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万が一に備えて

自転車保険に加入しよう

埼玉県では平成 30 年 4 月から自転車損害保険など
への加入が義務化されています

 

賠償事例

賠償額
毎月1日発行
No793

近年､重大な人身事故を起こして相手にけがをさせ
た自転車運転者に､高額な賠償金の支払いを命じる判
決が相次いでいます｡

共済保険､各種団体保険(学校のPTA保険な
ど)のいずれかに加入している

自転車事故に対する補償が特約として付い
ている

○自転車保険に
加入しています

△保険証券を用
意して加入の保
険会社に確認し
てください

×自転車損害賠
償保険への加入
が必要です

※TSマーク 自転車安全整備士が点検･整備した安全な普通自転
車に貼るマークで､1年間の保証が付いています｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●1月1日現在の人口

●市民課からのお知らせ

総人口 73,182人（−17人）

●2月の納期
（2月28日 ）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

○固定資産税

男

36,545人（−12人）

夜間:2月16日 午後5時〜7時30分

○国民健康保険税

女

36,637人（−5人）

休日:2月6日 ､3月6日 午前9時〜

○介護保険料

世帯数 31,377世帯(＋31世帯)

正午

○後期高齢者医療保険料

●12月の災害･救急出動件数

場所:市民課

●納付はお近くの窓口へ

火災1件(16)､救急326件(3067)

持物:交付通知書をご確認ください

第4期
第8期

第8期
第8期

市税や国民健康保険税､介護保険

●12月の事故件数

料､後期高齢者医療保険料などは市

交通事故8件(128)､負傷者8人

役所会計課､各市民サービスセンター

(145)､死者0人(0)※カッコ内は令

などで納められます｡また､口座振替

マイナちゃん

和3年1月からの累計値(概数)

は納め忘れがなく大変便利です｡指定

●市民サービスセンター休館日

②コンビニ交付サービスの一時休止

の金融機関でお申し込みいただけま

毎週

日時:2月8日 ・11日 〜20日 終日

すので､ぜひご利用ください｡納期限

問合せ:駅前市民サービスセンター

問合せ:市民課☎982･9692

内であればコンビニエンスストアやス

☎981・8111

5392

､2月16日 ･24日

981・

マートフォンアプリでも納付できます｡
木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広
告

最新情報はこちら

自動車保険､傷害保険､火災保険のいずれかに加入し
ている

告

新型コロナウイルス

いいえ

広

※広報よしかわ2月号は令和4年1月24日現在の情報をもとに作成しています｡

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

8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｡

わからない

自転車乗用中の事故で他人にけがをさせてしまった場合
に､相手の生命または身体の損害を補償できる保険に加入し
ている ※点検した日から1年以内のTSマークも含まれます

自転車保険などは､被害者の損害を補償し､加害者
の経済的負担を軽減するものです｡
万が一に備えて､自転車利用者は必ず自転車保険など
に加入しましょう｡

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

新型コロナワクチンの追加接種
についてお知らせします

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。

はい

9,521 万円

｢ながら運転｣は危険です！
最近ではスマートフォンを操作しながらの自転車運
転で､歩行者と接触し､けがや死亡につながる事故が
多く見られます｡
自転車での｢ながら運転｣も道路交通法違反ですの
で､絶対にやめましょう！

981･5392

自転車保険の加入状況をチェックしよう

加害者:小学生､被害者:62歳(後遺障害) 平成25年判決

特集
｢病児･病後児保育室めぐみ｣の
オンライン予約が始まりました

吉川市は SDGs を推進しています

問合せ:危機管理課☎940･1072

｢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
中曽根小6自治会合同 減災プロジェクトX

11月27日､中曽根小学校区の6自治会が地域主導で
減災訓練を実施しました｡｢地域課題を地域で解決す
るための勉強会｣の中で毎月の議論を重ね､当日は防
災倉庫の確認や簡易ベッド･災害用トイレの組み立て
などを行いました｡次の課題に向けて今後も取り組ん
でいきます｡

減災について､なまりんと一緒に学ぼう !

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。

学校給食で岩手県一関市室根と交流

11月29日､学校給食で姉妹提携市である岩手県一関
市室根の郷土料理と室根りんごを提供しました｡また､
昼休みを利用して栄小学校､学校給食センター､室根
西小学校､室根支所がオンラインで交流会を行い､お
互いの市や学校を紹介し合うなど楽しい時間を過ご
しました｡

1時間に1回
検温しています！

｢病児･病後児保育室めぐみ｣ってこんなところ
ピンク色のドアが目印

インターホンを
鳴らしてね！

たり
ごはんを食べ

病児保育専門士をはじめ、
保育経験が豊富な保育士が担当しています！

体調に合わせて
一緒に遊んだり

病児･病後児保育室めぐみ
住所:富新田245
（埼葛クリニック内）

伝統行事の継承を願い
利用者の声

移動中や夜遅くでも予約の
手続きができてとても便利
だと思います｡
12月15日から1月16日､市内小学生を対象に｢吉川
減災○×クイズ｣を実施しました｡｢地域課題を地域で
解決するための勉強会｣でクイズを作成し､ぺんてる
㈱吉川工場様から豪華景品を提供していただきました｡
楽しくクイズを解きながら地域の減災について学ぶ機
会となりました。

演劇公演稽古開始

子どもは頻繁に体調を崩すけ
ど､仕事は休み続けられない
のでとても助かります。

スタッフの皆さんがとても優
しいので、
子どもは行けること
をいつも喜んでいます。

そばたか

1月7日､高富･蕎高神社にて新春の伝統行事オビシャ
(御歩射)が2年ぶりに行われました｡｢あられまき｣とも
呼ばれ､1年間の無病息災や五穀豊穣を願い､昨年収
穫した米で作ったあられを氏子が投げ合いました｡そ
の様子は､まるで稲の白い花が満開に咲いているよう
でした。

よしかわ写真館
わが家の
アイドル

頻繁に熱を測ってくれたり、水
分を摂った量などの様子がとて
も丁寧に連絡票に書かれてい
て良かったです。

病院内にあるので安心して
利用でき､本当に心強い存
在です。

新型コロナウイルス感染症により､日々の診察の中でも育児や生活の不安を抱
える保護者の方が多くみられています｡
めぐみでは､そんな皆さんが安心して保育室をご利用いただけるよう､日頃から
小まめな消毒や空気清浄機の設置などにより感染症対策の徹底に努めています｡

3月に上演予定の演劇公演｢ばかされ〜異聞吉川村狐
化〜｣の稽古が1月よりスタートしました｡第4回目と
あずま たけし
き はら まゆみ
なる今回の公演は､東 武志氏の演出､木原 真弓氏の
プロデュースの下､子どもから高齢者まで多様性あふ
れるさまざまな出演者たちが舞台に臨みます｡
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すずき

はると

鈴木 陽翔くん(0歳)
令和3年生まれの男の
子です｡動きが活発で､
床をゴロンゴロン｡

問合せ:政策室
☎982･5112
981･5392

また､スタッフの育成として病児保育専門士の資格取得や研究会などへの参加に
も熱心に取り組んできました｡
めぐみを開室して10年が経ちましたが､これからも引き続き医師･看護師･保育
士が連携し､温かい心で手を差し伸べ､皆さんの｢笑顔あふれる毎日｣へのお手伝

施設長(埼葛クリニック院長)
おがさわら ただひこ

小笠原 忠彦先生

いを続けていきます｡
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みんなのひろば

「病児･病後児保育室めぐみ｣の
オンライン予約が始まりました

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

病児･病後児保育とは､保護者の勤務の都合や疾病･出産･冠婚葬祭などの理由により､

オンライン英会話･ジュネック

保育所や家庭において保育ができない病気のお子さんを一時的にお預かりする事業です｡
昨年 10 月から病児予約システム｢あずかるこちゃん｣にて､オンラインで " いつでも " " どこでも " 利用予約や空き状
況の確認ができるようになりました｡
利用には事前の利用登録が必要です｡あらかじめ登録をしておくと利用したい時にすぐに予約ができますので､この
機会にぜひご登録ください！

利用の流れ

吉川レディース硬式テニス(NEXT)
支払い

利用

入室手続き

医療機関受診

アカウント
登録

利用予約

児童の発熱など

利用登録

オンラインで
空き状況が
確認できます

日時: 〜 午前9時〜正午(週1回､1
回45分)
場所･内容:ご自宅･オンライン英会話
(パソコン､スマホのスカイプ利用)
対象:初級〜まずは無料体験から
費用:月2,000円※資料は用意あり
申込･問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

詳しい
利用手続きは
こちら

以下のQRコードを読み取り､
｢アカウント作成｣をクリック
し､メールアドレスを入力

日時:毎週 午前10時〜正午
場所:吉川運動公園テニスコート
対象:女性(初心者､初級者)
費用:月3,000円(レッスン付き)
なかの
問合せ:中野☎090･2314･6793

レインボーラビット
(トランポリン･一般の方対象)
日時: (月2〜4回)午前10時〜正午
場所:総合体育館
費用:月2,500円(別途スポーツ保険料)
なりた
申込･問合せ:成田☎080･7102･8242
yoshikawa.tramp@gmail.com
※無料体験あり

スカイラビット
(トランポリン･年少〜小学生対象)

利用者情報
登録

STEP１で入力したメールアド
レスに届 いたＵＲＬから利 用
者情報(保護者および児童 )
を入力

日時: (月2〜4回)午後5時〜7時
場所:総合体育館
費用:月2,500円(別途スポーツ保険料)
かもん
申込･問合せ:嘉門☎090･4530･7856
yoshikawa.tramp@gmail.com
※無料体験あり

おあしす英会話

施設利用
登録
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｢施 設を探す｣から｢病 児･病
後児保育室めぐみ｣を検索
｢利用登録する｣から利用児
童の｢利用登録をはじめる｣
をクリックし､必要な情報を
入力

○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｡

【SDGｓ普及パネル展】
日にち･場所:2月12日 〜19日 ･情
日にち: (月2回程度､
の場合もあり) 報サービスセンターコア1階
2月27日 〜28日 ･中央公民館ロビー
場所:吉川市内の公園､公民館など
内容:ボーイスカウトは､野外活動などを ※令和3年度吉川市ステップアップ助成事業
おかだ
通し社会で活躍する人を育てることを 申込･問合せ:岡田☎090･9685･2325
目的とした国際的な社会教育運動です
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
対象･費用:小学1〜6年生･月2,000
日時:2月21日 午後3時〜5時
円(制服などの個人装備は別途)
むらこし
申込･問合せ:村越 ybs1@ym9.org 場所･定員:情報サービスセンターコア
4階多目的室･38人
☎080･5027･5488
※歌詞カードあり
NPO法人VYS YOGI
うしだ
テラヨガ埼玉 浄幽寺
問合せ:牛田☎080･5031･3465
日時:毎週 午後7〜8時
吉川美術会
吉川美術会サークル展
場所:浄幽寺(本堂)
内容･対象:荘厳な本堂の中で､ヨガを 日にち:2月22日 〜26日
場所:中央公民館ロビー
通して心と身体の健康を促進する
内容:会員による油彩絵画30数点を展示
対象:市内および近隣市町在住の方
みね
問合せ:峯☎981･4028
定員･費用:10人･1回2,000円
持物:ヨガマット､タオル､動きやすい服装
ミルトスの会
依存症自助グループ
申込･問合せ:各開催日の正午までに
やまざき
日時:2月26日 午後2時〜4時
山﨑へ☎982･0458
場所:おあしすセミナールーム1
内容:アルコールや薬物､ギャンブルなど
市内サークル・団体のイベント の依存症で悩む方の回復を目指します
対象･定員:依存症に悩む当事者の方･10人
よしかわ憲法サロン
自衛隊演習場での｢矢臼別平和盆踊り｣ 費用･持物:300円(資料､会場費)･筆記具
かねこ
申込･問合せ:金子☎080･5021･1792
日時:2月12日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
費用:200円
たかはし
日時:3月9日 午前10時30分〜11時30分
問合せ:高橋☎090･9951･1958
場所:中央公民館303･304
埼年協吉川分会映画愛好会
日本映画｢騙し絵の牙｣(113分)
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
日時:2月18日 午後1時〜
定員･費用:7組･100円
場所:中央公民館101･102
持物:大判タオル､飲み物
定員･費用:50人･100円
しまだ
おおはら
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346 申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
※会員以外は要申込

ボーイスカウト吉川第1団

催し・イベント

日時:毎月第2･第4 午後4時〜6時
場所:おあしすセミナールーム2
介護者カフェ「とことこ」
対象･定員:初めての方でも大歓迎･4人
費用･持物:月4,000円･筆記用具
日時:2月18日 午後1時〜3時
いいじま
申込･問合せ:飯島☎090･2627･0596 場所:シニア活動センターぱれっと
内容:介護のこと語りあいましょう
山粋吟詠会(詩吟)
費用:50円
よねやま
日時:毎週 ・隔週 午前10時〜正午､ 問合せ:米山☎090･7189･9738
毎週 午前11時〜午後1時
NPO法人 環(めぐり)
講演会､SDGｓ普及パネル展
場所:中央公民館
内容:高齢社会の健康維持･増進､テレ 【講演会｢なまずとSDGs｣(講師:東京
じびき
たいち
ワークの方のストレス解消にも大きな 農工大学院生 地引 汰一さん)】
声で吟じてみませんか
日にち:2月19日
費用:月2,000円
場所:情報サービスセンターコア4階
やまぐち
申込･問合せ:山口☎080･3712･0525 定員:40人

吉川俳壇

秋尾敏選(軸俳句会提供)
は

冬陽撥ね上げ車椅子マラソン
たるたに
としひこ
樽谷 俊彦
中庭が咳の句会を覗いてる
にしざき
ひさお
西崎 久男
咳ひとつして街角のピアノ鳴る
きよの
あつし
清野 敦史
大根漬けて二日遅れの筋肉痛
わ い だ
和井田なを
ねぎ
若者来る泥葱五本ぶらさげて
やまぐち
あきら
山口 明
せいみゃく
くれ
静脈に看護師の指暮易し
えのもと み ち こ
榎本美知子
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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

会場調整会は下記のとおり実施します

平沼･美南･東部地区公民館:なし

日時:2月17日 午前8時30分〜18日 正午(ただし､17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(5月分各会場､4月分特別教室)

日時:2月18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､2月19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

2月15日

1歳児サロン
わんわんクラブ

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

2月16日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

3月5日

①午前9時30分〜
②午後1時30分〜
(30分前から受け付け開始)

