９６９６︑ 共通

生きる社会 を｣実現するため︑
県・市町村はもちろん県民総
ぐるみで取り組む運動です︒
改めて考えてみましょう︒

・１

・２２５５︑庶務課☎

・

月 日から 日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

９４５８︑ 共通

・

この機会に︑人権について

時は見落としを原因とする交

問合せ
ト点灯をお願いします︒

ています︒不要な塗料や油︑農

危機管理課☎

アイヌの方々のための電話相談

となります︒この週間を機に

決には 拉
｢ 致は許さない と
｣い
う一人ひとりの声が大きな力

北朝鮮による拉致問題の解

全国のアイヌの方々のための電

拉致問題への関心と認識を深

０７２︑ 共通

県人権推進課☎

通事故が多発する時間帯です︒

日没が早い季節です︒薄暮

月 日 まで
冬の交通事故防止運動

イクタウンｋａｚｅ 越(谷市レイ

時 ３(〜７時間勤務 )
場 所 越 谷 税 務 署 ︑ イオンレ

・ 午 前８時

月 上 旬 から３月 下 旬 ま で の

令 和４年１

育館に設置の他︑市ホームペ

までに

〜

日

ージで入手可 に①名称②名称
)
の理由③住所︑氏名︑
電話番号
月

を明記したもの
提出方法
提出物を備え付けの応募箱︑

異常水質事故を見つけた場
・２３１１にご

合には︑速やかに越谷環境管
理事務所☎
連絡ください︒
多子世帯向け中古住宅取得支援

埼玉県では︑多子世帯 (歳
未満の子が３人以上または２人

で反射材を活用しましょう︒

自動車や自転車は早めのライ

条(件付き の)世帯 を)対象に住
宅取得の諸経費に対して補助を

問合せ

道水や農業用水の取水に影響が

薬などの取り扱いは十分にご

行っています︒詳しくは左記ま

出る異常水質事故が多く発生し

注意いただき︑決して河川や

でお問い合わせください︒

また︑歩行者は明るい服装

水 路 ︑ 側溝に流さないようお
問合せ

県住宅課総務・民間

願いします︒事故対応の費用は

住宅担当☎ ・５５６３

話相談を行っています︒日常生活

めましょう︒
・９４５

でお困りのことなど︑お気軽に

庶務課☎

越谷市場 歳｢末大売出し ｣

問合せ

８︑ 共通
(︑ 月 日〜１

ご相談ください︒ ※
匿名でも構
いません︒秘密は厳守します︒

〜

会をめざす県民運動強調週間です

人｢権尊重社会をめざす県民

運動 は
｣ す
｢ べての県民がお互
いの人権を尊重しながら共に

売出し

問合せ

越谷総合食品地方卸売

ンター☎ ・３１００

㈱埼玉県東部流通セ

内容 正月用食材 野(菜︑果物︑
水産物︑食肉︑雑貨など の)大

市場 越(谷市流通団地３ ２ｰ １ｰ )

場所

月 日 〜 日
日時

日時

982

30

you2@city.yoshikawa.saitama.

環境課☎

982

16
月３日除く 午)前９時〜午後５時
電話番号 ０１２０・ ・

１８０２

208

月４日から 日は人権尊重社

771

問合せ

990

100

960

26

982

965

10

03､ 共通
募集人数:2人 報酬:日額6,600円

員募集｣)で都市計画課へ☎982･99
号､市内在住･在勤･在学年数を明記したもの

aitama.jp(件名｢都市計画審議会委
字以上800字以内･様式自由)と住所､氏名､生年月日､電話番

toshikei2@city.yoshikawa.s

事故原因者の負担となります︒

830

12

※ 月 日 は一部の店舗の
み営業します︒

29

問合せ
公
(財 人
) 権教育啓発
推進センター☎ ・５７７７・

12

03

８︑ 共通

50

に提出物を直接､郵送､ファクスまた
提出物:｢防災･減災の観点を踏まえた､吉

12
広報よしかわ2021.12
広報よしかわ2021.12

13

14

10

31 12

987

12

12

27

28

令和4年1月14日 (消印有効)まで
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め

資格:20歳以上の市内

982
14

940

982 048

12

982

982

12

12

jpで環境課へ☎982･9696､ 共通
募集人数:若干名 報酬:日額6,600円

は
川市の今後の都市づくりについて｣をテーマとした作文(400
調査審議

に1年以上在住･在勤･在学する方で､年2回程度平日に開催の
ている方は不可)
都市計画に関する事項の

ている方は不可) 提出物:応募動機(400字程度･様式自由)と
会委員

から2年間
任期:令和4年2月28日

12

都市計画審議会委員

提出物を直接､郵送または
住所､氏名､年齢､電話番号を明記したもの

982

18
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

31

人権それは愛 インターネットにおける人権侵害
―SNSは正しく使いましょう―

966

983

任期:令和4年2月から2年間 資格:20歳以上の市内に在住･

kank
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め
廃棄物減量等推進審議

申込･問合せ
応募資格などの詳細
募集項目

12月24日 午後5時(必着)までに
在勤･在学する方または学識経験のある方で､平日に開催の

インターネットの普及により､私たちの生活はより便利
になり､離れた場所でもコミュニケーションの輪を広げる
ことが可能になりましたが､一方でインターネットを悪用
した行為やトラブルが増えています｡
特に､SNS(ソーシャル･ネットワーキング･サービス)を
通じた差別的な書き込み､特定の個人に対する誹謗中傷
やインターネット上でのいじめなど深刻な人権侵害が少
なくありません｡また､新型コロナウイルス感染症などの
社会不安による悪意あるデマも散見されます｡昨今､これ
らの行為は､社会的に許されないものと認知され､民事
事件や刑事事件にも発展しています｡
そして､インターネットで発信した内容は､瞬く間に世
界中に広がり､消したくても消せない｢デジタルタトゥー
※｣として残り続ける危険性があります｡軽い悪ふざけで
発した言葉が､インターネットを通して差別を助長し､誰
かを傷つけ続けるかもしれません｡今一度､自分のＳＮＳの
使い方を見直し､人権侵害につながる行為は絶対にやめ
ましょう｡日頃から､インターネット上においても､お互い
を尊重する行動を心掛けることが大切です｡
国では､世界人権宣言が国際連合総会で採択された昭
和23年(1948年)12月10日を記念して､毎年12月4日か
ら10日までを人権週間と定めています｡
また､埼玉県では､12月4日から10日まで｢人権尊重社
会をめざす県民運動強調週間｣として定めています｡
※一度ウェブ上に記録されたデータは容易に消去するこ
とができない入れ墨(タトゥー)になぞらえた語｡

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｡

と認められる児童

よって就学が困難

経済的な理由に

掌する強制保険であり︑労働

ます︒労働保険は︑政府が管

の福祉の向上を目的としてい

り構成される制度で︑労働者

労
｢ 働保険 と
｣ は︑労働者災
害補償保険と︑雇用保険によ

申告が必要ですので︑忘れず

一度も申告をしていない方は︑

以前に事業を開始し今までに

たに事業を開始した方︑それ

また︑令和３年に市内で新

)
所有している方は︑毎年１月

なります︒市内に償却資産を

対象 子どもに関心のある方

支援センター実務職員

話し手
埼玉県発達障害総合

１日現在の資産所有状況の申

定員 先着 人

年１月

4

労働保険加入手続をお忘れなく

告が必要です︒

40

令和

イ ベン ト

なまりんオレンジカフェ

みんなで楽しくお話ししま

12月9日
社会福祉協議会
午後1時30分〜3時

天候などによって
※

平沼地区公民館

せんか︒

12月8日
午後2時〜3時

日 までに名前︑所属 該
(当

場所

31

申込・問合せ

中止になる場合があります︒
する場合 ︑電話番号を電話ま
)
また︑事前に体温測定し︑発
たは
kosodate2@city.yoshi熱や体調不良のある方は︑参
件名は 子ど
kawa.saitama.jp(
｢
加をご遠慮ください︒

