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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