公民館利用者研修会

総合体育館

上笹塚1-58-1

☎982･6800

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:2月14日 までに電話でのみ受け付け
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:2月15日 までに電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:①中央公民館各利用団体から1〜2人
②平沼･美南･東部地区公民館各利用団体から1〜2人
持物:筆記用具 ※次年度団体登録更新手続きの書類を配
布するので､必ず参加をお願いします

2月12日 ･26日

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:大人200円･児童100円(体験参加)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴

☎981･6452

スタート

※雇用保険､労災保険､障
害年金および遺族年金は
課税対象の収入にはなり
ません｡

はい

(2月21日を除く)午後1時〜3時､2月5日 午後7時〜9時､

2月10日

アクアビクス
(水中での健康体操)

2月26日
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午前11時〜(50分間)

午前11時〜(50分間)

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効
果的な有酸素運動を楽しめます
対象:市内在住･在勤･在学の方(16歳以上)
定員:50人 費用:施設使用料のみ
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:50人 費用:施設使用料のみ

市民税･県民税
の申告が必要
➡ へ

はい

・福祉や県営住宅､教育関係などの制度により､申告が必要
・所得証明書が必要
・生活保護を受給している
・吉川市に住所がある方の扶養親族になっていない

いいえ

申告は不要

はい

いいえ
または分からない

《主な所得が給与の方》
給与収入が2,000万円を超える

はい

いいえ
年末調整に含まれていない控除(医療費､社会保
険料､生命保険料､扶養､ひとり親､寡婦､障害者､
寄附金など)を追加する

はい

いいえ
年末調整された給与の他に所得がある
いいえ

はい

勤務先から吉川市
へ給与支払報告書
が提出されている
(勤務先にご確認く
ださい)
はい

申請は不要

主な給与以外の副業の
給与､公的年金･個人
年金･配当などの所得
(給与の場合は収入)が
20万円を超える

はい

《主な所得が公的年金の方》

はい

公的年金などの収入が400万円を超える
いいえ
公的年金等以
外の所得が20万
円を超える

はい

公的年金などの収
入の他にも所得が
ある

いいえ

各種控除(医療費､社会保険料､
生命保険料､扶養､ひとり親､寡婦､
障害者､寄附金など)や同一生計
配偶者を追加する
いいえ

申告は不要
はい

いいえ いいえ

市民税･県民税の申告が必要 ➡

はい

いいえ

へ

アクアジョギング
＆エクササイズ

時

次のいずれかに該当する
・国民健康保険､後期高齢者医療保険に加入している
・保育料の算定を受ける

または

21

日

いいえ

令和3年1月1日から12月
31日までに収入があった

※このフローチャートは一
般的な例です｡ご不明な点は
お問い合わせください｡

令和4年1月1日現在にお住まいの市区町村へ
お問い合わせください

はい

※専用コースの予約状況により､定員を40人または30人とする場合があります｡

イベント

いいえ

令和4年1月1日現在、
吉川市内に住んでいた

※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50人の先着順での利用となります｡

2月6日 終日､2月10日 午前10時〜正午の一般利用を中止します｡

981･5392

1 まずは申告が必要かどうか確認

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】2月21日

※イベントなどの開催のため､毎週 午前10時〜正午､毎週

課税課☎982･5114

確定申告が必要 ➡

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

上笹塚1-79-1

問い合わせ

市民税 県･民税の申告は不要です︒
※

2月8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
26日 午後1時〜

屋内温水プール

まで

内容をご確認の上､期限内の申告をお願いします｡

休館日 2月21日 ･22日
詳
細

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

午前9時〜正午(準備･片付
け含む)

3月15日

から

税務署に確定申告する

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)
日
時
イベント

申告期間

令和3年分の所得税､市民税･県民税の申告を受け付けます｡

①中央公民館会場調整会(5月分各会場､9月分ホールおよびロビー)

イベント

感染症拡大防止のため､なるべく
e-Taxか郵送でご申告ください。

2月16日

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 ､2月24日

税の申告はお早めに！

※公的年金等から所得
税が源泉徴収されてい
る場合､確定申告すると
所得税が還付されるこ
とがあります｡

へ
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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｡

これ以上税金が下がらない方は申告する必要はありません
下表に該当する方は､市民税･県民税が非課税または均等割(5,000円)のみの方で､医療費
控除などの各種控除を申告しても税額に影響はありません(※)｡
源泉徴収票に､各種控除が記入されているか必ずご確認ください｡
※所得税が源泉徴収されている方は､確定申告により還付を受けられる場合があります｡
例：吉川 太郎さん(75歳)

公的年金の収入金額

納税義務者本人の状況

65歳以上の方

65歳未満の方

だれも扶養していない

155万円以下

105万円以下

配偶者や子など1人を扶養

222万円以下

186万1円以下

配偶者や子など2人を扶養

257万円以下

232万6,667円以下

本人が寡婦、ひとり親、障がい者、未成年

245万円以下

216万6,667円以下

年金収入:220万円
妻の花子(70歳)を
扶養している
右表に該当､申告の必要なし

越谷税務署(レイクタウン会場)での確定申告
期間

2月8日

入場整理券配付

の平日

※上記以外

・27日

配付場所:１階E入口(午前10時以降は３階
「翼の広
場」
にて配付)

Kaze３階「イオンホール」

※LINEから事前発行もできます。

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

〜3月15日
除く)

市役所2階
202・203会議室

未就園児向けイベント

おはなしらんど
国税庁LINE公式アカウント
ワンダーサーキット

びりびりらんど

会場

期間

アロマが香るプラネタリウム

わくわくらんど

市会場での確定申告､市民税･県民税の申告

(

入場整理券配付
配付時間:午前8時30分〜午後3時
(定員になり次第配付終了)
※当日､時間指定の入場整理券を配付します｡申告
受付時間の希望はできませんので､入場整理券に記
載された指定時間に必ず控室に入室してください｡
※相談時間は午前9時〜午後4時となります｡

おえかきらんど

市会場では申告できないもの
レイクタウン会場で申告してください｡

● 住宅借入金等特別控除(初年度)

● 株式､土地および建物などの分離譲渡･損失の申告
● 青色申告､雑損控除･特定支出控除の申告
● 過年度(令和2年分以前)の申告

● 国外居住の扶養親族を追加する申告

※上記以外にも内容によっては市会場では受け付けで
きない場合があります｡あらかじめご了承ください｡

5
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☎981･6811

2月6日 ･20日

午後2時〜2時35分

【注意事項】
● 市役所は午前8時30分開庁です｡開庁前は建物内に

入ることはできませんのでご注意ください｡
● 確定申告書を自分で作成済みで提出するだけの方

ワンダー宿題レスキュー隊

月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

は1階の課税課窓口で預かります｡(申告書の内容確
認や問い合わせがある方は､申告会場へお越しくだ
さい)

983･1865

その他の

午後2時〜

2月27日

午後3時〜3時45分

毎週

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

日

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)

内容:｢劇場版名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)｣(109分)
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:40人
申込:2月7日 から11日 までに右記QRコ―ド
からお申し込みください※参加希望者多数の場
合は抽選(抽選結果は2月13日 以降にお知らせ)

2月19日

時

午後2時〜2時30分

2月10日

午前11時〜11時30分

内容:｢ローズマリー｣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)
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(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: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
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ

2月16日

いがらし

2月18日

午前10時30分〜正午

3月1日

午前11時〜11時40分
日

その他のイベント

スポーツランド

次の場合は､

美南5-3-1

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､2月8日 ･15日 ･24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
(2月19日･27日 内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
毎週
除く)および 午後3時〜3 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
伴) 定員:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)
時50分､毎週 および
費用:市内無料､市外200円
午前11時〜11時50分

※入場には入場整理券が必要です。

住所：越谷市レイクタウン４-２-2

※入場整理券配付終了後は､当日の相談はできませんのでご了承ください｡
※2月20日 ･27日 ､3月中は混雑が予想されますので､早めの来場をお願いし
ます。
※入場の際に検温を実施します｡咳･発熱などの症状がある方は入場できない
場合があります｡
※上記の期間は､越谷税務署では申告相談を行いません｡

2月16日

児童館ワンダーランド

配付時間:午前8時30分〜(なくなり次第終了)
イオンレイクタウン

2月20日

☎965･8111

会場

〜3月15日

公的年金収入
のみの方は
ご注目！

時

毎週 (2月11日を除く)
午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

2月11日

午後1時30分〜2時30分

3月4日

午前10時〜11時30分

3月12日

①午後6時〜7時30分
②午後7時〜8時

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

内容:お絵描きや工作､手遊びなどの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)
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､お友達同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

内容:｢ボッチャ｣を体験しよう！
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物
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
内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣①②今夜の星空解説､月
の観望と星座にまつわる神話 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:2月23日 から
3月3日 までに右記QRコ―ドからお申し込みください
※参加希望者多数の場合は抽選(抽選結果は3
月5日 以降にお知らせ) 費用:①市内無料､市
外200円②無料 持物:室内用運動靴
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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

きよみ野1 1(おあしす2階)

☎･

984･6378

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
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

日

時

時30分〜午後0時30分(利 講習会(②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！】
用会員は午前11時まで)

きよみ野1 1(おあしす2階)

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
イベント
日

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
子育て応援ひろば(簡単工作と
子育て相談)※要予約

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ

時

2月22日 ､3月11日

午前10時30分〜11時

イベント

場所:子ども室 対象:乳児とその保護者 定員:5組
申込:電話または直接､窓口へ

午前10時15分〜11時

休館日

日

2月26日

食育講座｢オートミールで作る
簡単ランチとおやつ｣(試食なし
の実演講座)※要予約

2月28日

19
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☎983･5267
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
から未就学児とパパ 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

午前10時〜正午､午後1時〜3時

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
もぜひ一緒にどうぞ♪
内容:タンパク質と食物繊維が豊富！作るの簡単！オート
かなまる り え

ミールでおいしいランチとおやつ♪(講師:金丸 利恵氏[管

午前11時〜正午

3月11日

①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

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

時

午前10時〜正午

中央子育て支援センター ぴこの森

小児科医から聞くオンライン講座
｢どうしよう…子どもの発熱｣
※要予約

美南4-17-3(美南小学校内)

祝 (2月19日･26日除く)､2月7日

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

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

場所:子ども室 内容:遊びの提供､午前11時からは先輩マ
マの外国語で遊ぼう 対象:乳幼児とその保護者
定員:5組 申込:電話または直接､窓口へ

3月7日

午前10時〜11時30分

2月19日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

細

場所:おあしす 対象:乳幼児とその保護者
定員:10組程度 申込:電話または直接､窓口へ

パパサロン
※予約優先

乳幼児相談
(保健師が来ます)
※要予約

984･6378

3月4日

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

☎984･6377
詳

理栄養士]) 対象:乳幼児とその保護者
定員:7組 申込:2月8日 から電話または直接､窓口へ
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 (2月12日､3月5日除く)､2月7日

時

2月12日

午前10時30分〜正午

2月21日

午前10時30分〜11時30分

☎971･8865

､3月1日
詳
細

内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流｡今月は､世界
のいろんな国のおもちゃについて話そう♪簡単なおもち
ゃを作って遊ぼう♪ 対象:外国出身のママパパ､国際交
流に興味のある方 定員:5組
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
内容:子どもが発熱したときの対処法や病院に行くタイミ

2月22日

ングを小児科医の先生に聞いてみよう(講師:三愛会総合病
みやもと ゆきのぶ

院 小児科専門医 宮本 幸伸医師) 申込:電話
午前10時30分〜11時30分
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

3月2日

午前10時〜正午
午後1時〜3時

申告に必要な持ち物

①令和3年中の収入が分かるもの(原本)

給与､公的年金などの源泉徴収票
● 支払調書(証明書)
● 営業等･農業･不動産所得収支内訳書など
②控除額が分かるもの(該当する場合)
●国民健康保険税､国民年金など社会保険料の領収書または控除証明書
●生命保険･地震保険など保険料の控除証明書
ほてん
●医療費控除の明細書､医療費通知､補填金額の分かるものなど
●寄附金の領収書､寄附金控除に関する証明書など
●学生証､障害者手帳
●その他所得控除などについて必要と思われる書類
③個人番号確認書類(次のいずれか)
●個人番号カード(マイナンバーカード)
●通知カードと運転免許証などの本人確認書類
④所得税の還付がある場合は､金融機関の口座番号(本人名義)が分かるもの
⑤利用者識別番号が分かる書類(取得済みの方のみ･詳細は下記参照)
●

細

①2月10日 ②3月6 場所:①②美南地区公民館③おあしす 内容:子どもを預
日 ③3月10日 午前9 けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と

子育て支援センター ひまわりの丘

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

詳

2

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？
対象:乳幼児とその保護者

利用者識別番号について
市役所会場では令和3年分の確定申告からe-Tax(電子データ)を用いて越谷税務署へ確定申告書を提出
することになりました｡それに伴い､｢利用者識別番号｣の取得が必要となりますので､受付時に番号取得の有
無を確認します｡
【取得済みの方】番号が分かる書類(確定申告お知らせハガキ･利用者識別番号通知など)をお持ちください｡
【未取得の方】市会場にて取得申請を行います｡5分程度で取得することが可能です｡
※｢利用者識別番号｣とは
e-Taxを使用するために必要な16桁の番号で､なりすましでの申告を防止し､利用者本人であることを確認するものです｡

3

その他申告に関するお知らせ

医療費控除について
●申告前に必ず自分で支払った医療費の合計額を計算し､ 明細書を

作成してください｡

●令和2年分の申告以降は､ 領収書の提出のみでは医療費控除の適

用を受けることはできません｡

●医療費控除は､税額を軽減するための控除の一つで､支払った医療

費が戻ってくるものではありません｡

●領収書は自宅などで必ず5年間は保管してください｡
ほてん

●医療費が保険金などで補填されている場合は､その金額が分かる

書類を持参してください｡

要介護認定を受けている方や､
その方を扶養している方へ
対象の方に下記の控除資料
を発行します｡
● 障害者･特別障害者認定書
● おむつ使用確認書
※詳しくは15ページをご覧く
ださい｡