日時

就学援助 入(学準備金
の入学前支給申請

生徒 令
( 和４年４
月に吉川市立小中学校に入学

者 パ
( ート・アルバイト含む )
を一人でも雇用していれば︑

も未来応援集会 ｣)
で子育て支
援課へ☎ ・９５２９︑ 共通

助成金を活用した
地域の活性化

一
(財 自
) 治総合センターで
は︑宝くじの社会貢献広報事

業として宝くじの受託事業収

982

償却資産の有無に関わらず︑

予定 の)保護者に対し︑入学準
備のための援助を行います︒

なお︑新型コロナウイルス

感染拡大防止のため︑申告はで

に申告をお願いします︒

わらず︑事業主は加入手続を

行わなければなりません︒

令和４年１月４日

原則として業種・規模にかか

きる限り郵送もしくはｅＬＴＡ

すでに令 和３年 度 就 学 援 助

労働者を一人でも雇用され

Ｘでのご協力をお願いします︒

制度の申請が済んでいる方 兄
(

ている事業主の方で︑まだ労

弟 分 含む は
)︑別途申請する必
要はありません︒ 申請案内は
※
検索

申告期間

吉川 入学前支給

働保険の手続きを行われてい

〜 日

令和４年１月４日

受付期間

ない場合は︑春日部労働基準

984

入を財源としたコミュニティ

広報よしかわ2021.12

30

②

・５１１

118､ 共通

tama.jpで長寿支援課へ☎982･5

31

課税課☎

内在住･在勤･在学年数および｢介護福祉推進協議会委員募集｣

上800字以内･様式自由)と住所､氏名､生年月日､電話番号､市

981

①

問合せ

ujyushien2@city.yoshikawa.sai

981

31

982

助成事業を実施しています︒

る方､市職員､市議会議員は不可) 提出物:応募動機(400字以

と明記したもの 募集人数:2人 報酬:日額2,000円

11

cho

134

今回は上町町内会の神輿が

を審議する

直接､郵送､ファクスまたは

11

申込 各地域包括支援センター

者福祉施策の円滑な運営

議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務めてい

令和4年1月5日 までに提出物を

・８７１９

介護保険事業および高齢

1年以上在住･在勤･在学する方で､年5回程度平日に開催の会

984

第 回 理科教室

介護福祉推進協議会委員

12

月 日 午前９時 分

任期:令和4年1月29日 から2年間 資格:20歳以上の市内に

11

へ①第３包括☎ ・７１５８︑

で庶務課へ☎940･1318､ 共通

ページで入手可)を直接または郵送

・６３６６②第１包括☎ ・

留意事項:登録制のため､統計調査の際に市からお声掛けします

限なし) 報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

982

４７６６︑

登録調査員申込書(窓口､市ホーム

日時

査票の配布･回収

期間:1回の統計調査につき2カ月程度 資格:20歳以上の方(上

〜 時

世帯や事業所を訪問し調

※規定により賞与､交通費支給｡

修繕されました︒神輿の活用

統計調査員

982･5238､ 共通

対象 認知症の方やその家族︑

募集人数:1人 報酬:時給965円

直接､障がい福祉課へ☎

により︑一層の地域交流活動

健福祉センター､精神保健指定医または障害者職業センターに
より知的障害であると判断された方

送

関心のある方

(障がい者枠)

ている方､もしくは児童相談所､知的障害者更生相談所､精神保

真貼付)と療育手帳などの写しを郵

の活性化が期待されます︒

障がい福祉課職員

府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳を受け

令和4年1月7日 までに､履歴書(写

市民参加推進課☎ ・

期間･時間:令和4年4月1日 から令和5年3月31日 までの

〜 ･午前9時〜午後2時(予定) 資格:市内に在住の方で都道

問合せ

合は規定により賞与､交通費支給｡

９６８５︑ 共通

※規定により交通費支給｡再任の場

監督署までご相談ください︒

募集人数:1人 報酬:月額164,867円

共通
※12月24日 に面接予定｡

〜 日
除く )
(
申込・問合せ 申請案内を確

資格:福祉の分野で継続した1年以上の相談業務経験のある方

５︑ 共通

任の可能性あり)･午前8時30分〜午後5時

305

735

春日部労働基準監督

(母子･父子自立支援員)

接､子育て支援課へ☎982･9529､

304

問合せ

子育て支援課職員

付)と資格証の写しを郵送または直

認の上︑直接︑教育総務課へ

期間･時間:令和4年1月4日 から3月31日 までの 〜 (再

303

048

子ども未来応援集会

12月15日 までに､履歴書(写真貼

子どもの貧困対策を視点に

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

と保菌検査結果を要提出｡

捉え︑地域で育つ子どもの未

❷学童保育補助員

※保育所職員は採用時､健康診断

来を考える 子｢ども未来応援集
会 を｣開催します︒

報酬:❶月額166,624円❷時給965円

回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日

日時 ２月７日 午後２時〜４時

学童の保育､施設管理

職員

※規定により賞与､交通費支給｡

場所 市役所 ・ ・

以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

(月2

内容 発｢達障がいのある子ど
もについて考えるー地域の中

❶学童保育支援員

〜 および

で︑私自身ができることー を｣

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶

テーマとした講演

非常勤職員

②市内8学童保育室

署☎ ・ ・５２２８

稚園課へ☎982･9528､ 共通

☎ ・３５６５︑ 共通

証の写しを郵送または直接､保育幼

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

984

償却資産の申告をお忘れなく

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資格

資格:保育士 募集人数:すべて若干名

特定 産(業別 最)低賃金の改正

午前7時〜10時30分および午後3時30分〜7時

５業種の最低賃金の時間額

❷❸パートタイム

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ・午前8時30分

〜午後5時❷週3〜5日・午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日・

が改正されました︒

❶フルタイム

※12月22日 午前中に面接予定｡

個人や法人で事業 工
(場や商
店の経営︑不動産貸付業など )

第二保育所)

☎982･9804､ 981･3881

055､吉川2-1-13)で健康増進課へ

を行っている方が事業のために

①保育士(市立第一･

場所:保健センター 募集人数:10人 報酬:時給965円

午前9時〜午後4時

円

入力など

貼付)を直接または郵送(〒342-0

〜午後5時､

非鉄金属製造業

電話対応やパソコン

期間･時間:1月中旬から3月末までの週3日程度･ 〜 午前9時

990 990

使 用 する 構 築 物や機 械 ︑ 備 品

接種事務職員

12月17日 までに､履歴書(写真

974

981

工(場の機械︑商店の棚やレジ︑
アパート・店舗の外構︑テナン

新型コロナワクチン

988

円

館､各市民サービスセンター､吉川駅､吉川美南駅､市ホーム

政策室☎982･9695､ 共通

電子部品等製造業

ページで入手可)を確認してください｡

②土木技師

600

円

③建築技師

※その他の詳細な内容および申し込み方法などについては､

輸送用機械器具製造業

12月上旬に公開予定の受験案内(政策室､おあしす､中央公民

がい者枠、情報処理

円

枠､スポーツ枠)

048

試験日:令和4年1月22日

光学機械器具等製造業

採用予定日:令和4年4月1日

円

常勤職員

①一般事務(上級、障

自動車小売業

申込･問合せ

トの内 装 工 事 な)どのことを償
却 資 産 とい い ︑ 土 地 や 家 屋 と

応募資格などの詳細

埼玉労働局労働基準

募集項目

問合せ

市職員や委員など

同じく固定資産税の課税対象に

集

部賃金室☎ ・ ・６２０５

募

くらしの情報

広報よしかわ2021.12

14

タイトル案

温測定し︑発熱や体調不良のあ

時〜

る方は︑参加をご遠慮ください︒

午前

次(回は令和４年１月 日
)
場所 おあしすセミナールーム３
時 分
介護をしている方︑こ
第１地域包括支援セン

８７１９

ターへ☎ ・４７６６︑

申込

れから介護の予定のある方

対象

場所 社会福祉協議会

日

日時

・０

日

月

内容・対象 コンテスト・小学生

人程度・ 円

・１８８１ ︑

吉川さいえんすクラブ

定員・費用
問合せ
すず き

鈴木☎
３１７︑

｣

suzuki@p-suzuki.co.jp

産直めぐり 冬｢編

月

市内の生産現場をなまりん
バスで巡ります︒
日時・集合場所

未来への輪 よしかわ 〜ふるさと
を愛し︑共に未来へはばたこう〜
子どもたちが︑
アート作品の制作

午前９時〜正午 予(定 ・)市役所
小松菜農家・花
き農家・ＪＡさいかつ農産物

巡回コース
直売所フレッシュファーム
市内在住の方・

を通じて 吉｢川に住
んでいてよかった ｣

対象・定員

講

座

〜歴史にふれてみよう〜
こ もん じょ
はじめての古文書教室
古文書を初めて学ぶ方︑初
級者を対象とした講座を開講
令和４

します︒
･ 日時
・

日

全３ 回 午)
(
時〜 時

日

年１月８日 ・

前
分

場所

会議室
定員

市役所
人

申込・問合せ

ま

と感じ︑自分らし

でに直接または電話で生涯学習

日

く未来へ羽ばたくためのきっ

課へ☎ ・３５６３︑

月

かけづくりとして実施するも

人 申(し込み多数時は抽選 )

持ち物 タオル︑飲み物︑着替え

のです︒

キッズ★消費者教室

共通

温かく汚れても良い服装で参加︒
※
月 日 ま
申込・問合せ

日時

午後

でに直接または電話で農政課

君も消費者！
未来に役立つ金
銭感覚とトラブ
ルを予防するた

チケット:12月10日 から生涯学習課､中央公民館､おあしすで販売

定員

制作協力:(一社)日本クラシック音楽事業協会

留意事項:新型コロナウイルス感染状況などの社会情勢の変化により､定員
の変更や公演が中止となる場合がございます｡あらかじめご了承ください｡

組 申(し込み多数時は
児童１人につき保護者
※

か

対象

広

広

告

告

市内在住の小学生以下
の子を持つ保護者
定員 先着８人 託(児は先着８

までに❶名前❷住所❸

人 未
※就学児のみ )
申込・問合せ 令和４年１月

日

電話番号❹子どもの年齢❺託

日
申込・問合せ

児の有無❻託児希望の場合は
ま た は 下 記 申 込フォ
ームで商工課へ☎ ・
９６９７︑ 共通

第３回ほめて♥はぐくむ
子育て講座
子どもに
伝わりやす
い教え方︑
褒め方など
を学び︑親
の気持ちを
分かりやすく伝えるスキルを
身に付けます︒子育てをもっ

日

と楽しむための方法を一緒に
令和４年①１月

学びましょう︒
日程

②２月４日

時間 午前 時〜正午 午(前９
時 分から受け付け︑全２回 )