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
ワンストップ特例制度とは､確定申告をしなくても翌年度の住民税から控除を受けられる仕組みです｡
制度を利用するには､以下のいずれにも当てはまることが条件です｡
ワンストップ特例制度の申請条件
①もともと確定申告や市民税･県民税の申告が必要ない給与所得者など
②年間の寄附先が5団体以内であること
③ワンストップ特例申請内容が､寄附した翌年の1月1日時点の住民登録情報と同じであること
※医療費控除などの確定申告をする場合､ワンストップ特例制度は不適用となります｡申告する際は､ワン
ストップ特例として申請した分の寄附金控除も含めて申告してください｡
広報よしかわ2022.2
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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｡

市役所申告会場でマイナンバーカード申請受付を実施します
市役所申告会場において､マイナンバーカード申請受付を実施します｡
マイナンバーカードは､本人確認書類として使える他､確定申告やコンビニエンスストアで住民票などの
証明書の取得､健康保険証としても利用できます｡
マイナンバーカードをお持ちでない方は､ぜひこの機会をご利用ください｡

おあしす･市民活動サポートセンター
日

イベント

時

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
毎週 (2月25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
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
2月17日
を直します 費用:部品代がかかる場合あり
午前10時〜正午

やさしいヨーガ
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

シニアのためのスマホ体験講座
ウエルカム おあしす
①大人のための音楽会〜ジャズ
の調べ〜
②素敵な絵画展示

確定申告書等
作成コーナー

ｅ Ｔａｘの利用方法

市立図書館

2月24日

①3月19日

午後2時30分〜3時30分

ID･パスワード方式

印刷して提出

視聴覚ライブラリー

場所:①多目的ホール②共生プラザ(2階) 内容:①身近で
まるやま

普段着で楽しめるジャズ音楽会(出演:丸山つたえバンド)
②3月19日 〜21日
②多様な魅力を感じる絵画の展示 定員:①100人
午前9時〜午後9時(常設展示) 申込:①2月11日 から電話または直接､窓口へ

きよみ野1 1

イベント
図書館における高齢者サービス
としての交流サロン｢昭和のプロ
レス好きな人集まれ｣

場所:ミーティングルーム4 対象:おおむね65歳以上の方
定員:10人 申込:2月6日 から電話または直接､窓口へ

午前10時〜11時30分

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)

マイナンバーカード方式

場所:セミナールーム3 対象:小学生以上(小学2年生以下
は保護者同伴) 定員:10人 費用:450円 申込:2月6日
から電話または直接､窓口へ

ものづくり教室｢フラワーボトル 2月20日
をつくろう｣
午前11時〜正午

■自宅で簡単！パソコン･スマートフォンで申告

e-Taxで提出

日

983･5500

2月18日

午前10時〜11時30分

木売1-5-3

イベント

詳

ライブラリーおはなし会

マイナンバーカードを
持っていない方でも利用
できます｡事前に税務署で
ID･パスワードを発行する
必要があります｡(発行の際
は対面による本人確認が
必要)

マイナンバーカードも､
ID･パスワードもない方は､
作成した申告書を自宅や
コンビニで印刷し､郵送で
提出することもできます｡

2月25日

時

午前11時〜11時30分

細

場所:ミーティングルーム4 定員:8人
申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

日

おはなし会はこちら

休館日】毎週 (2月23日除く)､2月24日

時

981･8114

開館時間／午前9時〜午後7時【休館日】毎週 (2月21日除く)､2月24日

必要なもの
●マイナンバーカード
● ICカードリーダライタま
たはマイナンバーカード
対応のスマートフォン

983･5500

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 (2月24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

ピラティス

越谷税務署からの重要なお知らせ

e-Taxで提出

☎984･1888

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】2月2日 ･16日

日時:2月16日 〜3月15日 (
除く)午前9時〜正午､午後1時〜3時
持ち物:①運転免許証､パスポートなど顔写真付きの本人確認書類を1点②健康保険証､介護保険証など1点
※①と②両方お持ちいただいた方は自宅にマイナンバーカードが郵送で届く申請ができます｡
内容:申請書記入支援､申請受付､写真撮影

国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コーナー｣では､画面の
案内に従って入力するだけで簡単に申告書を作成できます｡
感染症拡大防止のためにも､ぜひ自宅から e-Tax をご利用くだ
さい｡

きよみ野1 1

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】なし
※4･5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､2月15日
に正面玄関の受付箱にご投函ください｡2月21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

※取得済みのID･パスワードは｢ID･パスワード方式の届出完了通知｣で確認できます｡
※ID･パスワード取得の際は､運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちください｡
※ID･パスワード方式は暫定的な対応です｡早めにマイナンバーカードを取得してください｡

ぱれっとシアター

日

2月19日

午前10時〜正午

2月27日

午前9時〜正午

時

まで

詳
細
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
場所:集会室 内容:｢お茶漬けの味｣ 対象:市内在住また
は在勤の方 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

e-Tax･作成コーナーの操作などに関する問い合わせ
e-Tax･作成コーナーヘルプデスク☎0570･01･5901
広

広

告

告

確定申告などに関する問い合わせ
越谷税務署☎965･8111､国税庁ホームページ｢確定申告特集｣

7
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保健ガイド
歯科が変わった パート13

図書館へ行こう！

ＰＡＲＴ
12

き

吉川のことは︑図書館に訊け！

しんやしき

25

吉川市出身の力士をご存じですか？

新屋敷 大
( 嶽部屋 は
) ︑吉川市
出身の期待の星です︒平成 年

広報よしかわ2022.2

に初土俵を踏みました︒次の三

17

市立図書館には︑郷土の歴史

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)および7カ月児健康相談については､市ホームページをご確認ください｡

月場所では三段目復帰を目指し

1月18日現在の内容です

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650 981･3881

ワクチン接種

65歳以上の方は､2回目の接種から6カ月を経過 Ｑ なぜ､追加(3回目)接種が必要なのですか｡
した日から受けることができます｡65歳未満の方は、
Ａ 日本で接種が進められているワクチンは､高い発症予
7カ月を経過した日以降となります。
防効果などがある一方､感染予防効果や､高齢者におい
接種券(予診票付き)は､2回目の接種が早い方か
ては重症化予防効果についても､時間の経過に伴い､
ら順に発送しています｡2月末日までに、令和3年8月
徐々に低下していくことが示唆されています｡このため､
31日以前に2回目接種をした方へ接種券を送付す
感染拡大防止および重症化予防の観点から､初回(1回
る予定です。
目･2回目)接種を完了したすべての方に対して､追加接
2回目の接種日から7カ月が経過しても接種券が
種の機会を提供することが望ましいとされています｡
届かない場合は､ワクチン接種コールセンターまで
お問い合わせください｡
Ｑ 追加(3回目)接種ではどのような副反応がありますか｡
2回目より重いのでしょうか｡

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

を後世に伝え︑吉川市の今を記

2月の当番医(吉川歯科医師会)
● スサデンタルオフィス☎981･4981
● 戸張歯科クリニック☎982･0202
※電話予約の上､来院してください。

ます︒図書館では本場所中に番

無料口腔衛生相談(要予約)

録するという大きな役割があり

小児時間外診療(当番医輪番制)

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

埼玉県救急電話相談

付表と星取表を貼り出し︑
応援し

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

休日当番医診療(急患のみ)

ます︒吉川に関するさまざまな

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｡

ています︒

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。

地域資料や市の発行する行政資

新型コロナワクチン接種のお知らせ

問合せ

乳幼児健康相談
日時:3月11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｡

料︑吉川在住の作家︑著名人の

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

著作を集めた 郷
｢ 土コーナー﹂
には︑ 吉
｢ 川市史 か
｣ら 広
｢ 報よ

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

しかわ の
｣ バックナンバー︑サ
ッカー漫画の名作 イ｢レブン 作
｣(
たかはし ひろし
ほくと あきら

ブラウジングコーナーで毎場所応援中！

65歳以上の方の追加(3回目)接種を実施しています

保健センターからのお知らせ

画 高橋 広 ︑)北斗 晶のレシピ
本︑吉川のシンボルであるナマ

今月の展示 市(立図書館 )
一般展示 窓｢際の本たち ｣

参考展示 ラ｢イフハック ｣
児童展示 み
｢ んなに届けたい

本〜ボクニキミニ〜 ｣
ヤング展示 科｢学道 ｣

毎月図書館の情報を発信中！

図書館のイベント告知やスタ

ッフおすすめ本紹介など︑図書

館の話 題 満 載の﹁ 図 書 館だより﹂

令和3年度2期麻しん風しん予防接種対象者
平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ
令和3年度高齢者肺炎球菌予防接種対象者
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ
大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ
大正10年4月2日から大正11年4月1日生まれ

は︑市内の図書館 室
( か
) インタ
ーネットでご覧いただけます︒

次の定期予防接種対象者の接種
期限は､3月31日 までとなってい
ます｡まだ接種がお済みでない方は､
期限内に受けましょう｡

｢郷土コーナー｣では､なまりんが迎えてくれます

ズ関連書までそろっており︑吉

予防接種はお済みですか

川市のすべてを知ることができ

よしき

ます︒ぜひ︑のぞいてみてくだ

だて

吉川歯科医師会 だて歯科クリニック 伊達 敬規先生

検索

磨き方としては
1.口を閉じて磨くこと
2.口を閉じて磨くので毛先の小さな歯ブラシを選
ぶこと
3.磨き忘れがないように､上から下､右から左､裏側
と順番を決めて磨くこと
4.歯ブラシは大きく動かさないで､小刻みに1本ず
つ磨くこと
5.磨き終わったら､少量の水を含んで口の中でぶく
ぶくします｡その際下を向いて30秒ぐらい強くゆ
すいでからゆっくりと吐き出してください
6.学校や職場で磨くときは､時間をずらしたり､距
離を置いて磨きましょう

以上のことに注意して､口の中
をキレイにすることで歯と体の
健康を守ることができます｡
一日でも早く感染収束の日
がくることを願い､感染予防に
頑張りましょう｡

吉川市 図書館だより

2019年12月に始まった新型コロナウイルス感染
症の猛威も2年以上経過した現在､新たな変異株も登
場しその脅威がさらに増している状況となっていま
す｡その中において､食事の際の会話など唾液による
飛沫感染のリスクがかなり高いことが指摘されてい
ます｡さらに唾液の飛沫に関しては､感染を拡げる可
能性がある歯磨き時にも注意が必要と言えるでしょう｡
そこで今回は感染拡大防止に役立つ歯の磨き方に
ついてお話したいと思います｡本来口の中をキレイに
するための歯磨きや､うがいをするとどうしても飛沫
は飛びます｡ですから会話をしながらとか､人のいる
場所で磨かないことに注意しましょう｡

981･3881

さい︒

コロナ時代の歯の磨き方について

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

Ａ ファイザー社のワクチンおよび武田/モデルナ社のワク
チンいずれの場合も､2回目の接種後と比較して有害事
象の発現傾向はおおむね同様であると確認されていま
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

す｡リンパ節の腫れについては､初回(1回目･2回目)接
種時と比較して､発現割合が高い傾向にあります｡
広報よしかわ2022.2
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各種相談

掲載期間:2月1日〜3月7日

小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

修｢学旅行で学んだこと ｣
いいだ
ま い

６年 飯田 真衣さん

私は︑修学旅行で友達と協力

することの大切さと︑自分の仕

事に責任を持つことの重要さを

学びました︒

仕事は︑一見簡単そうに見えて︑

短い時間の中で熱を測って健康

チェックカードを持っていくの

で意外と大変でした︒けれど︑

しっかりと最後まで係の仕事を

やりきることができたのでよか

ったなと思いました︒そこで︑

自分の仕事に責任を持つことの

☎982・5112

時

場

律

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

2月10日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

2月15日 午後1時30分〜4時

困りごと
税

務

納税(休日)

2月6日 午前8時30分〜午後5時

金

女性総合

問合せ

庶務課☎982･9458

2月7日 ､3月7日 午後1時30分〜4時(要予約)
2月9日 ･25日 午後5時〜8時

年

所

2月3日 ､3月3日 午後1時30分〜3時30分

納税(夜間)

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

2月14日 ･28日 午後1時〜4時

おあしす

市民参加推進課☎982･9685

2月1日 ･22日 ､3月1日 午前9時30分〜11時30分 児童館
子どもと家庭

ひとり親家庭

2月18日 午前9時30分〜11時30分

美南小

2月18日 午後1時30分〜3時30分

吉川小

2月25日 午前9時30分〜11時30分

旭小

専用ダイヤル☎940･1258

2月25日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

子育て支援課☎982･9529

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

2月16日 午前9時30分〜11時30分

児童館

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

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
教

育

(さわやか相談)

981・5392
でぞめしき

出初式

▼昨年はコロナ禍により中止と

した︑少年消防クラブ︑消防団︑

消防職員による 出
｢ 初式 を
｣ ︑今
年は初めて吉川美南駅前にて開

催︒多くの市民の皆さんに観覧

いただき︑それぞれの活動内容

をお伝えすることができました︒

･

こころ
障がい
高齢者

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時

障がい者相談支援センターすずらん

※相談員不在時は転送電話対応

☎981･8510

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

999･6854

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
就職活動

す︒また地域のさまざまな事業

やイベントにも力を尽くしてく

ださり︑ 自
｢ 分達の地域は︑自

分達で守り支える と
｣ ︑まさに
住民自治を担う市民の範です︒

▼吉川松伏消防組合の 消｢防職員 ｣
は︑昨年も命をかけた消火活動︑

そしてコロナ禍においてもひる

まない救急・ 救 助 活 動により ︑

多 くの吉 川 市

民 の 命 を 守っ

てくれました︒

吉川 市の安 全

安 心の 守
｢護

神 で
｣ ある消
防職員︒我がまちの誇りです︒

▼ 市としても︑危機管理課を先

頭に︑公的機関や民間企業との

連携をさらに深める中で︑イン

フラ整備︑災害対策体制の構築

を 日 々 前 進 させてゆきます︒２

０２２年も︑少年消防クラブ︑消

防団︑ 消 防 職 員 ︑ 行 政 ︑ そ し て

市 民 の 力 を 合 わ せ ︑ 火災や災害

から吉川市を

消防職員の救出救助訓練

政策室

日

法

学校生活

▼吉川市の 少
｢年消防クラブ は｣
クラブ 員 数 も

多く︑防火

減災活動を学

び︑その成果

の発表の場で

ある全国大会

においても上位入賞を果たす活

躍を見せています︒そうした中

で︑小学生の頃から活動を重ね

てきたクラブ員１人が︑消防の

採用試験に合格し︑この春から

我がまちの消防隊員となる予定

です︒素晴らしいことであり︑

とてもうれしく思います︒

▼吉川市の 消防団 は
｢
｣ ︑有志の
市 民 で 構成され

守 っ て ゆ きた

いと思います︒

皆さん︑よろ

しくお願いし

ます︒

広報よしかわ2022.2

ており︑仕 事や

家 庭 を 持つ中 ︑

昼夜を問わず消

火活動に駆け付

けてくださいま
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少年消防クラブ訓練展示

相談種類

Nakasone elementary school

ホテルで荷物を整理したり︑

｢価値ある未来を､共に｣

開会の様子

重要さが分かりました︒

問合せ

市長コラム

消防団による一斉放水

使ったふとんを片づけたりする

へんてこ山にすんでいる人
達をイメージして作りました｡
いろいろな色で色をぬって
楽しそうに見せました｡へん
てこ山のまわりに木のかん
らん車やジェットコースター
などをかいてテーマパーク
みたいにしました。