１月

分〜 時 分

日時

７８

☎

講師から
絵本の読み
聞かせの良
さを学ぶ講
座です 読(み
聞かせも行

時

います！ )

午前

・６３７７︑

・６３

電 話で子育て支援センターへ

定員 ５組 要(予約 )
申込・問合せ 直接または

対象 乳幼児とその保護者

場所 おあしす子ども室

日

子育て読み聞かせ講座

５２９︑ 共通

またはファク
wa.saitama.jp
スで子育て支援課へ☎ ・９

kosodate2@city.yoshika-

子どもの名前を直接︑電話︑

ら 日 までに電話︑ファクス

月

１人まで )
持物 飲み物︑筆記用具

抽選

主催･助成:市教育委員会･(一財)地域創造

小学１から４年生とそ

費用:1,000円

の保護者

対象

対象･定員:小学生以上･200人

場所 市役所① ②
託
(児
はおあしす①ミーティングル

30

令和４年１月８

へ☎ ・９４８２︑ 共通

市内在住のひとり親家
ま

めにクイズで楽しく学びまし

日

午

申込・問合せ

月

庭の小学５・６年生

対象

１時〜３時 分 予(定 )
場所 中央公民館調理室

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

分

問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通
※詳細は市ホームページでご確認ください｡
)

982

日時:令和4年2月19日 午後2時開演(午後1時30分開場)

でに左記メールフォームまた

日時

時

場所:中央公民館ホール
ーム４②セミナールーム３

24
30

10
984

たり︑話をしながら気分転換

は電話で子育て支援

時〜

市役所 ・ ・

305

ょう︒ ※
参加賞あり
令和４年１月９日

しましょう︒

前

場所

304

11

日本各地でソロ･リサイタル､室内楽コンサートに多数出演しているチェロ
303 30

10
広報よしかわ2021.12
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15

課へ☎ ・９５２９︑
共通

11

14

984

984

15

10

15

982

こんじき

天
※候などによって中止になる場
合があります︒また︑事前に体

10

21
301

12

13

12

304

24
30

12

15

③もっと(知って)ぐっと！(近づく)よしかわ
ぎゅっと(魅力の詰まった)ブック
12

みください｡
20

②金色のなまず-マンガで見る吉川市-

11

奏者の加藤 文枝氏が吉川市にやって来ます｡想像の世界へ誘う音色をお楽し
12

100

992

15

イベント
29
11

投票方法･問合せ:12月22日 までに投票するタイト
ルと氏名､住所､電話番号を明記したもの
を郵送､ファクス､右記メールフォームまた
は直接､政策室へ☎982･5112､ 共通
※投票結果は広報よしかわで改めてお知
らせします｡
981

13

音楽を愉しみながら､心癒やされよう！
か とう ふみ え
加藤 文枝 チェロコンサート
15

①吉川まんがものがたり

講座
募集
12

30

982

10

15
10

30

市の概要や魅力などをまとめた｢市勢要覧｣を､幅広
い世代の方々に､分かりやすく伝え､市に興味や愛着を
持ってもらうため漫画で作成しています｡そこで｢市勢
要覧｣のタイトルを､皆さんの投票で決めます｡
15

スマートフォンを活用した
確定申告書作成講座
市制施行25周年記念誌 市勢要覧の
タイトルが皆さんの投票で決まります

スマートフォンを活用し､自宅で確定申
告書作成にチャレンジしてみませんか｡
※スマートフォン･マイナンバーカードを
お持ちの方はご持参ください｡
日時･場所:12月14日 午後2時〜4時･
市役所202､203
内容:①留意事項の確認(収入と所得の違いなど)②確
定申告書作成コーナーの操作説明(医療費控除､扶養
控除､ふるさと納税による寄附金控除の申告など)
対象･定員:市内在住の給与所得者､年金所得者で各
種控除の申告をしようとする方･20人
申込･問合せ:直接､電話､ファクス､ zeim
u2@city.yoshikawa.saitama.jpまたは右
記申込フォームで課税課へ☎982･5114､
共通
984

992

982

23

45

14

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

パブリックコメントを実施します

掲載期間:12月1日〜令和4年1月7日

年末年始(12月29日〜1月3日)はお休みです｡

相談種類

皆さんのご意見をお聞かせください

1

2

国土強靭化地域計画

平成25年12月に｢強くしなやかな国民生活の実現
を図るための防災･減災等に資する国土強靭化基本
法｣が制定されました｡
市では､大規模自然災害が発生しても市民の生命
を最大限守り､地域社会の重要な機能を維持する｢強
さ｣と､生活･経済への影響､市民の財産および公共施
設の被害をできる限り軽減して迅速な復旧･復興が
できる｢しなやかさ｣を持ち､市民の安全と安心を守
るため｢吉川市国土強靭化地域計画｣の策定を進めて
います｡

3

市では､各福祉分野の計画における上位計画とし
て令和4年度から5年間を計画期間とする｢第4次吉
川市地域福祉計画｣の策定を進めています｡

農業パーク基本構想

時

場

律

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

12月9日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

12月21日 午後1時30分〜4時

税

務

12月6日 ､1月4日 午後1時30分〜4時(要予約)

納税(休日)

12月19日 午前8時30分〜午後5時

金

女性総合

12月13日 ･27日 午後1時〜4時(要予約)

閲覧場所

募集期間

対象

提出方法

①国土強靭化地
域計画(原案)

②農業パーク基
本構想(原案)

③第4次地域福
祉計画(改定案)

④スポーツ推進
計画(原案)

9
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12月6日 〜
令和4年1月5
各課窓口､市役 日
各 閲 覧 場 所に
所1階市政情報
設 置 の 用 紙ま
コーナー、中央
たは任 意 の 用
公民館､おあし
紙に､意見､住
す ､ 駅 前 市 民サ
市内在住･
所､氏名を記入
ービスセンター､
在勤･在学
旭地区センター､
し､備え付けの
の方
平沼･東部･美南
意見提出箱へ｡
地区公民館､総
または直接､郵
合体育館
送､ファクス､メ
※市ホームペー
ールで各窓口へ
12月24日 〜
ジでも閲覧可
令和4年1月25
日

問合せ
危機管理課
kikikanri2@city.yoshikaw
a.saitama.jp､☎982･9471､
981･5392
農政課
nousei2@city.yoshikaw
a.saitama.jp､☎982･9482､
981･5392
地域福祉課
chiiki-fukushi2@city.yos
hikawa.saitama.jp､☎982･
9548､ 981･5392
スポーツ推進課
sports-suishin2@city.yo
shikawa.saitama.jp､☎98
2･6800､ 983･1867

おあしす

市民参加推進課☎982･9685

12月7日 ･21日 ､1月4日 午前9時30分〜11時30分 児童館
12月17日 午前9時30分〜11時30分

美南小

12月17日 午後1時30分〜3時30分

吉川小

12月22日 午前9時30分〜11時30分

旭小

12月24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
第一保育所☎･

育

児

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

子育て支援課
982･0259

第二保育所☎982･5300､

毎週 〜 午前9時〜午後4時

982･5647

子育て支援センター☎984･6377､
教

育

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前9時〜午後5時

学校生活
毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分
(さわやか相談)

案

収納課☎982･5113

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

ひとり親家庭 毎週 〜 午前9時〜午後4時

市では､スポーツに関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため令和4年4月から10年間を計画期
間とする｢吉川市スポーツ推進計画｣の策定を進めて
います｡

問合せ

12月2日 ､1月6日 午後1時30分〜3時30分
12月10日 ･24日 ､1月7日 午後5時〜8時

年

所

庶務課☎982･9458

納税(夜間)

子どもと家庭

スポーツ推進計画

日

法

困りごと

市では､さまざまな農業課題を解決し､魅力ある農
業の振興を達成するための施策の一つとして､農業
の拠点づくりを検討しています｡
このたび､次世代の視点を取り入れた持続可能な
産業としての独自の都市近郊農業を確立し､交流人
口の拡大や担い手の育成などを図っていくための拠
点形成の基本構想を作成しました｡

4

第4次地域福祉計画

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｡

こころ
障がい
高齢者

毎週 〜 午前9時〜午後6時

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
☎981･8510､ 999･6854

※相談員不在時は転送電話対応
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1包括☎984･4766､

981･8719

第2包括☎981･5811､

981･1144

第3包括☎981･7158､

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

984･6378

※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう ☎982･5968

消費生活
就職活動

毎週

午前10時〜午後3時受け付け

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

(正午から午後1時除く)

消費者ホットライン☎188

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)

商工課☎982･9697

(正午から午後1時除く)

こころとくらしの
毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)
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

メール相談は右記QRコードから
地域福祉課☎982･9548

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

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808

特別労働相談窓口

☎048･600･6262

埼玉新卒応援ハローワーク

☎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2021.12
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保健ガイド
｢吉川食ナビ1week｣掲載レシピ第5弾

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

年末年始急患歯科医院

今回は､切って漬けるだけの｢ピクルス｣をご紹介しま
す｡作り置きもできて便利です｡

日にち
12月30日

ピクルス

12月31日

1本半(120グラム)
3センチの長さ分
(140グラム)
人参
中1本(140グラム)
黄パプリカ 1個(130グラム)
甘酢
100ミリリットル
(すし酢など)
作り方
1 野菜は大きさを合わせて切る。
2 ポリ袋または密閉容器に野菜と調味料を入れ､
冷蔵庫で保存する｡
冊子は市役所や保健センター
で配布している他､市ホームペ
ージにも掲載しています｡
吉川食ナビ1week 検索
ここがポイント！
時短テクニックを伝授
1週間でバランスを調節
食材の使い切り
地産地消の推進

保健センターからのお知らせ

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

令和４年

材料
きゅうり
大根

1月1日
1月2日
1月3日

病院名･問い合わせ先
よしかわ歯科クリニック
☎981･6521
戸張歯科クリニック
☎982･0202
だて歯科クリニック
☎983･8148
高富デンタルクリニック
☎981･7785
だて歯科クリニック
☎983･8148

受付時間:午前9時30分〜正午

離職中の看護職の方は届け出をお願いします
看護職の資格をお持ちで就業をしていない方は､法
律の改正により､県ナースセンターへの届け出が努力義
務になりました｡転居や出産育児などで離職した方は届
け出をお願いします｡
届出方法:看護協会ホームページの｢とどけるん｣のペー
ジまたは下記まで直接届け出てください。
問合せ:県ナースセンター☎048･620･7339

献血にご協力をお願いします
日時:12月27日 午前10時〜11時45分､
午後1時〜4時
場所:市役所1階コミュニティルーム
※血液センターの都合により日時､場所が
変更になることがあります｡

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｡

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

小児時間外診療(当番医輪番制)

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

12月の当番医(吉川歯科医師会)
● 戸張歯科クリニック☎982･0202
● よしかわ歯科クリニック☎981･6521
※電話予約の上､来院してください。

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

※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｡
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人事行政の透明性を高めるため､令和2年度の運営状況をお知

市人事行政の運営状況
1.職員の任免および職員数に関する状況
採用者数

退職者数

16人

再任用者数

44人

職員数(令和3

年4月1日現在)

33人

419人

2.職員の給与の状況
①人件費の状況(令和2年度普通会計決算)
人口

(令和2年度末)

歳出額(A)

人件費(B)

(B/A×100) の人件費率
12.1％

12.9％

②職員給与費の状況(令和2年度普通会計決算)
職員数
(A)

給与費
給料

職員手当 期末･勤勉手当

1人当たり

計(B)

(B/A×100)

396人 1,407,967千円 373,905千円 577,145千円 2,359,017千円 5,958千円

③職員平均給料などの状況(令和3年4月1日現在)
一般行政職

技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
301,800円 353,399円

40.5歳 262,500円 289,693円

59.4歳

④職員手当の状況(令和3年4月1日現在)
期末･勤勉手当

1人当たりの
平均支給額

支給割合※( )内は再任用職員

1,462千円

2.55月分(1.45) 1.9月分(0.9)

期末

勤勉

職制上の段階､職務の等級による加算措置(5%〜20%)

勤続年数

自己都合

勧奨･定年

勤続20年

19.6695月分 24.586875月分

勤続25年

28.0395月分 33.27075月分

勤続35年

39.7575月分

47.709月分

最高限度

47.709月分

47.709月分

その他加算

地域手当

定年前早期退職特例措置(2％〜45％)

90,962千円(支給率6%)

特殊勤務手当

扶養手当､住居手当､通勤手当､管理職手当

⑤特別職の報酬などの状況(令和3年4月1日現在)
区分
給料
報酬

給料月額
市長

845,000円

副市長

715,000円

議長

431,000円

副議長

376,000円

議員

353,000円

問合せ

政策室☎982･9695、 981･5392

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
①勤務時間(標準的なもの)
開始時間

終了時間

休憩時間

午前8時30分

午後5時

午後0時15分から1時

● 休暇制度の種類

年次有給休暇､病気休暇､特別休暇､
介護休暇､組合休暇

● 年次有給休暇の平均取得日数

期末手当

10.5日

③職員の休業の取得状況
● 育児休業(うち新規)

女性23人(8人)

● 部分休業(うち新規)

17人(8人)

● 高齢者部分休業

男性1人(1人)

0人

● 修学部分休業

0人

● 自己啓発等休業

0人

4.職員の分限･懲戒処分の状況
● 降任･免職･降給処分者

0人

● 休職処分者

5人(事由:病気休職)

● 懲戒処分者

0人

5.職員の服務の状況
● 職務専念義務免除の状況

承認394件

● 営利企業等従事の許可状況

許可3件

6.職員の人事評価の状況
評価回数
年2回

対象

活用方法

全職員

勤勉手当への反映(一部)､昇任昇格者
の参考資料

7.職員の研修の状況
種別

2,033千円(手当の種類11)

時間外勤務手当 151,685千円
その他

らせします｡政策室や市のホームページでも閲覧できます｡

②休暇制度の状況

人件費率 令和元年度

73,217人 30,043,615千円 3,624,857千円

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

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

令和2年度

退職手当

乳幼児健康相談
日時:令和4年1月18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)

17

981･3881

内容

受講者数

一般

一般職員､課長､係長研修など

84人

特別

政策課題研修､接遇研修など

派遣

市町村職員中央研修所など

自主

通信教育､行政事例等調査研修など

325人
41人
3人

8.職員の福祉および利益の保護の状況
支給割合4.45月分

(20％の加算措置あり)

【用語解説】
再任用職員 退職者のうち選考により改めて採用された職員
平均給料月額 職種ごとの職員の基本給の平均
平均給与月額 給料月額と毎月支払われる諸手当の合計の平均

● 共済組合負担金

507,243千円

● 職員互助会への補助金
● 公務災害の発生状況

該当なし
2件

9.公平委員会の業務の状況
● 勤務条件に関する措置要求件数

0件

● 不利益処分に関する不服申立件数

0件
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

○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｡

栄小学校

ラ イ フ

SCHOOL LIFE

うえ の

み か

｢止まった時間｣ ６年 上野 美果さん

いしかわ なつ み

｢毎日通る一つの道｣

日

イベント

Sakae elementary school
６年 石川 夏未さん

12月19日

時

あつまれ！放課後子どもクラブ
｢クリスマスリース作り｣

午前10時〜11時30分

ピラティス

毎週

市立図書館

午前10時30分〜11時30分 費用:500円

令和4年1月15日

午後1時30分〜3時30分

きよみ野1 1

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
※12月28日 は午後5時閉館
イベント

旭地区センター
｢新春落語会｣

視聴覚ライブラリー
開館時間／午前9時〜午後7時
イベント
クリスマス
えいごお楽しみ会
ライブラリーおはなし会

問合せ

市長コラム

｢価値ある未来を､共に｣

983･5500

休館日】毎週

時

令和4年1月9日

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

おはなし会はこちら

､12月29日 〜令和4年1月3日
詳

､5日

細

場所:旭地区センター2階研修室(和室) 定員:15人
申込:12月2日 から電話または直接､市立図書館へ
※小学生以下は保護者同伴

☎981･8113

981･8114

【休館日】毎週 ､12月27日 〜令和4年1月3日
日

12月4日

時

詳

細

午前11時〜正午

場所:4階多目的室 対象:4歳から小学生とその保護者
定員:10組(20人) 申込:電話または直接､窓口へ

午前11時〜11時30分

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

12月24日

中央3-50-4 ☎982･7717

982･7721

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】12月28日 〜令和4年1月4日
イベント

金のなまず

▼ 金
｢ のなまず と
｣ いえば︑吉川
駅南口のモニュメントが全国的

に有名で︑
吉川市がテレビに取り

上げられるときはまずそこから

撮影が始まります︒け れ ど ︑ 実

は吉川市にはもう一つ 金
｢ のな

分から こ｢しがやエフ

ぱれっとカフェ
ぱれっとシアター
ぱれっと寄席

スマホ教室①②
(各コース全4回)

日

時

詳

細

12月18日

場所:玄関脇駐車場 内容:おいしいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！禁煙･介護など相談も受け付けています｡
お気軽にどうぞ！※飲み物は有料です

12月26日

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:劇場版 ムーミン
申込:電話または直接､窓口へ

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:サンシティ落語会による寄席
定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