修学旅行で学んだ二つのこと
ときなど︑一人で進めるのが難
を生かして︑残りの学校生活を
しいときに︑友達が 大
｢ 丈夫？ ｣
すごし︑中学校でもがんばって
と言って手伝ってくれる場面が

桝田 乃彩さん

いきたいです︒

の あ

多々ありました︒逆に私が何か

手伝うと︑ あ
｢ りがとう と
｣ 笑顔
で言ってくれました︒そのとき

私はとても心が温まり︑友達と

協力し合うことは︑お互いが温

かい気持ちになれる大切なこと

４年

なんだなと思いました︒

また︑修学旅行ではそれぞれ

係があり︑その役目にそって行

動します︒私は保健係で︑決ま

った時間に同じ班の人たちの健

康チェックカードを集めて︑担

任の先生にわたします︒今年は

コロナウイルスのこともあり︑

みんなの体調を管理することは︑

とても大切なことでした︒私は︑

み
｢ んなが元気に修学旅行を楽

しめたらいいな と
｣ いう思いで︑
係の仕事をしました︒保健係の

｢へんてこ山のこびとたち｣

ますだ

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

中曽根小学校

ラ イ フ

SCHOOL LIFE

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｡

こころとくらしの
安心相談

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)

メール相談は右記QRコードから

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

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2022.2
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○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｡

要介護認定を受けている方へ

1

デジタル･トランスフォーメーション
(DX)推進計画

3

吉川美南駅前公共施設整備基本計画

対象 認知症の方やその家族︑

案

介護と向き合う
人のためのサロン

介護に関する

悩みを共有した

り︑話をしなが

ら気分転換しま

①デジタル･トラ
ンスフォーメー
ション(DX)推進
計画(原案)

②第2期まち･ひ
と･しごと創生総
合戦略(原案)

募集期間

3月1日

4

地域防災計画
市では､災害対策基本法第42条に基づき､
地域防災計画を定めています｡このたび､関係
法令の改正や県地域防災計画の改定を踏ま
えて､地域防災計画改定案を作成しました｡

対象

提出方法

各課窓口､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 2月10日
区 センタ ー ､ 平 〜3月9日
沼･東部･美南地
区公民館､総合
体育館
※市ホームペー
ジでも閲覧可｡

告

告

2月15日
〜3月14日

問合せ
庶務課
syomu2@city.yoshikawa.
saitama.jp(件名は｢DX推進｣)
☎940･1318 981･5392

まで

広

広

④地域防災計画
(改定案)

広報よしかわ2022.2

閲覧場所

第2期まち･ひと･しごと創生総合戦略
市では､人口減少社会に対応し､将来にわ
たって活力あるまちをつくるための計画と
して｢第2期まち･ひと･しごと創生総合戦略｣
の策定を進めています｡このたび､目標や施
策を掲げた原案を作成しました｡

市では､吉川美南駅の東口に文化施設を中
心とする公共施設の整備を検討しています｡
このたび､必要とする機能や規模などを示し
た基本計画の原案を作成しました｡

③吉川美南駅前
公共施設整備基
本計画(原案)

15

2

デジタル・トランスフォーメーション(DX)
とは､デジタル技術の浸透が人々の生活をあ
らゆる面でより良い方向に変化させること
を意味し､市では､それを推進するため､計画
の策定を進めています｡

受けていない方は お
｢むつ使 用

・４７

各地域包括支援センタ

関心のある方

申込

ーへ①⑤第１包括☎

・

・６

・８７１９②④第３

・７１５８

984

皆さんのご意見をお聞かせください

証明書 を｣医師に発行してもら
い︑控除資料としてください︒

問合せ

６６

長寿支援課☎①

５１１８② ・５１２０ 共通

包括☎

・５８

984

控除資料を発行します
︻要申請︼

要介護認定を受けている方

やその扶養者の方が確定申告

および市・県民税の申告で控

981 981

981

しょう︒

午

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事

日

前に体温測定し︑発熱や体調

①２月

分・社会福祉

時

不良のある方は︑参加をご遠

時
25

慮ください︒

時〜

30

10

日時・場所

前

11

午前

介護をしている方︑こ

協議会②３月５日

〜 時 分・中央公民館

対象

れから介護の予定のある方

30

10

３６６③第２包括☎

・１１４４

981

30

11

982

982

１１

136

除を受けるための資料を発行

イ ベン ト

午 前９時

第 回 理科教室

日

12

みんなで楽しくお話ししま

２月

11

日まで

65

します︒

月

31

なまりんオレンジカフェ

日時

12

①障害者・特別障害者認定書

せんか︒

令和３年

に要介護認定を受けている

分〜 時 次(回は４月９日
)
場所 おあしすセミナールーム３

対象

歳以上の方で︑身体障がい者

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事

人程度

円

100 13

または知的障がい者に準ずる

費用

問合せ 吉川さいえんすクラブ

・０３

各地域包括支援センタ

・４７６

984

申込

・ ８７１９②第２包括☎

・１１４４

981

ーへ①第１包括☎

６

・５８１１

981

すずき

時〜
981

鈴木☎ ・１８８１

１７

午前
10

対象 小学生

社会福祉協議会

992

前に体温測定し︑発熱や体調

平沼地区公民館

suzuki@p-suzuki.co.jp

日

13

と認められる方

中央公民館

992

定員

ウエルカフェ(美南3-12)

やってみよう！
タグラグビー

30

２月

時 分

11

社会福祉協議会

日時

場所 永田公園

人

20

対象 市内在住の小学生

定員

問合せ ＮＰＯ法人たすけあい・

よしかわ☎ ・６９６９

971

2月10日
午後1時30分〜3時
2月16日
午後2時〜3時
3月5日
午前10時〜11時30分
3月9日
午後2時〜3時
3月10日
午後1時30分〜3時

不良のある方は︑参加をご遠

⑤

次
※の方は︑申請不要です︒

④

慮ください︒

③

身体障害者手帳 １
( ・２級 ︑
)
精神障害者保健福祉手帳 １(級 )

②

の交付および療育手帳 Ⓐ(・Ａ )
の判定を受けている方︑所得

①

税や市・県民税が課税されて

いない方

昨年もおむつ代の医療

②おむつ使用確認書

対象

費控除を受けている方で︑要

介護認定を受けており︑介護

認定の主治医意見書に所定の

記載がある方

初めておむつ代の医療費控
※
除を受ける方や︑要介護認定を

場所

日時

パブリック･コメントを実施します

各 閲 覧 場 所に
設 置 の 用 紙ま
たは任 意 の 用
紙に､意見､住
市内在住･
所､氏名を記入
在勤･在学
し､備え付けの
の方
意見提出箱へ｡
または直接､郵
送､ファクス､メ
ールで各窓口へ

政策室
seisaku2@city.yoshikaw
a.saitama.jp☎982･9445
981･5392

危機管理課
kikikanri2@city.yoshika
wa.saitama.jp(件名は｢地域
防災計画(案)パブリックコメ
ント｣)☎982･9471 981･
5392
広報よしかわ2022.2
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新型コロナウイルスの影響を受けた方への主な支援情報一覧(令和4年1月24日現在)

会費を出し合い︑交通事故

無料配布しているので︑積極

市では生ごみの水切り器を

水切り器の無料配布および
生ごみ処理機の補助金

による死亡や︑けがをした時

的なご活用をお願いします︒

交通災害共済の
加入申込開始

に見舞金が支払われる相互補

また︑生ごみ処理機・生ご

み処理容器の購入費用の一部

住

・９６９

通知の対象となる証明書

民 票 の 写 し ・ 住民票記載事項

日以

①直接︑環境

課へ②購入した日から

証明書 本(籍の記載のあるもの ︑)
戸籍謄抄本︑戸籍の附票の写し

市民課☎
982

30

申込・問合せ

内に領収書 購(入者名︑購入年
月日︑機種名︑金額が明記さ

問合せ

１ 共通

全国瞬時警報システム Ｊ(アラート )
全国一斉情報伝達試験

・９

れたもの ︑)商品のカタログま
たは説明書の表紙の写し︑印

鑑を持参の上︑直接︑環境課

へ☎ ・９６９６ 共通

982

助制度です︒

共済期間 ４月１日 から１年間

補助も行っています︒ごみの

減量にご協力をお願いします︒

を伝達する 全｢国

国 から市 民に

本
｢ 人通知制度 と
｣ は︑戸籍
の謄抄本などを第三者などに

瞬時警報システム Ｊ(アラート )｣
を活用した一斉情報伝達試験

対し︑緊急情報

生ごみの約８割

交付したときに︑その事実を

です︒当日は︑市の防災行政

費用 １人 円

直接︑危機管理課また

500

戸籍・住民票の不正取得防止
のため本人通知制度の登録を

は水分と言われ

事前に登録した本人に通知す

無線から放送が流れます︒

①水切り器の無料配布

ています︒生ご

る制度です︒第三者に交付さ

日時 ２月 日 午前 時ごろ

家庭からでる

みの水分を絞る

れたことを本人が早期に知る

問合せ

982

11

申込

・１

ことで︑ごみの

ことができ︑事実関係を究明

４７１ 共通

危機管理課☎

減量に大きな効

するきっかけとなります︒

時〜

果があります︒

ることで︑委任状の偽造や不

午前

埼玉県司法書士会
遺言・相続無料電話相談会

日

16

は郵便局窓口へ

｣

940

郵便局は窓口により受付開
※
始日が異なります︒事前に確

危機管理課☎

認してください︒

問合せ

０７２ 共通

２月７日は
北｢方領土の日

②生ごみ処理機の補助金

必要な身元調査などの未然防

また︑この制度が周知され

電気式生ごみ処理機

２月

10

止につながります︒

日時

吉川市の住民

☎ ・ ・８０５５

26

補助限度 １世帯１基まで

登録できる方

午後４時

２月は 北｢方領土返還運動全
国強調月間 で｣す︒毎年２月７
日の 北
｢ 方領土の日 に
｣ ︑東京

基本台帳または戸籍に記載さ

購 入 費 用の２分の

補助金額

れている方

872

で 北｢方領土返還要求全国大会 ｣
が開催される他︑この日を中

１を補助 上(限２万５０００円 )
生ごみ処理容器

登録者に通知する内容

中小企業等支援相談窓口
☎0570･000･678

当日のみ通話可能︒通話料
※
は相談者負担︒

中小企業金融･給付金相談窓口
☎0570･783183

048

心に全国で講演会やパネル展︑

署名活動などが行われます︒

補助限度 １世帯２基まで

人または第三者に交付した事

事業復活支援金事務局
☎0120･789･140

代理

補助金額

863

埼玉県司法書士会事

048

問合せ

地域福祉課☎982･9602

購入費用の２分の

詳細は内閣府 北(方対策本部 )
ホームページをご確認ください︒

１を補助 １(基あたり上限３０

各雇用先の事業主

東部中央福祉事務所
☎048･737･2359

・５２５

ご加入の健康保険の保険者、
市国民健康保険ご加入の方は
国保年金課☎982･5116

子育て支援課☎982･9529

内閣府☎

県住宅課☎048･830･5564
①収納課☎982･5113
②国保年金課☎982･9538
③長寿支援課☎982･5119
④越谷税務署☎965･8111

問合せ

03

学校など休業助成金･支援金､
雇用調整助成金コールセンター
☎0120･60･3999
告

経済産業省ホームページ

告

全国保育サービス協会
info@acsa.jp

広

広

広報よしかわ2022.2

地域福祉課☎982･9602

務局☎ ・ ・７８６１

11

市社会福祉協議会☎981･8750

実 請(求者の住所氏名は通知し
ません )

※問い合わせ先によっては､
は対応していなかったり､つながりにくい場合があります｡
※支援内容によっては､受付期間が存在する場合や､対象とならない場合があります｡

市コールセンター
☎0120･070･902

００円 )

事 業主 向け

国や県などが実施する施策については､経済産業省のホームページや､J‑Net21から検索
することができます｡

くらしの情報

問合せ

３・２１１１ 大(代表 )