午前10時〜正午

令和4年1月16日

定員:30人

①令和4年1月6日 ･20
場所:多目的室 内容:高齢者向けやさしいスマホ教室
日 ､2月3日 ･17日
②令和4年1月8日 ･22 定員:各6人(事前申し込み制) 費用:全4回400円
申込:電話または直接､窓口へ
日 ､2月5日 ･19日
午後1時30分〜3時

広

広

告

告

務めてくれたり︑コロナ禍によ

る休校時には︑小中学校の校長

先生方も登場し︑メッセージを

発信してくださるなど︑ ま さ に

市
｢ 民によるまちづくり の
｣ 核と
なっており︑全国の政策が評価

される マ
｢ ニフェスト大賞 で
｣は
回優秀賞を受賞した政策の一
第

つとなりました▼また︑吉川市は

こ｢しがやエフエム と
｣ 災
｢ 害時にお

ける放送等に関する協定 も
｣締
結しており︑いざというときの

連携も深めています▼そんな 金｢
のなまず も
｣ 先日放送５年目に

突入︒

13

日

持物:ヨガマットやバスタオルなど

場所:フィットネスルーム 内容:職場の服装規定にも表
れる性差別による不思議！特別コーナーもお楽しみに!
定員:27人 申込:12月6日 から電話または直接､窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

☎982・5112、 981・5392

まず が
｣ あるのを皆さんご存じ
ですか？それは︑毎週金曜日の

午後０時

29

エム Ｆ(Ｍ ・８メガヘルツ で
)｣
放送されている吉川市のラジオ

番組 金
｢ のなまず で
｣ す▼平成

年にスタートした 金｢のなまず ｣
は︑公募による 市民パーソナリ

番組制

作がま

すます

パーソナリティーの皆さんと市長

ティーの皆さんが︑市からのお

知らせや市のイベント︑お 店 な

ど の情報を発信してくださって
盛り上

がる中︑

新たに

パーソ

ナリテ

ィーや

企画などで参加してくださる市

民の方々を随時募集しています︒

専門的な知識や経験は全く必要

広報よしかわ2021.12

おり ︑ 今
｢ ま で 知らなかった吉
川市のいろいろな事を知ること

ができるので楽し く 聴 い て ま

ありません︒皆さんも楽しく吉

川市のことを発信してみません

か

7

す！ な
｣ ど の 声 が 多く寄せられ
ています▼夏休みには各中学校

の生徒達がパーソナリティーを
!?

金のなまずポスター

86 30

政策室

場所:生活工房1･2 対象:小学生(小学2年生以下は保護者同
伴) 定員:8人 申込:12月3日 から電話または直接、
窓口へ

毎週 (12月24日・31日除く) 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人

サポセン
創作落語｢職場の性差別意識
〜それって､当たり前？〜｣

自分の好きな場所を描くとなったとき､一番最初に思い浮か
んだ場所が昇降口だったので､6年生だけでなく､1､2年生の
ときにも毎日通っていた昇降口を描きました｡一つひとつの
くつや､下駄箱の影をしっかりとつけるために色を少しずつ
変えていったり､色の個性を出すために､絵の具で描いた後か
ら色鉛筆で重ねぬりをしたり､工夫をしました｡床の一つひと
つの細かい模様や天井の少し汚れているところは指でこすっ
て再現しました｡

細

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
(12月30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

私は､理科の実験が好きなので､実験に使うフラスコを大き
く描きました｡フラスコの中の少し曲がったりしている部分
を意識してみました｡他にも､えん筆を少し使ったりして細
かいところも工夫しました｡
誰もいない静かな理科室で､すべての物が止まっている感じ
を表現したかったので､この題名にしました｡

詳

広報よしかわ2021.12
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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 【休館日】
イベント
日

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

一般会計･特別会計･水道事業会計･下水道事業会計

きよみ野1 1(おあしす2階)

祝 ､12月29日

時

①12月14日
②令和4年1月14日

午前10時30分〜

☎984･6377

①12月23日
②令和4年1月20日

〜令和4年1月3日 ※おあしす休館日は電話対応のみ
詳
細

美南子育て支援センター 美南の風
開館時間／午前10時〜午後3時
28日 〜令和4年1月3日
イベント

休館日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

12月13日

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

12月18日

パパサロン※予約優先

祝 (12月18日･26日除く)､12月6日

午前10時30分〜正午

☎983･5267
･17日 (午前中のみ)･23日 ､

詳
細
内容:ゲームをしたり､歌ったり､クリスマスの雰囲気を楽
しみましょう♪ 対象:外国出身のママパパ､国際交流に
興味のある方 定員:7組

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
午前10時〜正午､午後1時〜3時 もぜひどうぞ♪
内容:パパだからできる育児やってみよう♪
対象:1歳児〜未就学児とパパ 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

12月26日

午前10時〜正午

令和4年1月18日
①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

中央子育て支援センター ぴこの森
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
令和4年1月3日 ､7日
イベント

時

対象:乳幼児とその

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:母子手帳､バスタオル(0歳児)
申込:電話または直接､保健センターへ☎982･9803

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)
祝 (12月4日･11日除く)､12月6日

日

時

☎971･8865

･17日 (午前中のみ)､29日 〜
詳

細

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

12月14日
内容:アレルギーに関する情報交換 対象:アレルギー
午前10時30分〜11時30分 に興味がある･子どもがアレルギーの方など

赤ちゃんのためのふれあい
タイム♪
※予約優先

12月16日

午前10時〜正午､
午後1時〜3時

たっちで！はかろう♪
※予約優先

12月24日
内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪保健師は
午前10時〜正午､午後1時〜3時 来ません

わが子だけ？はてな広場〜集団
に入りにくいちびっ子たち集ま
れ〜※予約優先

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなどうちの子だ
け？｣と困っている方､先輩ママと話してみませんか？
午前10時〜正午､午後1時〜3時 対象:乳幼児とその保護者

内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､
赤ちゃんとふれあい遊びしましょう♪
申込:電話または直接､窓口へ※右記QRコード
からもお申し込みいただけます

令和4年1月5日

おあしす･市民活動サポートセンター

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】12月1日 ･15日 ､28日 〜令和4年1月3日 ､5日
イベント

おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

19
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日

12月16日

時

午前10時〜正午

詳

細

場所:生活工房1 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

一般会計
● 市民1人当たりの納めた金額
● 市民1人当たりに使われた金額

予算現額(繰越含む)
262億5,679万6千円
94億1,531万5千円
67億7,536万9千円
3,840万9千円
40億5,800万5千円
7億7,674万5千円

収入済額(収入率)
110億1,541万8千円(42.0%)
54億6,196万2千円(58.0%)
30億8,554万7千円(45.5%)
2,670万7千円(69.5%)
19億5,029万5千円(48.1%)
2億7,173万3千円(35.0%)

支出済額(執行率)

73,252人)

地方債現在高

32億2,050万1千円(47.5%)
1,103万8千円(28.7%)
16億3,011万6千円(40.2%)
2億3,237万2千円(29.9%)

226億6,760万2千円
※一時借入金 5億円
ー
1億4,813万9千円
ー
ー

50億6,653万2千円

22億408万7千円(43.5%) 16億9,334万5千円(33.4%)

51億9,930万円

15億8,333万8千円
15億7,082万9千円
8,260万5千円
11億2,197万4千円
14億3,532万4千円
13億9,544万1千円
7億8,662万4千円
10億1,471万3千円

6億5,257万7千円(41.2%)
ー
4,488万円(54.3%)
ー
4億9,768万8千円(34.6%)
ー
9,571万2千円(12.1%)
ー

市有財産(水道事業会計･下水道事業会計除く)
区分
行政財産
普通財産

74,564円
153,248円

(令和3年9月30日現在の人口

執行状況および地方債現在高

区分
一般会計
（うち市税）
国民健康保険
特 農業集落排水事業
別 介護保険
会 後期高齢者医療
計 吉川美南駅東口周辺地区
土地区画整理事業
収入
収益的収支
支出
収入
資本的収支
支出
収入
収益的収支
支出
収入
資本的収支
支出

財政課☎982･5967、 981･5392
水道課☎982･7711、 984･1111
河川下水道課☎982･9982、 981･5392

土地
707,452.08㎡
25,664.59㎡

ー
3億8,173万2千円(24.3%)
ー
2億2,107万3千円(19.7%)
ー
1億9,368万5千円(13.8%)
ー
5億6,621万6千円(55.8%)

20億2,691万1千円

45億7,311万円

基金(一般会計)
建物
134,022.52㎡
941.45㎡

新型コロナワクチン接種のお知らせ

11月15日現在の内容です｡

112億2,569万8千円(42.8%)

基金名
財政調整基金
その他の基金

問合せ

乳幼児相談
※要予約(保健師が来ます)

場所:①おあしす②旭地区センター
保護者 定員:各回10組程度

美南4-17-3(美南小学校内)

日

税金などの収入済額と､事業執行などによる
支出済額の状況(令和3年9月30日現在)をお知
らせします｡

場所:子ども室 内容:遊びの提供と､午前11時〜①ファ
ミサポよろず相談会②先輩ママの外国語で遊ぼう
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組

水道事業会計 下水道事業会計

午前10時〜11時30分

令和3年度 上期予算執行状況

984･6378

合同イベント･オンライン｢つなが 12月17日
対象:市内在住の乳幼児とその保護者 定員:各支援セン
りタイ♥ム｣(市内3カ所の子育て 午前10時30分〜11時30分
ター10組(計30組)※当日午前中は子ども室の利用はで
支援センター合同イベント)
(15分前からオンラインで受
きません 申込:電話または直接､各支援センターへ
※要予約
け付け)
子育てすくすく広場(身長､体重
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳幼児とその保護者
12月22日
定員:5組 持物:バスタオル
測定と成長相談)※要予約
午前10時30分〜11時30分
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

問合せ

公共施設からのお知らせ

残高(見込)
12億9,260万円
8億4,361万9千円

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

●医療従事者などの追加接種(3回目接種)が始まります
2回目接種を終了してからおおむね8カ月以上経過した医療従事者などの方を対象に､12月から１回の追加接種
が始まります｡自院で接種する方を除き､予約が必要です｡令和3年4月26日までに2回目接種を終了した方へ、接
種券などを12月上旬に発送する予定です｡該当する方で接種券などが届かない場合は､コールセンターにお問い
合わせください｡
●接種済証は大切に保管してください
ワクチン接種後､クーポン券右下の予防接種済証欄に記入などがされたものが新型コロ
ナウイルスワクチン接種済証です｡大切に保管してください｡
また､国では年内をめどに､スマートフォンから必要な情報を入力することで接種済証を
取得できるよう､電子交付に向けた準備が進められています。
●ワクチンを受けた後も感染症予防策の継続を！
ワクチンは､新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり､重症化を予防する効果が期待され
ていますが､他の方への感染をどの程度予防できるか十分には分かっていません｡
引き続き｢3つの密(密集･密接･密閉)｣の回避､マスクの着用､せっけんによる手洗いや手指消毒の励行などを
お願いします｡
●吉川市での接種実績
・1回目接種回数 56,436回
・2回目接種回数

54,930回

市のワクチン
情報はこちら

厚生労働省ホーム
ページはこちら
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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｡

児童館ワンダーランド

年

に

乾

プラネタリウムイベント

杯！

プラネタリウム

お米の旨味がしっかりと感じられ、なまず

｣

料理との相性も抜群な飲み口のスッキリとした

なん と

な｢まず御前

富山県南砺市の 若｢駒酒造場 で｣じっくり醸
造され、主人が手間暇かけた職人の味。

年末年始の席にぜひ置いておきたい一本、

この機会にぜひご賞味ください。

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム
(途中入退場可)

プラネタリウム映画鑑賞会

アロマが香るプラネタリウム

未就園児向けイベント
びりびりらんど

ワンダーサーキット
その他のイベント
スポーツランド
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

富山県南砺市｢若駒酒造場｣

お求めはお近くの店舗で

価格(税込) 1,800ml:2,618円､720ml:1,477円､300ml:524円 原料米 五百万石(吉川産)
精米歩合 60%(前年値) アルコール度数 15度(前年値)

取扱店 金子酒店(保1-1-3☎982･1400)､しんみせ(中曽根1-16-25☎982･2285)､かきのきや(吉川1-9-11☎982･0219)､

大林酒店(栄町1467-2☎982･4160)､宮崎商店(鍋小路108☎982･5011)､木の下商店(平沼114☎982･0160)､十
八屋(美南5-26-5☎982･2111)､フレッシュファーム(保609-1☎982･0432)､イオン吉川美南店(美南3-23-1☎

984･0700)､ローソン吉川新川橋店(川藤190☎971･7930)､ローソン吉川きよみ野店(関363-1☎981･9631)､ロ
ーソン吉川上笹塚三丁目店(上笹塚3-79-1☎981･7890) ※順不同
※在庫･取扱商品は店舗ごとに異なりますので､事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
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商工課☎982･9697､

☎981･6811

983･1865

開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､12月14日 ､28日 〜令和4年1月3日
※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｡

よしかわの純米酒｢なまず御前｣で

新

美南5-3-1

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

時

(12月4日･11日･
毎週
25日･26日除く)午後3時〜

3時50分､毎週
〜11時50分

午前11時

細

内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同
伴) 定員:40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

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
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
定員:各回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)

12月5日 ･19日

午後2時〜2時35分

①12月25日
②令和4年1月15日

午後2時〜

12月26日

午後3時〜3時45分
日

詳

内容:①｢2分の1の魔法｣(102分)②｢ライオン･キング(実
写版)｣(119分) 対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:各回40人 申込:①12月21日 から24日 までに
②令和4年1月5日 から8日 までに電話または直接､
窓口へ
内容:冬至の季節にぴったり！｢ゆず｣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:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)

時

詳

細

内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ

12月17日

いがらし

み ゆき

ム遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
定員:20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

午前10時30分〜正午

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)
午前10時30分〜11時30分
定員:各回12人 持物:室内用運動靴

12月22日
日

時

毎週 (12月26日は除く)
午後3時30分〜4時30分

令和4年1月7日

午前10時〜11時30分

令和4年1月15日

①午後6時〜7時30分
②午後7時30分〜8時30分

詳
細
内容:｢タグラグビー｣を体験しよう！
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物
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

内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣①②今夜の星空解説､月
の観望とオリオン座徹底解剖 対象:小学生以上(中学生以
下は保護者同伴) 定員:各回15人 申込:令和4年1月4日
から10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

みんなでお祝い！｢半成人式｣
日時:令和4年1月10日 午前10時〜11時30分
内容:市長からの応援メッセージ､20歳になった自分への手紙､記念撮影､記念品贈呈など
対象:市内在住の小学校4年生 定員:30人
持物:上履き､マスク､暖かい服装､ 筆記用具 申込:12月12日 から25日 までに電話または直接､窓口へ

よしかわファミリーサポートセンター
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

981･5392

日

その他の
イベントは
こちら

【休館日】
日

きよみ野1 1(おあしす2階)

､12月29日
時

〜令和4年1月3日

詳

☎･

984･6378
細

12月9日 ､令和4年1 場所:おあしす 内容:子どもを預けたい方(利用会員)と
月13日 午前9時30分〜 預かれる方(協力会員)への説明会と講習会 定員:10人
午後0時30分(利用会員は午 程度(託児あり※要予約)
協力会員･両方会員､大募集中！】
前11時まで)
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公共施設からのお知らせ
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｡
新型コロナウイルス関連情報 ⇒

中央公民館

保577

☎981･1231

983･1864

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】
12月6日 ･7日 ･8日
図書室は毎週
平沼･美南･東部地区公民館:なし
【年末年始休館日】
12月28日 〜令和4年1月3日 (各公民館･中央公民館図書室共通)
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3月分各会場､7月分ホールおよびロビー)
日時:12月16日 午前8時30分〜17日 正午(ただし､16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3月分各会場､2月分特別教室)
日時:12月17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､12月18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｡
日
時
イベント
詳
細
場所:303･304
対象:2歳児と母親
定員:5組
12月15日
2歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
にゃんにゃんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月14日 までに電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
年忘れ映画会｢わが母の記｣
12月18日
午後1時30分〜(15分前から入場可) 申込:12月17日 までに電話でのみ受け付け
(118分)
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
12月21日
1歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
わんわんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月20日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ゼロママ集まれ！
12月22日
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
〜プーさんのわらべうた＆楽し
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:12月9日
いカード作り〜
(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
クリスマス映画会｢ジングル･オ
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
12月25日
ール･ザ･ウェイ｣(90分)
午前10時〜(15分前から入場可) 申込:12月24日 までに電話でのみ受け付け
場所:①平沼地区公民館②美南地区公民館 対象:市内小
①12月25日
午後1時30分〜3時
学生(3年生以上) 定員:各15人 費用:200円
こども書初め教室
持物:習字道具､学校で配布された書き初め手本､飲み物
②12月26日
午前10時〜11時30分
申込:12月9日 午前8時30分から電話または直接､窓口へ

総合体育館

上笹塚1-58-1

☎982･6800

983･1867

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 12月20日 ･21日 ､28日 〜令和4年1月3日
日
時
イベント
詳
細
内容:2キロメートル(親子､小学生､車いす)の部､3､5､10
【お知らせ】
キロメートルの部 対象:市内在住の方 申込:令和4年
第26回吉川なまずの里マラソン 令和4年4月3日
1月1日 から31日 までに電話､インターネットまた
(予定)
の開催について
はFamiポート※新型コロナウイルス感染症の感染状況
※規模を縮小して開催予定
によって延期となる場合があります
内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も
会員募集中！
大歓迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
12月11日 ･25日
なまずの里クラブ
午前9時〜正午(準備･片付 対象:4歳以上 費用: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
(卓球･バドミントン)
け含む)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴
トレーニング講習会
12月14日 午後6時30 対象:高校生以上 定員:各回15人
(初回は要受講､30分程度)
分〜･25日 午後1時〜
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