個人向け

支 援 内 容
収入が減ってしまった､支払いなどに困っている方へ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
以下の①②いずれかに該当する世帯(他に要件あり)
①世帯全員の令和3年度住民税が非課税の世帯
②令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し､世帯全員のそれぞれが住
民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)
緊急小口資金･総合支援資金(生活費の貸し付け)
休業や失業などにより､生活資金でお悩みの方に対して､必要な生活費用などの貸し付けを行います｡
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について､貸し付けを終了した世帯に対して支援金を支給します｡
(収入要件、
資産要件、
求職活動要件あり)
住居確保給付金(家賃)
休業などに伴う収入減少により､離職や廃業と同程度の状況になり､住居を失う恐れが生じ
ている方に対して､一定期間家賃相当額を支給します｡
県営住宅の提供
住居の確保が困難となった方に対して､県営住宅の一時提供を行います｡
納税猶予･減免(税･社会保険料)
申請により納税猶予や減免が認められる場合がありますので､ご相談ください｡
①市税全般(国保税含む)の納税猶予のご相談(事業主向けもあり)
②国保税や国民年金保険料の減免､後期高齢者医療保険料の減免などのご相談
③介護保険料の納付猶予や減免のご相談
④国税(所得税など)の納税猶予などのご相談(事業主向けもあり)
傷病手当金
勤務先から給与などの支給を受けている方が､感染または感染が疑われたことにより､仕事
を休み､給与などの支払いを受けることができなくなった場合､傷病手当金を支給します｡
休業手当
会社に責任のある理由で､労働者を休業させた場合､会社は､休業期間中に休業手当(平均
賃金の6割以上)を支払う必要があります｡
子どもがいるご家庭へ
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
以下の①②③いずれかに該当する児童を養育する方
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
②令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の児童(保護
者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和3年9月から令和4年3月までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
◆平成15年4月2日以降に生まれたお子さんが対象(障がい児は平成13年4月2日以降)
ひとり親世帯 以下の①②いずれかに該当する方
①公的年金等を受給していることにより､令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
②令和2年2月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど､収入
が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ひとり親世帯以外 以下の①②両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合､20歳未満)を養育する父母など
②令和3年度住民税(均等割)が非課税の方､または新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて令和3年1月1日以降の収入が急変し､住民税非課税相当の収入となった方
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子､父子家庭および寡婦(寡夫)の方の経済的自立や､扶養している子どもの福祉増進の
ために必要な資金を県がお貸しする制度です｡
その他
生活困窮者自立相談支援事業
生活に困窮する方に対して､一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています｡
生活保護制度
現に生活に困っている方に対して､最低限の生活の保障と､自立を助けるため､程度に応じ
て生活費､住居などの必要な保護を実施しています｡
経営が厳しい､従業員への負担を減らしたい
事業復活支援金
売上高が減少した中堅･中小･小規模事業者およびフリーランスを含む個人事業主に対して､
事業規模に応じた給付金を支給します｡
実質無利子･無担保融資
事業が悪化した個人事業主などに対し､無担保･無利子で融資を行います｡
雇用調整助成金[特例措置]
経済上の理由により､事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し､雇用の維持を図るた
め､休業手当に要した費用を助成します｡
小学校休業など対応助成金
小学校などの臨時休業などに伴い､子どもの世話が必要となった労働者(保護者)に対して､
有給の休暇を取得させた事業主に助成します｡
小学校休業など対応支援金(個人で仕事をする方向け)
小学校などの臨時休業などに伴い､子どもの世話が必要となった､委託を受けて個人で仕
事をする方(保護者)に対し､就業できなかった日について支援します｡
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(個人事業主を含む)
小学校などの臨時休業などで､保護者が仕事を休んだり､放課後児童クラブなども利用で
きず､ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助します｡

J-Net21

広報よしかわ2022.2
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○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｡

募

くらしの情報

集

市職員や委員など

募集項目

応募資格などの詳細

新型コロナワクチン
接種会場職員
受付､誘導､記入補助
など

申込･問合せ
2月17日 までに履歴書(写真貼

期間:2月下旬から接種終了まで(週3〜5日)

付)を直接または郵送(〒342-005

場所:中央公民館･おあしす･保健センター

5､吉川2-1-13)で健康増進課へ☎

報酬:時給965円

982･9804

お知らせ

広報よしかわ12月号および市ホームページで投票
を募った市政施行25周年記念誌 市勢要覧のタイトル
は｢金色(こんじき)のなまず マンガで見る吉川市 ｣に
決定しました。
改めまして投票いただき
ました皆さま､ありがとうご
ざいました｡
市勢要覧は2月に市内公
共施設などに配架する予定
ですので､ぜひお手に取っ
てみてください。

981･3881

※2月18日 午前に面接を実施予定｡

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 )･週20時間未満
保育所職員

場所:市立保育所

(障がい者枠)

対象:療育手帳を保有する方または同程度

の障がいを有すると医師に判定された方

履歴書(写真貼付)と資格証の写しを

募集人数:若干名 報酬:時給965円
非常勤職員

保育士(市立第一･第
二保育所)

午前7時〜午後7時のうち7時間30分

調理補助員(市立第

学童保育室支援員

学童の保育､施設管理

生活保護等支援員

面接相談業務､支援
プラン等の作成､家
庭訪問など

郵送または直接､保育幼稚園課へ
☎982･9528

共通

※規定により賞与､交通費支給。

資格:保育士 募集人数:若干名 報酬:月額182,002円

二保育所)

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 [週3日以上])･午前8時
30分〜午後1時 募集人数:1人 報酬:時給965円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月2回程度])･

※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡事前の相
談･見学可｡

イラストはイメージです

5時間30分､学校休業日･7時間30分 資格:保育士､教員免許

問合せ:政策室☎982･5112 共通

など 募集人数:若干名 報酬:月額166,624円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 [ 除く])･午前8時30分
〜午後5時のうち7時間 資格:普通自動車運転免許を持ち､生
活困窮者自立支援や生活保護などの社会福祉関係業務の経験
がある方※社会福祉士･精神保健福祉士･社会福祉主事いずれ
かの資格を有している方はなお可｡ 報酬:月額202,206円

域福祉課へ☎982･9602

※規定により賞与､交通費支給｡

その他

共通

お知らせ

パープルリボンは｢女性に対する暴力根
絶運動｣のシンボルです｡パープルリボ
ンには､女性に対するあらゆる暴力をな
くしていこうとのメッセージが込められ
ています｡

期間:2月8日 〜13日
場所:おあしすエントランス
問合せ:市民参加推進課☎982･9685 共通

講座

認知症サポーター
養成講座

認知症サポーターとは､認知症
を正しく理解し､認知症の人や家
族を温かく見守る応援者です｡
認知症は誰にでも起こる可能
性があります｡
認知症になっても安心して暮らせるよう､認知症と
は何か､予防や対応方法などについて学びましょう｡
※事前に体温測定し､発熱や体調不良のある方は､参
加をご遠慮ください｡
日時:2月26日 午前10時〜11時30分
場所:市役所303･304･305
対象:どなたでも
定員:先着40人(要事前申込)
申込･問合せ:2月18日 までに直接､電話またはファ
クスで長寿支援課へ☎982･5118 共通

広

広

告

告

交通遺児等援護一時金の
給付について

県内在住の交通遺児等を対象に︑

県交通安全対策協議会では︑

市および市商工会では︑市

援護一時金を給付しています︒

市内事業所の求人情報

内事業所の求人情報を掲載し

対象
埼玉県内に在住する令

た情報誌を毎月１回上旬に発

和２年４月１日以降に交通遺

10

18

行しています︒

職場と住まいが近くなるこ

給付額

とで︑子育て・介護︑趣味の

時間や地域活動への参加など

28

ージで入手可)を直接または郵送で

児等となった者 交(通遺児等に
なった日現在 歳以下 )
子ども１人につき

が可能となり︑ワーク・ライ

万円 １(回のみ )
申請期限 ２月 日 まで

申請書類は危機管理課で配
※
布します︒

フ・バランス 仕(事と生活の調

和 の)実現につながります︒仕
事をお探しの方︑ライフスタ

県防犯・交通安全課

検索

問合せ

☎ ・ ・２９５８

埼玉県 援護一時金

交通遺児等援護
円募金のお礼

募金総額は８３００円でした︒

ご協力ありがとうございました︒

お預かりした募金は︑県交

通安全対策協議会を通じ︑県

内に在住する交通遺児等へ援

・１

護金・援護一時金として給付

危機管理課☎

されます︒

問合せ

830

イルを見直したい方はお役立

市役所２階︑吉川

てください︒

配架場所

駅・吉川美南駅︑各市民サー

ビスセンター︑中央公民館︑

おあしす

市
※ホームページか
らもご覧になれます︒

求人情報の掲載をご希望の
※
場合は︑求人情報掲載依頼書

・１

０７２ 共通
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市
( ホームページで入手可 を
)

共通︑市商工会☎

ファクスで市商工会へ 掲(載料
無料 ) ・１１８９
問合せ 商工課☎ ・９６９

７

２１１

940

100

048

女性に対する暴力を
なくす運動

パープルリボンタペストリーを展示します
県では､パープルリボンキャンペーンとして､タペス
トリーを県内25市町でリレーし､パープルリボンで飾
り付けをしながら､DV防止に対する意識の向上を図
っています｡
市でも､このパープルリボンタペストリーを展示し
ますので､ぜひリボンの飾り付けにご参加ください｡

登録調査員申込書(窓口､市ホームペ

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。 庶務課へ☎940･1318

981

お知らせ

※健康保険､厚生年金､雇用保険､有

し調査票の配布･回収

984

共通

休､期末手当あり｡

限なし) 報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

屋外市民プールは昭和56年7月のオープン以来､
多くの方々にご利用いただいておりましたが､施設の
老朽化が顕著であり､突発的な故障などの発生リスク
が高まっていることから､今後の在り方について庁内
検討会議および有識者会議において､あらゆる視点
から検討を行ってきました｡また､パブリック･コメント
による意見募集も実施し､多くの貴重なご意見をいた
だきましたが､これまでの検討を踏まえると､今後も
安心､安全かつ市民の皆さんのニーズにお応えでき
る施設としての運営を維持することは困難であること
から廃止することとなりました｡長年にわたりご利用
いただき､ありがとうございました｡
なお､今後の在り方に関するパブリック･コメントに
お寄せいただきましたご意見の内容と市の考え方に
ついては､市ホームページでご覧いただけます｡
問合せ:スポーツ推進課☎982･6800 983･1867

と職務経歴書を直接または郵送で地

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

世帯や事業所を訪問

お知らせ

屋外市民プール
の廃止について

2月25日 までに履歴書(写真貼付)

統計調査員

982

13

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月1回程度])･

市政施行25周年記念誌 市勢要覧
のタイトルが決定しました

広報よしかわ2022.2
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○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｡

募

くらしの情報

集

市職員や委員など

募集項目

応募資格などの詳細

新型コロナワクチン
接種会場職員
受付､誘導､記入補助
など

申込･問合せ
2月17日 までに履歴書(写真貼

期間:2月下旬から接種終了まで(週3〜5日)

付)を直接または郵送(〒342-005

場所:中央公民館･おあしす･保健センター

5､吉川2-1-13)で健康増進課へ☎

報酬:時給965円

982･9804

お知らせ

広報よしかわ12月号および市ホームページで投票
を募った市政施行25周年記念誌 市勢要覧のタイトル
は｢金色(こんじき)のなまず マンガで見る吉川市 ｣に
決定しました。
改めまして投票いただき
ました皆さま､ありがとうご
ざいました｡
市勢要覧は2月に市内公
共施設などに配架する予定
ですので､ぜひお手に取っ
てみてください。

981･3881

※2月18日 午前に面接を実施予定｡

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 )･週20時間未満
保育所職員

場所:市立保育所

(障がい者枠)

対象:療育手帳を保有する方または同程度

の障がいを有すると医師に判定された方

履歴書(写真貼付)と資格証の写しを

募集人数:若干名 報酬:時給965円
非常勤職員

保育士(市立第一･第
二保育所)

午前7時〜午後7時のうち7時間30分

調理補助員(市立第

学童保育室支援員

学童の保育､施設管理

生活保護等支援員

面接相談業務､支援
プラン等の作成､家
庭訪問など

郵送または直接､保育幼稚園課へ
☎982･9528

共通

※規定により賞与､交通費支給。

資格:保育士 募集人数:若干名 報酬:月額182,002円

二保育所)

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 [週3日以上])･午前8時
30分〜午後1時 募集人数:1人 報酬:時給965円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月2回程度])･

※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡事前の相
談･見学可｡

イラストはイメージです

5時間30分､学校休業日･7時間30分 資格:保育士､教員免許

問合せ:政策室☎982･5112 共通

など 募集人数:若干名 報酬:月額166,624円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 [ 除く])･午前8時30分
〜午後5時のうち7時間 資格:普通自動車運転免許を持ち､生
活困窮者自立支援や生活保護などの社会福祉関係業務の経験
がある方※社会福祉士･精神保健福祉士･社会福祉主事いずれ
かの資格を有している方はなお可｡ 報酬:月額202,206円

域福祉課へ☎982･9602

※規定により賞与､交通費支給｡

その他

共通

お知らせ

パープルリボンは｢女性に対する暴力根
絶運動｣のシンボルです｡パープルリボ
ンには､女性に対するあらゆる暴力をな
くしていこうとのメッセージが込められ
ています｡

期間:2月8日 〜13日
場所:おあしすエントランス
問合せ:市民参加推進課☎982･9685 共通

講座

認知症サポーター
養成講座

認知症サポーターとは､認知症
を正しく理解し､認知症の人や家
族を温かく見守る応援者です｡
認知症は誰にでも起こる可能
性があります｡
認知症になっても安心して暮らせるよう､認知症と
は何か､予防や対応方法などについて学びましょう｡
※事前に体温測定し､発熱や体調不良のある方は､参
加をご遠慮ください｡
日時:2月26日 午前10時〜11時30分
場所:市役所303･304･305
対象:どなたでも
定員:先着40人(要事前申込)
申込･問合せ:2月18日 までに直接､電話またはファ
クスで長寿支援課へ☎982･5118 共通

広

広

告

告

交通遺児等援護一時金の
給付について

県内在住の交通遺児等を対象に︑

県交通安全対策協議会では︑

市および市商工会では︑市

援護一時金を給付しています︒

市内事業所の求人情報

内事業所の求人情報を掲載し

対象
埼玉県内に在住する令

た情報誌を毎月１回上旬に発

和２年４月１日以降に交通遺

10

18

行しています︒

職場と住まいが近くなるこ

給付額

とで︑子育て・介護︑趣味の

時間や地域活動への参加など

28

ージで入手可)を直接または郵送で

児等となった者 交(通遺児等に
なった日現在 歳以下 )
子ども１人につき

が可能となり︑ワーク・ライ

万円 １(回のみ )
申請期限 ２月 日 まで

申請書類は危機管理課で配
※
布します︒

フ・バランス 仕(事と生活の調

和 の)実現につながります︒仕
事をお探しの方︑ライフスタ

県防犯・交通安全課

検索

問合せ

☎ ・ ・２９５８

埼玉県 援護一時金

交通遺児等援護
円募金のお礼

募金総額は８３００円でした︒

ご協力ありがとうございました︒

お預かりした募金は︑県交

通安全対策協議会を通じ︑県

内に在住する交通遺児等へ援

・１

護金・援護一時金として給付

危機管理課☎

されます︒

問合せ

830

イルを見直したい方はお役立

市役所２階︑吉川

てください︒

配架場所

駅・吉川美南駅︑各市民サー

ビスセンター︑中央公民館︑

おあしす

市
※ホームページか
らもご覧になれます︒

求人情報の掲載をご希望の
※
場合は︑求人情報掲載依頼書

・１

０７２ 共通
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市
( ホームページで入手可 を
)

共通︑市商工会☎

ファクスで市商工会へ 掲(載料
無料 ) ・１１８９
問合せ 商工課☎ ・９６９

７

２１１

940

100

048

女性に対する暴力を
なくす運動

パープルリボンタペストリーを展示します
県では､パープルリボンキャンペーンとして､タペス
トリーを県内25市町でリレーし､パープルリボンで飾
り付けをしながら､DV防止に対する意識の向上を図
っています｡
市でも､このパープルリボンタペストリーを展示し
ますので､ぜひリボンの飾り付けにご参加ください｡

登録調査員申込書(窓口､市ホームペ

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。 庶務課へ☎940･1318

981

お知らせ

※健康保険､厚生年金､雇用保険､有

し調査票の配布･回収

984

共通

休､期末手当あり｡

限なし) 報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

屋外市民プールは昭和56年7月のオープン以来､
多くの方々にご利用いただいておりましたが､施設の
老朽化が顕著であり､突発的な故障などの発生リスク
が高まっていることから､今後の在り方について庁内
検討会議および有識者会議において､あらゆる視点
から検討を行ってきました｡また､パブリック･コメント
による意見募集も実施し､多くの貴重なご意見をいた
だきましたが､これまでの検討を踏まえると､今後も
安心､安全かつ市民の皆さんのニーズにお応えでき
る施設としての運営を維持することは困難であること
から廃止することとなりました｡長年にわたりご利用
いただき､ありがとうございました｡
なお､今後の在り方に関するパブリック･コメントに
お寄せいただきましたご意見の内容と市の考え方に
ついては､市ホームページでご覧いただけます｡
問合せ:スポーツ推進課☎982･6800 983･1867

と職務経歴書を直接または郵送で地

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

世帯や事業所を訪問

お知らせ

屋外市民プール
の廃止について

2月25日 までに履歴書(写真貼付)

統計調査員

982

13

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月1回程度])･

市政施行25周年記念誌 市勢要覧
のタイトルが決定しました
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新型コロナウイルスの影響を受けた方への主な支援情報一覧(令和4年1月24日現在)

会費を出し合い︑交通事故

無料配布しているので︑積極

市では生ごみの水切り器を

水切り器の無料配布および
生ごみ処理機の補助金

による死亡や︑けがをした時

的なご活用をお願いします︒

交通災害共済の
加入申込開始

に見舞金が支払われる相互補

また︑生ごみ処理機・生ご

み処理容器の購入費用の一部

住

・９６９

通知の対象となる証明書

民 票 の 写 し ・ 住民票記載事項

日以

①直接︑環境

課へ②購入した日から

証明書 本(籍の記載のあるもの ︑)
戸籍謄抄本︑戸籍の附票の写し

市民課☎
982

30

申込・問合せ

内に領収書 購(入者名︑購入年
月日︑機種名︑金額が明記さ

問合せ

１ 共通

全国瞬時警報システム Ｊ(アラート )
全国一斉情報伝達試験

・９

れたもの ︑)商品のカタログま
たは説明書の表紙の写し︑印

鑑を持参の上︑直接︑環境課

へ☎ ・９６９６ 共通

982

助制度です︒

共済期間 ４月１日 から１年間

補助も行っています︒ごみの

減量にご協力をお願いします︒

を伝達する 全｢国

国 から市 民に

本
｢ 人通知制度 と
｣ は︑戸籍
の謄抄本などを第三者などに

瞬時警報システム Ｊ(アラート )｣
を活用した一斉情報伝達試験

対し︑緊急情報

生ごみの約８割

交付したときに︑その事実を

です︒当日は︑市の防災行政

費用 １人 円

直接︑危機管理課また

500

戸籍・住民票の不正取得防止
のため本人通知制度の登録を

は水分と言われ

事前に登録した本人に通知す

無線から放送が流れます︒

①水切り器の無料配布

ています︒生ご

る制度です︒第三者に交付さ

日時 ２月 日 午前 時ごろ

家庭からでる

みの水分を絞る

れたことを本人が早期に知る

問合せ

982

11

申込

・１

ことで︑ごみの

ことができ︑事実関係を究明

４７１ 共通

危機管理課☎

減量に大きな効

するきっかけとなります︒

時〜

果があります︒

ることで︑委任状の偽造や不

午前

埼玉県司法書士会
遺言・相続無料電話相談会

日

16

は郵便局窓口へ

｣

940

郵便局は窓口により受付開
※
始日が異なります︒事前に確

危機管理課☎

認してください︒

問合せ

０７２ 共通

２月７日は
北｢方領土の日

②生ごみ処理機の補助金

必要な身元調査などの未然防

また︑この制度が周知され

電気式生ごみ処理機

２月

10

止につながります︒

日時

吉川市の住民

☎ ・ ・８０５５

26

補助限度 １世帯１基まで

登録できる方

午後４時

２月は 北｢方領土返還運動全
国強調月間 で｣す︒毎年２月７
日の 北
｢ 方領土の日 に
｣ ︑東京

基本台帳または戸籍に記載さ

購 入 費 用の２分の

補助金額

れている方

872

で 北｢方領土返還要求全国大会 ｣
が開催される他︑この日を中

１を補助 上(限２万５０００円 )
生ごみ処理容器

登録者に通知する内容

中小企業等支援相談窓口
☎0570･000･678

当日のみ通話可能︒通話料
※
は相談者負担︒

中小企業金融･給付金相談窓口
☎0570･783183

048

心に全国で講演会やパネル展︑

署名活動などが行われます︒

補助限度 １世帯２基まで

人または第三者に交付した事

事業復活支援金事務局
☎0120･789･140

代理

補助金額

863

埼玉県司法書士会事

048

問合せ

地域福祉課☎982･9602

購入費用の２分の

詳細は内閣府 北(方対策本部 )
ホームページをご確認ください︒

１を補助 １(基あたり上限３０

各雇用先の事業主

東部中央福祉事務所
☎048･737･2359

・５２５

ご加入の健康保険の保険者、
市国民健康保険ご加入の方は
国保年金課☎982･5116

子育て支援課☎982･9529

内閣府☎

県住宅課☎048･830･5564
①収納課☎982･5113
②国保年金課☎982･9538
③長寿支援課☎982･5119
④越谷税務署☎965･8111

問合せ

03

学校など休業助成金･支援金､
雇用調整助成金コールセンター
☎0120･60･3999
告

経済産業省ホームページ

告

全国保育サービス協会
info@acsa.jp

広

広
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地域福祉課☎982･9602

務局☎ ・ ・７８６１

11

市社会福祉協議会☎981･8750

実 請(求者の住所氏名は通知し
ません )

※問い合わせ先によっては､
は対応していなかったり､つながりにくい場合があります｡
※支援内容によっては､受付期間が存在する場合や､対象とならない場合があります｡

市コールセンター
☎0120･070･902

００円 )

事 業主 向け

国や県などが実施する施策については､経済産業省のホームページや､J‑Net21から検索
することができます｡

くらしの情報

問合せ

３・２１１１ 大(代表 )

個人向け

支 援 内 容
収入が減ってしまった､支払いなどに困っている方へ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
以下の①②いずれかに該当する世帯(他に要件あり)
①世帯全員の令和3年度住民税が非課税の世帯
②令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し､世帯全員のそれぞれが住
民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)
緊急小口資金･総合支援資金(生活費の貸し付け)
休業や失業などにより､生活資金でお悩みの方に対して､必要な生活費用などの貸し付けを行います｡
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について､貸し付けを終了した世帯に対して支援金を支給します｡
(収入要件、
資産要件、
求職活動要件あり)
住居確保給付金(家賃)
休業などに伴う収入減少により､離職や廃業と同程度の状況になり､住居を失う恐れが生じ
ている方に対して､一定期間家賃相当額を支給します｡
県営住宅の提供
住居の確保が困難となった方に対して､県営住宅の一時提供を行います｡
納税猶予･減免(税･社会保険料)
申請により納税猶予や減免が認められる場合がありますので､ご相談ください｡
①市税全般(国保税含む)の納税猶予のご相談(事業主向けもあり)
②国保税や国民年金保険料の減免､後期高齢者医療保険料の減免などのご相談
③介護保険料の納付猶予や減免のご相談
④国税(所得税など)の納税猶予などのご相談(事業主向けもあり)
傷病手当金
勤務先から給与などの支給を受けている方が､感染または感染が疑われたことにより､仕事
を休み､給与などの支払いを受けることができなくなった場合､傷病手当金を支給します｡
休業手当
会社に責任のある理由で､労働者を休業させた場合､会社は､休業期間中に休業手当(平均
賃金の6割以上)を支払う必要があります｡
子どもがいるご家庭へ
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
以下の①②③いずれかに該当する児童を養育する方
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
②令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の児童(保護
者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和3年9月から令和4年3月までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
◆平成15年4月2日以降に生まれたお子さんが対象(障がい児は平成13年4月2日以降)
ひとり親世帯 以下の①②いずれかに該当する方
①公的年金等を受給していることにより､令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
②令和2年2月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど､収入
が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ひとり親世帯以外 以下の①②両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合､20歳未満)を養育する父母など
②令和3年度住民税(均等割)が非課税の方､または新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて令和3年1月1日以降の収入が急変し､住民税非課税相当の収入となった方
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子､父子家庭および寡婦(寡夫)の方の経済的自立や､扶養している子どもの福祉増進の
ために必要な資金を県がお貸しする制度です｡
その他
生活困窮者自立相談支援事業
生活に困窮する方に対して､一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています｡
生活保護制度
現に生活に困っている方に対して､最低限の生活の保障と､自立を助けるため､程度に応じ
て生活費､住居などの必要な保護を実施しています｡
経営が厳しい､従業員への負担を減らしたい
事業復活支援金
売上高が減少した中堅･中小･小規模事業者およびフリーランスを含む個人事業主に対して､
事業規模に応じた給付金を支給します｡
実質無利子･無担保融資
事業が悪化した個人事業主などに対し､無担保･無利子で融資を行います｡
雇用調整助成金[特例措置]
経済上の理由により､事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し､雇用の維持を図るた
め､休業手当に要した費用を助成します｡
小学校休業など対応助成金
小学校などの臨時休業などに伴い､子どもの世話が必要となった労働者(保護者)に対して､
有給の休暇を取得させた事業主に助成します｡
小学校休業など対応支援金(個人で仕事をする方向け)
小学校などの臨時休業などに伴い､子どもの世話が必要となった､委託を受けて個人で仕
事をする方(保護者)に対し､就業できなかった日について支援します｡
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(個人事業主を含む)
小学校などの臨時休業などで､保護者が仕事を休んだり､放課後児童クラブなども利用で
きず､ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助します｡

J-Net21

広報よしかわ2022.2
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○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｡

要介護認定を受けている方へ

1

デジタル･トランスフォーメーション
(DX)推進計画

3

吉川美南駅前公共施設整備基本計画

対象 認知症の方やその家族︑

案

介護と向き合う
人のためのサロン

介護に関する

悩みを共有した

り︑話をしなが

ら気分転換しま

①デジタル･トラ
ンスフォーメー
ション(DX)推進
計画(原案)

②第2期まち･ひ
と･しごと創生総
合戦略(原案)

募集期間

3月1日

4

地域防災計画
市では､災害対策基本法第42条に基づき､
地域防災計画を定めています｡このたび､関係
法令の改正や県地域防災計画の改定を踏ま
えて､地域防災計画改定案を作成しました｡

対象

提出方法

各課窓口､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 2月10日
区 センタ ー ､ 平 〜3月9日
沼･東部･美南地
区公民館､総合
体育館
※市ホームペー
ジでも閲覧可｡

告

告

2月15日
〜3月14日

問合せ
庶務課
syomu2@city.yoshikawa.
saitama.jp(件名は｢DX推進｣)
☎940･1318 981･5392

まで

広

広

④地域防災計画
(改定案)

広報よしかわ2022.2

閲覧場所

第2期まち･ひと･しごと創生総合戦略
市では､人口減少社会に対応し､将来にわ
たって活力あるまちをつくるための計画と
して｢第2期まち･ひと･しごと創生総合戦略｣
の策定を進めています｡このたび､目標や施
策を掲げた原案を作成しました｡

市では､吉川美南駅の東口に文化施設を中
心とする公共施設の整備を検討しています｡
このたび､必要とする機能や規模などを示し
た基本計画の原案を作成しました｡

③吉川美南駅前
公共施設整備基
本計画(原案)

15

2

デジタル・トランスフォーメーション(DX)
とは､デジタル技術の浸透が人々の生活をあ
らゆる面でより良い方向に変化させること
を意味し､市では､それを推進するため､計画
の策定を進めています｡

受けていない方は お
｢むつ使 用

・４７

各地域包括支援センタ

関心のある方

申込

ーへ①⑤第１包括☎

・

・６

・８７１９②④第３

・７１５８

984

皆さんのご意見をお聞かせください

証明書 を｣医師に発行してもら
い︑控除資料としてください︒

問合せ

６６

長寿支援課☎①

５１１８② ・５１２０ 共通

包括☎

・５８

984

控除資料を発行します
︻要申請︼

要介護認定を受けている方

やその扶養者の方が確定申告

および市・県民税の申告で控

981 981

981

しょう︒

午

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事

日

前に体温測定し︑発熱や体調

①２月

分・社会福祉

時

不良のある方は︑参加をご遠

時
25

慮ください︒

時〜

30

10

日時・場所

前

11

午前

介護をしている方︑こ

協議会②３月５日

〜 時 分・中央公民館

対象

れから介護の予定のある方

30

10

３６６③第２包括☎

・１１４４

981

30

11

982

982

１１

136

除を受けるための資料を発行

イ ベン ト

午 前９時

第 回 理科教室

日

12

みんなで楽しくお話ししま

２月

11

日まで

65

します︒

月

31

なまりんオレンジカフェ

日時

12

①障害者・特別障害者認定書

せんか︒

令和３年

に要介護認定を受けている

分〜 時 次(回は４月９日
)
場所 おあしすセミナールーム３

対象

歳以上の方で︑身体障がい者

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事

人程度

円

100 13

または知的障がい者に準ずる

費用

問合せ 吉川さいえんすクラブ

・０３

各地域包括支援センタ

・４７６

984

申込

・ ８７１９②第２包括☎

・１１４４

981

ーへ①第１包括☎

６

・５８１１

981

すずき

時〜
981

鈴木☎ ・１８８１

１７

午前
10

対象 小学生

社会福祉協議会

992

前に体温測定し︑発熱や体調

平沼地区公民館

suzuki@p-suzuki.co.jp

日

13

と認められる方

中央公民館

992

定員

ウエルカフェ(美南3-12)