屋内温水プール

上笹塚1-79-1

☎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 12月7日 〜令和4年1月3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､12月2日 ･4日 午前10時〜正午､12月6日 午後1時〜3時の一般利用を中止します｡
※12月7日 から令和4年1月3日 は､温水プールの清掃･施設点検･修繕などを行うため利用できません｡

【お知らせ】
12月のアクアジョギング＆エクササイズ､アクアビクス(水中での健康体操)は中止とさせていただきます｡
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年末･年始のお知らせ
ごみの収集など

収集日の確認をお願いします

年末年始は右表のとおり､ごみの収集などをお休みします｡燃やすご
みの年内最後の収集日はお住まいの地区によって異なりますので｢ごみ
収集カレンダー｣でご確認ください。
ごみ収集カレンダーの設置場所
市役所(環境課･総合案内)､環境センター､各市民サービスセンター､
中央公民館
※市ホームページでも確認できます。吉川市ごみ収集カレンダー 検索
収集は午前8時から始まります｡年末年始は交通渋滞などにより収集
が遅れる場合があります｡皆さんのご理解とご協力をお願いします｡

粗大ごみの直接搬入の受け入れ
平日と第4日曜日に直接､環境センター(鍋小路431)へ搬入できます｡
12月は第3日曜日も直接搬入を受け入れますが､大変混雑するので､時
間に余裕をもって搬入をお願いします｡
また､環境センターへ粗大ごみを持ち込む際は､住所などを確認でき
るもの(運転免許証､健康保険証､公共料金の領収書など)を必ず提示し
てください｡
日時 平日､12月19日 ･26日
午前8時30分〜午後5時
(午後0時15分から1時を除く) ※予約不要｡
料金 10キログラムにつき150円
支払方法 窓口払い(現金のみ)

種類
燃やすごみ
粗大ごみ
資源ごみ(ペットボトル､
かん､びん､紙･衣類)
し尿くみ取り
動物死体処理

収集しない期間

12/31 〜

令和4年1/3

12/29 〜
令和4年1/3
12/29 〜
令和4年1/3
12/31 〜
令和4年1/3

粗大ごみに該当するもの

一辺が50センチメートルを超える
ものは粗大ごみです｡ただし､AV･OA
機器(パソコンを除く)､暖房器具､掃除
機､扇風機､電子レンジなどは大きさに
関係なく粗大ごみになるので､集積所
に出さず環境センターへ直接搬入して
ください｡
問合せ 環境センター☎983･2281､
981･5641

公共施設の閉庁･休館日
市内全施設 12月29日 から令和4年1月3日 までお休みです

各公共施設の12月および年末年始の休館日は下表のとおりです｡
市役所閉庁期間に戸籍届(出生･死亡届など)を提出する方は､市役所警備員へ提出してください｡
◆…閉庁･休館日 ◇…午後5時まで
12月
1月
施設名
電話番号
27 28 29 30 31 1
2
3
4
5
1日 〜26日

市役所

☎982･5111 毎週

各市民サービスセンター

☎981･8111 毎週

旭地区センター

☎991･8118 13日

中央公民館

☎981･1231 6日 ･7日 ･8日

平沼地区公民館

☎982･6297 なし

美南地区公民館

☎984･3732 なし

東部地区公民館

☎981･8116 なし

総合体育館

☎982･6800 20日 ･21日

屋内温水プール

☎981･6452 7日 〜26日

児童館ワンダーランド

☎981･6811 毎週 ､14日

おあしす

☎984･1888 1日 ･15日

市立図書館

☎984･1889 毎週

視聴覚ライブラリー

☎981･8113 毎週

中央公民館図書室

☎981･1325 毎週 ､7日 ･8日

旭地区センター図書室

☎991･8118 毎週

老人福祉センター

☎982･7717 なし
広報よしかわ2021.12
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みんなのひろば

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。

○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｡

学校に行かない子を持つ親の会
不登校についての話し合い
市内サークル・団体のイベント
日時:12月19日 午後1時〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
よしかわ憲法サロン
みんなで語ろう これでいいの？今の政治" 定員:19人
日時:12月11日 午後1時30分〜4時 費用:100円
みや た
場所:おあしすセミナールーム3
問合せ:宮田☎090･4248･7207
費用:200円
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958
雄ちゃんコンサート ギター弾き語り
懐かしの歌を一緒に歌いましょう

催し・イベント

障害者のための
国際シンボルマーク

盲人のための
国際シンボルマーク

身体障害者標識
(身体障害者マーク)

聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)

ほじょ犬マーク

12月3日から9日は障害者週間です
｢障害者週間｣は広く障がい者の福祉についての関心と理解を深める

とともに､障がい者が社会､経済､文化､その他あらゆる分野の活動に積
極的に参加する意欲を高めることを目的としています｡

日時:12月22日 午後3時〜4時30分頃
NPO法人たすけあい･よしかわ
やってみようタグラグビー(当日参加可) 場所:情報サービスセンターコア1階
日時:12月12日 午前10時〜11時30分 定員:38人
うし だ
場所:永田公園
問合せ:牛田☎080･5031･3465
対象:市内在住の小学生
持物:運動しやすい服装､飲み物
埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会
問合せ:事務局☎971･6969
日時:12月25日 午後1時〜
場所:中央公民館101･102
介護者カフェ｢とことこ｣
内容:｢ポセイドン･アドベンチャー｣
日時:12月17日 午後1時〜3時
(117分) ※検温あり､会話は最小限に
場所:シニア活動センターぱれっと
対象:埼年協会員､入会希望者､友人
内容:介護をしている人同士悩みなど 定員:50人
語り合いましょう
費用:100円
おおはら
費用:50円
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346
よねやま
問合せ:米山☎090･7189･9738
(会員以外は要申し込み)

市でも第4次吉川市障がい者計画を策定し､基本理念を｢自立と社会
耳マーク

参加の実現､地域生活の促進｣と定め､障がいのある人もない人も､共に
助け合い地域で安心して暮らしていけるよう取り組んでいます。

オストメイト
用設備/オス
トメイト

その中でも､今月号では障がい者の｢就労｣についてスポットを当て
ていきます｡

ハート･プラスマーク

手話マーク

筆談マーク

ヘルプマーク

事業主の義務

障がい者の雇用については昭和35年に｢身体障害者雇用促進法｣が制定されまし

たが､当初は｢身体障害者｣に限られた法律でした｡その後､｢障害者雇用促進法｣に改
称され､知的障害者や精神障害者も対象に加えられるなど､さまざまな法改正を経
て対象となる障がい者の範囲は広げられてきました｡
また､希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる｢共生社会｣実現
の理念の下､事業主には右表の法定雇用率(従業員における障がい者の割合)以上の
割合で障がい者を雇用することが義務となっています｡

｢白杖SOSシグ
ナル｣普及啓発
シンボルマーク

事業主区分

法定
雇用率

民間企業

2.3％

｢みんなのひろば｣掲載の申し込み方法と注意事項

国･地方公
共団体等

2.6％

都道府県等の
教育委員会

2.5％

対象:市内で活動するサークル･団体の会員募集や市内で開催されるイベント･行事など
申込:掲載を希望する月の2カ月前の25日までに掲載依頼書(政策室､市ホームページで入手可)を直接､ファ
クス､郵送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
※市や市教育委員会が共催するものは､掲載場所が異なる場合がありますので､担当課にご相談ください｡
※申し込みにあたっては所定の掲載依頼書をご利用ください｡また､掲載依頼が集中する時期があります｡そ
の際は前月号に掲載できなかった団体を優先し､内容を縮小したり次号以降に先送りする場合があります｡
※｢仲間を募集｣は受け付け順に掲載します｡掲載号の指定は原則できません｡なお､掲載後､6カ月間は次の掲
載ができません｡ (例)1月号に掲載→次回は8月号以降に掲載可能
問合せ:☎982･5112､ 981･5392 詳しくは 吉川市 みんなのひろば 検索

※対象となる事業主は従業
員43.5人以上

infor
ノブくんスマイル基金

NPO法人たすけあい･よしかわ
シニア元気塾 新春ウォーキング
日時:令和4年1月7日 午前10時〜
場所:吉川駅南口集合
内容:吉川駅から高富蕎高神社あられ
まき､中川水管橋を巡り吉川駅に戻る
定員:30人
費用:200円(保険代含む)
持物:動きやすい服装
申込･問合せ:12月10日 から電話
い とう
で事務局☎971･6969または伊東☎
080･3020･6964へ

(障がい者が愛着のある吉川市で親亡き後も安心して暮らしていくためのサポート基金)

市では障がいのあるお子さんを持つ保護者の方から､市の障がい福祉施策の発展
を願っていただいた寄付金(1,800万円)を､障がい福祉に活用するため基金を設置
しました｡寄付者のお子さんの愛称から｢ノブくんスマイル基金｣と名付けました。
お預かりした寄付金は､障がい者の就労､住まいの確保(グルー
プホームの整備)など障がい者が愛着のある吉川市で安心して暮
らせるための事業に大切に活用させていただきます。
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寄付の詳しい
内容はこちら
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シャッターチャンス
大きなバルーンが完成♪

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。

働く障がいをお持ちの方に聞いてみました！
きむら

満開のコスモス畑

こうへい

木村 昂平さん(勤続年数:8年)
市外のスーパーで働いていてカートやリサイクル品の回収､フロア清掃､接客などを行っています｡心掛け
ていることは､元気に大きな声であいさつすること､店内がきれいに保てているかを常に意識すること､商品
の取り扱いを十分に注意することです｡コロナ禍で家庭ごみが増えリサイクル回収が多かった時は大変でし
たが､お客様から｢ありがとう｣と言われた時や自分の顔を覚えてくれて､声をかけられた時はうれしかった
です｡働く上で基本となるあいさつは大きな声ですること､困りごとがあったら一人で抱えず支援者や職場
の方にすぐに相談することが長く働き続ける秘訣です｡
しみず のぞみ

清水 望さん(勤続年数:1年6カ月)
9月から12月に開催のライフキッズスポーツクラブで
は､未就学児の子どもたちがお父さんお母さんと一緒
に楽しく体を動かしています｡楽しい体操から始まり､体
育館を走り回ったり大きなバルーンを使って遊んだりと､
常に笑顔があふれてとてもにぎやかな様子でした｡

たくさん歩いてチャレンジ！

市民農園東の堤防近くには､訪れた人が美しい景観を
楽しめるように船渡内転作組合と船渡内自治会の皆さ
んが丹精込めて育てた約1ヘクタールのコスモス畑が
広がっています｡コスモスまつりは中止となりましたが､
コスモスの摘み取りを存分にお楽しみいただきました｡

私は公共施設で働いていて､職場に届いた郵便物の仕分けや各部署への配布､また印刷やシュレッダーな
どを行っています｡機械操作をするときには､けがをしないようにすることや集中してやるように心掛けて
います｡特に月曜日は郵便物が多く仕分けや配布が大変ですが､ミスなくできたり､失敗せずできるとうれし
いです｡最初は働くことに不安がありましたが､分からないことがあったら周りの人に聞くと丁寧に教えて
くれるので､今では安心して仕事をしています｡

地域が主体！避難所開設運営訓練

Ｈさん(勤続年数:3年)
私は市内の郵便局で働いていて郵便物の仕分けや転居情報の入力､書類チェックを行っています｡ミスのな
いよう確認を徹底することを心掛けています｡郵便局ということもあり､年末年始は年賀状の仕分けなどが
多く大変ですが､徐々に仕事を任されてきたときはうれしかったです｡仕事は毎日のことなので規則正しい
生活をすることや､困ったときにすぐに相談できるようにすれば何も心配はないと思います｡

11月3日､ライフ･チャレンジ･ザ･ウォークが開催され
ました｡約600人の参加者が美南地区の公園を回り、
ゲ
ームやクイズを行いながら楽しく歩きました｡｢初めて
の場所を知ることができた」
「家族で楽しく歩くことがで
きた」
など参加した皆さんに満足していただきました｡

11月14日､減災プロジェクトin旭小学校区を旭小
学校､旭地区センターの2会場で開催しました｡当日
は､避難者を受け入れるための｢避難所開設訓練｣の
他､感染症対策を踏まえた｢受付訓練｣や｢防災資機
材の組立訓練｣などを実施しました｡

障がい者就労支援センター｢レゴリス｣
｢働いてみたけど､長続きしない｣｢自分にできる仕事が分からない｣など､働くことについて不安なことも
あるかと思います｡そのような悩みを解決するため｢障がい者就労支援センター｣を設置しています｡お気軽
にご相談ください｡
対象:市内在住で､身体･知的･精神障がいなどがあり､原則障害者手帳をお持ちの方

消費生活センターからのお知らせ｢くらしの110番 心当たりのない当選に注意！｣

利用料:無料

【事例】宝くじ3億円が当選したというメールが届いた｡当選金を送金するための手数料としてポイント購入が必
要で､今回は特別に1万円でよいとのこと｡指示通り電子マネーで支払った｡その後も同様の費用を繰り
返し請求され､結局総額350万円支払ったが､3億円は受け取れないままだ｡
【アドバイス】①応募していない宝くじや懸賞が当選したというメールは､信用しないようにしましょう｡
②個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあるので気を付けましょう｡
③メールなどがしつこく送られてくる場合は､携帯電話会社が提供しているメールブロックサービス
の利用やメールアドレスの変更を検討しましょう｡
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 981・5392

日時:

から

の午前9時から午後5時まで(

必要な人が必要なときに使えるために

広

広

告

告
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☎999･6509､

999･6854

mation
よしかわ障がい者スポーツアート展

市役所をはじめとする公共施設やショッピン

障がいのある方から｢スポーツ｣をテーマとし

グセンター､病院などさまざまな場所に｢障害者

た｢絵(イラスト)｣｢工作｣｢写真｣の3部門で募集し

用駐車場｣が設置されています｡この駐車スペー

た作品を展示し､市役所および市ホームページ

スは車いす使用者や体の不自由な高齢者､障が

上で作品を公開します｡会場およびWEB上で部

い者など､車の乗り降りや移動に配慮が必要な

門ごとに作品への投票を行います｡それぞれの

人のためにあるものです｡

思いが込められた作品を､ぜひご覧ください！

必要がない人は駐車し

展示期間:12月3日

〜24日

ないようにし､思いやりを

展示場所:市役所(障がい福祉課窓口

持って行動しましょう｡

前)および市ホームページ

2から3ページの問合せ

23

を除く)

障がい福祉課☎982･5238､

981･5392
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吉川市パートナーシップ宣誓制度が始まります

広報
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市では､多様性を認め合い､すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指しています｡
性的指向や性自認に係る性的少数者の方たちの生きづらさや困難を軽減し､自分らしく暮らすための一助にな
ることを目的に｢パートナーシップ宣誓制度｣を令和4年2月1 から開始します｡
この制度は､お互いをかけがえのない存在として､共に生きるパートナーシップの関係にあることを宣誓し､市
では､お二人の関係性を証明する｢宣誓証明書｣などを交付します｡

 

毎月1日発行
No791

問合せ:庶務課☎982･9458､

宣誓できる方

性的少数者って？

双方または一方が性的指向や性自認に係る性的少
数者の2人が次のいずれにも該当すること

たり､｢性的指向｣が同性に向いたりする人のことです｡
なぜ｢少数者｣という言葉が用いられるのでしょうか｡
私たちの社会には｢男性は女性を好きになる｣｢女性は男
性を好きになる｣ことを｢前提｣とする考え方や､｢戸籍の性｣
と｢性自認｣が一致した状態を｢当たり前｣だとする考え方
が浸透しています｡
それ以外を受け入れない排他的な考えが､性的少数者の
生きづらさにつながっています｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●11月1日現在の人口

●市民課からのお知らせ

の固定資産税額が変わります｡また､

総人口 73,204人（-48人）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

住宅やアパートなどの敷地には住宅

男

36,542人（-37人）

夜間:12月15日 午後5時〜7時30分

用地の軽減措置が適用されるため､

女

36,662人（-11人）

休日:12月5日

土地の固定資産税額も変わる場合

世帯数 31,346世帯(＋7世帯)

､令和4年1月9日

午前9時〜正午

があります｡12月末までに建物の新

●10月の災害･救急出動件数

持物:交付通知書をご確認ください

築･増築･取り壊しをした場合は､届け

火災0件(13)､救急277件(2486)

②コンビニ交付サービスの一時休止

出をお願いします｡(法務局に登記を

●10月の事故件数

日時:12月29日

された場合､届け出は不要です)

交通事故5件(101)､負傷者5人

日 終日

(117)､死者0人(0)

問合せ:課税課☎982･5115､ 981･

問合せ:市民課☎982･9692､ 981･

5392

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

5392

●市民サービスセンター休館日

●12月の納期
（令和4年1月4日 ）

●新築･増築･取り壊しの届け出を

○固定資産税

12月･年末年始の休館日は4ペー

〜固定資産税のお知らせ〜

○国民健康保険税

ジをご覧ください｡

〜令和4年1月3

建物(車庫や物置などを含む)の
新築･増築･取り壊しをすると､建物

○介護保険料

第3期
第6期

第6期

○後期高齢者医療保険料

第6期

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

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

吉川市は SDGs を推進しています

性的少数者とは｢戸籍の性｣と｢性自認｣が一致しなかっ

(1)民法で規定する成年に達していること
(2)双方または一方が､市内に住所を有していること
(3)双方に配偶者がなく､宣誓に係る相手方以外の者
とパートナーシップの関係にないこと
発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

障がいのある人とない人がお互いに尊重し支え合う
｢共生社会｣の実現を目指して

981･5392

令和3年度｢障害者週間のポスター｣ 出典:内閣府
※広報よしかわ12月号は令和3年11月22日現在の情報をもとに作成しています｡

新型コロナウイルス
最新情報はこちら

｢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▶