やってみよう！
タグラグビー

30

２月

時 分

11

社会福祉協議会

日時

場所 永田公園

人

20

対象 市内在住の小学生

定員

問合せ ＮＰＯ法人たすけあい・

よしかわ☎ ・６９６９

971

2月10日
午後1時30分〜3時
2月16日
午後2時〜3時
3月5日
午前10時〜11時30分
3月9日
午後2時〜3時
3月10日
午後1時30分〜3時

不良のある方は︑参加をご遠

⑤

次
※の方は︑申請不要です︒

④

慮ください︒

③

身体障害者手帳 １
( ・２級 ︑
)
精神障害者保健福祉手帳 １(級 )

②

の交付および療育手帳 Ⓐ(・Ａ )
の判定を受けている方︑所得

①

税や市・県民税が課税されて

いない方

昨年もおむつ代の医療

②おむつ使用確認書

対象

費控除を受けている方で︑要

介護認定を受けており︑介護

認定の主治医意見書に所定の

記載がある方

初めておむつ代の医療費控
※
除を受ける方や︑要介護認定を

場所

日時

パブリック･コメントを実施します

各 閲 覧 場 所に
設 置 の 用 紙ま
たは任 意 の 用
紙に､意見､住
市内在住･
所､氏名を記入
在勤･在学
し､備え付けの
の方
意見提出箱へ｡
または直接､郵
送､ファクス､メ
ールで各窓口へ

政策室
seisaku2@city.yoshikaw
a.saitama.jp☎982･9445
981･5392

危機管理課
kikikanri2@city.yoshika
wa.saitama.jp(件名は｢地域
防災計画(案)パブリックコメ
ント｣)☎982･9471 981･
5392
広報よしかわ2022.2
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各種相談

掲載期間:2月1日〜3月7日

小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

修｢学旅行で学んだこと ｣
いいだ
ま い

６年 飯田 真衣さん

私は︑修学旅行で友達と協力

することの大切さと︑自分の仕

事に責任を持つことの重要さを

学びました︒

仕事は︑一見簡単そうに見えて︑

短い時間の中で熱を測って健康

チェックカードを持っていくの

で意外と大変でした︒けれど︑

しっかりと最後まで係の仕事を

やりきることができたのでよか

ったなと思いました︒そこで︑

自分の仕事に責任を持つことの

☎982・5112

時

場

律

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

行

政

2月10日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

人

権

2月15日 午後1時30分〜4時

困りごと
税

務

納税(休日)

2月6日 午前8時30分〜午後5時

金

女性総合

問合せ

庶務課☎982･9458

2月7日 ､3月7日 午後1時30分〜4時(要予約)
2月9日 ･25日 午後5時〜8時

年

所

2月3日 ､3月3日 午後1時30分〜3時30分

納税(夜間)

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

2月14日 ･28日 午後1時〜4時

おあしす

市民参加推進課☎982･9685

2月1日 ･22日 ､3月1日 午前9時30分〜11時30分 児童館
子どもと家庭

ひとり親家庭

2月18日 午前9時30分〜11時30分

美南小

2月18日 午後1時30分〜3時30分

吉川小

2月25日 午前9時30分〜11時30分

旭小

専用ダイヤル☎940･1258

2月25日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

子育て支援課☎982･9529

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

2月16日 午前9時30分〜11時30分

児童館

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

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
教

育

(さわやか相談)

981・5392
でぞめしき

出初式

▼昨年はコロナ禍により中止と

した︑少年消防クラブ︑消防団︑

消防職員による 出
｢ 初式 を
｣ ︑今
年は初めて吉川美南駅前にて開

催︒多くの市民の皆さんに観覧

いただき︑それぞれの活動内容

をお伝えすることができました︒

･

こころ
障がい
高齢者

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時

障がい者相談支援センターすずらん

※相談員不在時は転送電話対応

☎981･8510

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

999･6854

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
就職活動

す︒また地域のさまざまな事業

やイベントにも力を尽くしてく

ださり︑ 自
｢ 分達の地域は︑自

分達で守り支える と
｣ ︑まさに
住民自治を担う市民の範です︒

▼吉川松伏消防組合の 消｢防職員 ｣
は︑昨年も命をかけた消火活動︑

そしてコロナ禍においてもひる

まない救急・ 救 助 活 動により ︑

多 くの吉 川 市

民 の 命 を 守っ

てくれました︒

吉川 市の安 全

安 心の 守
｢護

神 で
｣ ある消
防職員︒我がまちの誇りです︒

▼ 市としても︑危機管理課を先

頭に︑公的機関や民間企業との

連携をさらに深める中で︑イン

フラ整備︑災害対策体制の構築

を 日 々 前 進 させてゆきます︒２

０２２年も︑少年消防クラブ︑消

防団︑ 消 防 職 員 ︑ 行 政 ︑ そ し て

市 民 の 力 を 合 わ せ ︑ 火災や災害

から吉川市を

消防職員の救出救助訓練

政策室

日

法

学校生活

▼吉川市の 少
｢年消防クラブ は｣
クラブ 員 数 も

多く︑防火

減災活動を学

び︑その成果

の発表の場で

ある全国大会

においても上位入賞を果たす活

躍を見せています︒そうした中

で︑小学生の頃から活動を重ね

てきたクラブ員１人が︑消防の

採用試験に合格し︑この春から

我がまちの消防隊員となる予定

です︒素晴らしいことであり︑

とてもうれしく思います︒

▼吉川市の 消防団 は
｢
｣ ︑有志の
市 民 で 構成され

守 っ て ゆ きた

いと思います︒

皆さん︑よろ

しくお願いし

ます︒

広報よしかわ2022.2

ており︑仕 事や

家 庭 を 持つ中 ︑

昼夜を問わず消

火活動に駆け付

けてくださいま
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少年消防クラブ訓練展示

相談種類

Nakasone elementary school

ホテルで荷物を整理したり︑

｢価値ある未来を､共に｣

開会の様子

重要さが分かりました︒

問合せ

市長コラム

消防団による一斉放水

使ったふとんを片づけたりする

へんてこ山にすんでいる人
達をイメージして作りました｡
いろいろな色で色をぬって
楽しそうに見せました｡へん
てこ山のまわりに木のかん
らん車やジェットコースター
などをかいてテーマパーク
みたいにしました。

修学旅行で学んだ二つのこと
ときなど︑一人で進めるのが難
を生かして︑残りの学校生活を
しいときに︑友達が 大
｢ 丈夫？ ｣
すごし︑中学校でもがんばって
と言って手伝ってくれる場面が

桝田 乃彩さん

いきたいです︒

の あ

多々ありました︒逆に私が何か

手伝うと︑ あ
｢ りがとう と
｣ 笑顔
で言ってくれました︒そのとき

私はとても心が温まり︑友達と

協力し合うことは︑お互いが温

かい気持ちになれる大切なこと

４年

なんだなと思いました︒

また︑修学旅行ではそれぞれ

係があり︑その役目にそって行

動します︒私は保健係で︑決ま

った時間に同じ班の人たちの健

康チェックカードを集めて︑担

任の先生にわたします︒今年は

コロナウイルスのこともあり︑

みんなの体調を管理することは︑

とても大切なことでした︒私は︑

み
｢ んなが元気に修学旅行を楽

しめたらいいな と
｣ いう思いで︑
係の仕事をしました︒保健係の

｢へんてこ山のこびとたち｣

ますだ

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

中曽根小学校

ラ イ フ

SCHOOL LIFE

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｡

こころとくらしの
安心相談

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)

メール相談は右記QRコードから

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

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2022.2
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保健ガイド
歯科が変わった パート13

図書館へ行こう！

ＰＡＲＴ
12

き

吉川のことは︑図書館に訊け！

しんやしき

25

吉川市出身の力士をご存じですか？

新屋敷 大
( 嶽部屋 は
) ︑吉川市
出身の期待の星です︒平成 年

広報よしかわ2022.2

に初土俵を踏みました︒次の三

17

市立図書館には︑郷土の歴史

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)および7カ月児健康相談については､市ホームページをご確認ください｡

月場所では三段目復帰を目指し

1月18日現在の内容です

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650 981･3881

ワクチン接種

65歳以上の方は､2回目の接種から6カ月を経過 Ｑ なぜ､追加(3回目)接種が必要なのですか｡
した日から受けることができます｡65歳未満の方は、
Ａ 日本で接種が進められているワクチンは､高い発症予
7カ月を経過した日以降となります。
防効果などがある一方､感染予防効果や､高齢者におい
接種券(予診票付き)は､2回目の接種が早い方か
ては重症化予防効果についても､時間の経過に伴い､
ら順に発送しています｡2月末日までに、令和3年8月
徐々に低下していくことが示唆されています｡このため､
31日以前に2回目接種をした方へ接種券を送付す
感染拡大防止および重症化予防の観点から､初回(1回
る予定です。
目･2回目)接種を完了したすべての方に対して､追加接
2回目の接種日から7カ月が経過しても接種券が
種の機会を提供することが望ましいとされています｡
届かない場合は､ワクチン接種コールセンターまで
お問い合わせください｡
Ｑ 追加(3回目)接種ではどのような副反応がありますか｡
2回目より重いのでしょうか｡

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

を後世に伝え︑吉川市の今を記

2月の当番医(吉川歯科医師会)
● スサデンタルオフィス☎981･4981
● 戸張歯科クリニック☎982･0202
※電話予約の上､来院してください。

ます︒図書館では本場所中に番

無料口腔衛生相談(要予約)

録するという大きな役割があり

小児時間外診療(当番医輪番制)

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

埼玉県救急電話相談

付表と星取表を貼り出し︑
応援し

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

休日当番医診療(急患のみ)

ます︒吉川に関するさまざまな

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｡

ています︒

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。

地域資料や市の発行する行政資

新型コロナワクチン接種のお知らせ

問合せ

乳幼児健康相談
日時:3月11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｡

料︑吉川在住の作家︑著名人の

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

著作を集めた 郷
｢ 土コーナー﹂
には︑ 吉
｢ 川市史 か
｣ら 広
｢ 報よ

健康相談(会場は美南子育て支援センター)

しかわ の
｣ バックナンバー︑サ
ッカー漫画の名作 イ｢レブン 作
｣(
たかはし ひろし
ほくと あきら

ブラウジングコーナーで毎場所応援中！

65歳以上の方の追加(3回目)接種を実施しています

保健センターからのお知らせ

画 高橋 広 ︑)北斗 晶のレシピ
本︑吉川のシンボルであるナマ

今月の展示 市(立図書館 )
一般展示 窓｢際の本たち ｣

参考展示 ラ｢イフハック ｣
児童展示 み
｢ んなに届けたい

本〜ボクニキミニ〜 ｣
ヤング展示 科｢学道 ｣

毎月図書館の情報を発信中！

図書館のイベント告知やスタ

ッフおすすめ本紹介など︑図書

館の話 題 満 載の﹁ 図 書 館だより﹂

令和3年度2期麻しん風しん予防接種対象者
平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ
令和3年度高齢者肺炎球菌予防接種対象者
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ
大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ
大正10年4月2日から大正11年4月1日生まれ

は︑市内の図書館 室
( か
) インタ
ーネットでご覧いただけます︒

次の定期予防接種対象者の接種
期限は､3月31日 までとなってい
ます｡まだ接種がお済みでない方は､
期限内に受けましょう｡

｢郷土コーナー｣では､なまりんが迎えてくれます

ズ関連書までそろっており︑吉

予防接種はお済みですか

川市のすべてを知ることができ

よしき

ます︒ぜひ︑のぞいてみてくだ

だて

吉川歯科医師会 だて歯科クリニック 伊達 敬規先生

検索

磨き方としては
1.口を閉じて磨くこと
2.口を閉じて磨くので毛先の小さな歯ブラシを選
ぶこと
3.磨き忘れがないように､上から下､右から左､裏側
と順番を決めて磨くこと
4.歯ブラシは大きく動かさないで､小刻みに1本ず
つ磨くこと
5.磨き終わったら､少量の水を含んで口の中でぶく
ぶくします｡その際下を向いて30秒ぐらい強くゆ
すいでからゆっくりと吐き出してください
6.学校や職場で磨くときは､時間をずらしたり､距
離を置いて磨きましょう

以上のことに注意して､口の中
をキレイにすることで歯と体の
健康を守ることができます｡
一日でも早く感染収束の日
がくることを願い､感染予防に
頑張りましょう｡

吉川市 図書館だより

2019年12月に始まった新型コロナウイルス感染
症の猛威も2年以上経過した現在､新たな変異株も登
場しその脅威がさらに増している状況となっていま
す｡その中において､食事の際の会話など唾液による
飛沫感染のリスクがかなり高いことが指摘されてい
ます｡さらに唾液の飛沫に関しては､感染を拡げる可
能性がある歯磨き時にも注意が必要と言えるでしょう｡
そこで今回は感染拡大防止に役立つ歯の磨き方に
ついてお話したいと思います｡本来口の中をキレイに
するための歯磨きや､うがいをするとどうしても飛沫
は飛びます｡ですから会話をしながらとか､人のいる
場所で磨かないことに注意しましょう｡

981･3881

さい︒

コロナ時代の歯の磨き方について

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

Ａ ファイザー社のワクチンおよび武田/モデルナ社のワク
チンいずれの場合も､2回目の接種後と比較して有害事
象の発現傾向はおおむね同様であると確認されていま
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

す｡リンパ節の腫れについては､初回(1回目･2回目)接
種時と比較して､発現割合が高い傾向にあります｡
広報よしかわ2022.2
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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｡

市役所申告会場でマイナンバーカード申請受付を実施します
市役所申告会場において､マイナンバーカード申請受付を実施します｡
マイナンバーカードは､本人確認書類として使える他､確定申告やコンビニエンスストアで住民票などの
証明書の取得､健康保険証としても利用できます｡
マイナンバーカードをお持ちでない方は､ぜひこの機会をご利用ください｡

おあしす･市民活動サポートセンター
日

イベント

時

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
毎週 (2月25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
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
2月17日
を直します 費用:部品代がかかる場合あり
午前10時〜正午

やさしいヨーガ
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

シニアのためのスマホ体験講座
ウエルカム おあしす
①大人のための音楽会〜ジャズ
の調べ〜
②素敵な絵画展示

確定申告書等
作成コーナー

ｅ Ｔａｘの利用方法

市立図書館

2月24日

①3月19日

午後2時30分〜3時30分

ID･パスワード方式

印刷して提出

視聴覚ライブラリー

場所:①多目的ホール②共生プラザ(2階) 内容:①身近で
まるやま

普段着で楽しめるジャズ音楽会(出演:丸山つたえバンド)
②3月19日 〜21日
②多様な魅力を感じる絵画の展示 定員:①100人
午前9時〜午後9時(常設展示) 申込:①2月11日 から電話または直接､窓口へ

きよみ野1 1

イベント
図書館における高齢者サービス
としての交流サロン｢昭和のプロ
レス好きな人集まれ｣

場所:ミーティングルーム4 対象:おおむね65歳以上の方
定員:10人 申込:2月6日 から電話または直接､窓口へ

午前10時〜11時30分

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)

マイナンバーカード方式

場所:セミナールーム3 対象:小学生以上(小学2年生以下
は保護者同伴) 定員:10人 費用:450円 申込:2月6日
から電話または直接､窓口へ

ものづくり教室｢フラワーボトル 2月20日
をつくろう｣
午前11時〜正午

■自宅で簡単！パソコン･スマートフォンで申告

e-Taxで提出

日

983･5500

2月18日

午前10時〜11時30分

木売1-5-3

イベント

詳

ライブラリーおはなし会

マイナンバーカードを
持っていない方でも利用
できます｡事前に税務署で
ID･パスワードを発行する
必要があります｡(発行の際
は対面による本人確認が
必要)

マイナンバーカードも､
ID･パスワードもない方は､
作成した申告書を自宅や
コンビニで印刷し､郵送で
提出することもできます｡

2月25日

時

午前11時〜11時30分

細

場所:ミーティングルーム4 定員:8人
申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

日

おはなし会はこちら

休館日】毎週 (2月23日除く)､2月24日

時

981･8114

開館時間／午前9時〜午後7時【休館日】毎週 (2月21日除く)､2月24日

必要なもの
●マイナンバーカード
● ICカードリーダライタま
たはマイナンバーカード
対応のスマートフォン

983･5500

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 (2月24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

ピラティス

越谷税務署からの重要なお知らせ

e-Taxで提出

☎984･1888

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】2月2日 ･16日

日時:2月16日 〜3月15日 (
除く)午前9時〜正午､午後1時〜3時
持ち物:①運転免許証､パスポートなど顔写真付きの本人確認書類を1点②健康保険証､介護保険証など1点
※①と②両方お持ちいただいた方は自宅にマイナンバーカードが郵送で届く申請ができます｡
内容:申請書記入支援､申請受付､写真撮影

国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コーナー｣では､画面の
案内に従って入力するだけで簡単に申告書を作成できます｡
感染症拡大防止のためにも､ぜひ自宅から e-Tax をご利用くだ
さい｡

きよみ野1 1

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】なし
※4･5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､2月15日
に正面玄関の受付箱にご投函ください｡2月21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

※取得済みのID･パスワードは｢ID･パスワード方式の届出完了通知｣で確認できます｡
※ID･パスワード取得の際は､運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちください｡
※ID･パスワード方式は暫定的な対応です｡早めにマイナンバーカードを取得してください｡

ぱれっとシアター

日

2月19日

午前10時〜正午

2月27日

午前9時〜正午

時

まで

詳
細
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
場所:集会室 内容:｢お茶漬けの味｣ 対象:市内在住また
は在勤の方 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

e-Tax･作成コーナーの操作などに関する問い合わせ
e-Tax･作成コーナーヘルプデスク☎0570･01･5901
広

広

告

告

確定申告などに関する問い合わせ
越谷税務署☎965･8111､国税庁ホームページ｢確定申告特集｣
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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

きよみ野1 1(おあしす2階)

☎･

984･6378

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
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

日

時

時30分〜午後0時30分(利 講習会(②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！】
用会員は午前11時まで)

きよみ野1 1(おあしす2階)

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
イベント
日

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
子育て応援ひろば(簡単工作と
子育て相談)※要予約

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ

時

2月22日 ､3月11日

午前10時30分〜11時

イベント

場所:子ども室 対象:乳児とその保護者 定員:5組
申込:電話または直接､窓口へ

午前10時15分〜11時

休館日

日

2月26日

食育講座｢オートミールで作る
簡単ランチとおやつ｣(試食なし
の実演講座)※要予約

2月28日

19
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☎983･5267
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
から未就学児とパパ 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

午前10時〜正午､午後1時〜3時

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
もぜひ一緒にどうぞ♪
内容:タンパク質と食物繊維が豊富！作るの簡単！オート
かなまる り え

ミールでおいしいランチとおやつ♪(講師:金丸 利恵氏[管

午前11時〜正午

3月11日

①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

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

時

午前10時〜正午

中央子育て支援センター ぴこの森

小児科医から聞くオンライン講座
｢どうしよう…子どもの発熱｣
※要予約

美南4-17-3(美南小学校内)

祝 (2月19日･26日除く)､2月7日

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

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

場所:子ども室 内容:遊びの提供､午前11時からは先輩マ
マの外国語で遊ぼう 対象:乳幼児とその保護者
定員:5組 申込:電話または直接､窓口へ

3月7日

午前10時〜11時30分

2月19日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

細

場所:おあしす 対象:乳幼児とその保護者
定員:10組程度 申込:電話または直接､窓口へ

パパサロン
※予約優先

乳幼児相談
(保健師が来ます)
※要予約

984･6378

3月4日

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

☎984･6377
詳

理栄養士]) 対象:乳幼児とその保護者
定員:7組 申込:2月8日 から電話または直接､窓口へ
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 (2月12日､3月5日除く)､2月7日

時

2月12日

午前10時30分〜正午

2月21日

午前10時30分〜11時30分

☎971･8865

､3月1日
詳
細

内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流｡今月は､世界
のいろんな国のおもちゃについて話そう♪簡単なおもち
ゃを作って遊ぼう♪ 対象:外国出身のママパパ､国際交
流に興味のある方 定員:5組
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
内容:子どもが発熱したときの対処法や病院に行くタイミ

2月22日

ングを小児科医の先生に聞いてみよう(講師:三愛会総合病
みやもと ゆきのぶ

院 小児科専門医 宮本 幸伸医師) 申込:電話
午前10時30分〜11時30分
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

3月2日

午前10時〜正午
午後1時〜3時

申告に必要な持ち物

①令和3年中の収入が分かるもの(原本)

給与､公的年金などの源泉徴収票
● 支払調書(証明書)
● 営業等･農業･不動産所得収支内訳書など
②控除額が分かるもの(該当する場合)
●国民健康保険税､国民年金など社会保険料の領収書または控除証明書
●生命保険･地震保険など保険料の控除証明書
ほてん
●医療費控除の明細書､医療費通知､補填金額の分かるものなど
●寄附金の領収書､寄附金控除に関する証明書など
●学生証､障害者手帳
●その他所得控除などについて必要と思われる書類
③個人番号確認書類(次のいずれか)
●個人番号カード(マイナンバーカード)
●通知カードと運転免許証などの本人確認書類
④所得税の還付がある場合は､金融機関の口座番号(本人名義)が分かるもの
⑤利用者識別番号が分かる書類(取得済みの方のみ･詳細は下記参照)
●

細

①2月10日 ②3月6 場所:①②美南地区公民館③おあしす 内容:子どもを預
日 ③3月10日 午前9 けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と

子育て支援センター ひまわりの丘

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

詳

2

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？
対象:乳幼児とその保護者

利用者識別番号について
市役所会場では令和3年分の確定申告からe-Tax(電子データ)を用いて越谷税務署へ確定申告書を提出
することになりました｡それに伴い､｢利用者識別番号｣の取得が必要となりますので､受付時に番号取得の有
無を確認します｡
【取得済みの方】番号が分かる書類(確定申告お知らせハガキ･利用者識別番号通知など)をお持ちください｡
【未取得の方】市会場にて取得申請を行います｡5分程度で取得することが可能です｡
※｢利用者識別番号｣とは
e-Taxを使用するために必要な16桁の番号で､なりすましでの申告を防止し､利用者本人であることを確認するものです｡

3

その他申告に関するお知らせ

医療費控除について
●申告前に必ず自分で支払った医療費の合計額を計算し､ 明細書を

作成してください｡

●令和2年分の申告以降は､ 領収書の提出のみでは医療費控除の適

用を受けることはできません｡

●医療費控除は､税額を軽減するための控除の一つで､支払った医療

費が戻ってくるものではありません｡

●領収書は自宅などで必ず5年間は保管してください｡
ほてん

●医療費が保険金などで補填されている場合は､その金額が分かる

書類を持参してください｡

要介護認定を受けている方や､
その方を扶養している方へ
対象の方に下記の控除資料
を発行します｡
● 障害者･特別障害者認定書
● おむつ使用確認書
※詳しくは15ページをご覧く
ださい｡

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
ワンストップ特例制度とは､確定申告をしなくても翌年度の住民税から控除を受けられる仕組みです｡
制度を利用するには､以下のいずれにも当てはまることが条件です｡
ワンストップ特例制度の申請条件
①もともと確定申告や市民税･県民税の申告が必要ない給与所得者など
②年間の寄附先が5団体以内であること
③ワンストップ特例申請内容が､寄附した翌年の1月1日時点の住民登録情報と同じであること
※医療費控除などの確定申告をする場合､ワンストップ特例制度は不適用となります｡申告する際は､ワン
ストップ特例として申請した分の寄附金控除も含めて申告してください｡
広報よしかわ2022.2
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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｡

これ以上税金が下がらない方は申告する必要はありません
下表に該当する方は､市民税･県民税が非課税または均等割(5,000円)のみの方で､医療費
控除などの各種控除を申告しても税額に影響はありません(※)｡
源泉徴収票に､各種控除が記入されているか必ずご確認ください｡
※所得税が源泉徴収されている方は､確定申告により還付を受けられる場合があります｡
例：吉川 太郎さん(75歳)

公的年金の収入金額

納税義務者本人の状況

65歳以上の方

65歳未満の方

だれも扶養していない

155万円以下

105万円以下

配偶者や子など1人を扶養

222万円以下

186万1円以下

配偶者や子など2人を扶養

257万円以下

232万6,667円以下

本人が寡婦、ひとり親、障がい者、未成年

245万円以下

216万6,667円以下

年金収入:220万円
妻の花子(70歳)を
扶養している
右表に該当､申告の必要なし

越谷税務署(レイクタウン会場)での確定申告
期間

2月8日

入場整理券配付

の平日

※上記以外

・27日

配付場所:１階E入口(午前10時以降は３階
「翼の広
場」
にて配付)

Kaze３階「イオンホール」

※LINEから事前発行もできます。

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

〜3月15日
除く)

市役所2階
202・203会議室

未就園児向けイベント

おはなしらんど
国税庁LINE公式アカウント
ワンダーサーキット

びりびりらんど

会場

期間

アロマが香るプラネタリウム

わくわくらんど

市会場での確定申告､市民税･県民税の申告

(

入場整理券配付
配付時間:午前8時30分〜午後3時
(定員になり次第配付終了)
※当日､時間指定の入場整理券を配付します｡申告
受付時間の希望はできませんので､入場整理券に記
載された指定時間に必ず控室に入室してください｡
※相談時間は午前9時〜午後4時となります｡

おえかきらんど

市会場では申告できないもの
レイクタウン会場で申告してください｡

● 住宅借入金等特別控除(初年度)

● 株式､土地および建物などの分離譲渡･損失の申告
● 青色申告､雑損控除･特定支出控除の申告
● 過年度(令和2年分以前)の申告

● 国外居住の扶養親族を追加する申告

※上記以外にも内容によっては市会場では受け付けで
きない場合があります｡あらかじめご了承ください｡
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☎981･6811

2月6日 ･20日

午後2時〜2時35分

【注意事項】
● 市役所は午前8時30分開庁です｡開庁前は建物内に

入ることはできませんのでご注意ください｡
● 確定申告書を自分で作成済みで提出するだけの方

ワンダー宿題レスキュー隊

月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

は1階の課税課窓口で預かります｡(申告書の内容確
認や問い合わせがある方は､申告会場へお越しくだ
さい)

983･1865

その他の

午後2時〜

2月27日

午後3時〜3時45分

毎週

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

日

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)

内容:｢劇場版名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)｣(109分)
対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴) 定員:40人
申込:2月7日 から11日 までに右記QRコ―ド
からお申し込みください※参加希望者多数の場
合は抽選(抽選結果は2月13日 以降にお知らせ)

2月19日

時

午後2時〜2時30分

2月10日

午前11時〜11時30分

内容:｢ローズマリー｣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)
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(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: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
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ

2月16日

いがらし

2月18日

午前10時30分〜正午

3月1日

午前11時〜11時40分
日

その他のイベント

スポーツランド

次の場合は､

美南5-3-1

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 ､2月8日 ･15日 ･24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
(2月19日･27日 内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
毎週
除く)および 午後3時〜3 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
伴) 定員:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)
時50分､毎週 および
費用:市内無料､市外200円
午前11時〜11時50分

※入場には入場整理券が必要です。

住所：越谷市レイクタウン４-２-2

※入場整理券配付終了後は､当日の相談はできませんのでご了承ください｡
※2月20日 ･27日 ､3月中は混雑が予想されますので､早めの来場をお願いし
ます。
※入場の際に検温を実施します｡咳･発熱などの症状がある方は入場できない
場合があります｡
※上記の期間は､越谷税務署では申告相談を行いません｡

2月16日

児童館ワンダーランド

配付時間:午前8時30分〜(なくなり次第終了)
イオンレイクタウン

2月20日

☎965･8111

会場

〜3月15日

公的年金収入
のみの方は
ご注目！

時

毎週 (2月11日を除く)
午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

2月11日

午後1時30分〜2時30分

3月4日

午前10時〜11時30分

3月12日

①午後6時〜7時30分
②午後7時〜8時

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

内容:お絵描きや工作､手遊びなどの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)
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､お友達同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

内容:｢ボッチャ｣を体験しよう！
対象:小学生 持物:室内用運動靴､飲み物
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
内容:①｢ノーマン･ザ･スノーマン｣①②今夜の星空解説､月
の観望と星座にまつわる神話 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:2月23日 から
3月3日 までに右記QRコ―ドからお申し込みください
※参加希望者多数の場合は抽選(抽選結果は3
月5日 以降にお知らせ) 費用:①市内無料､市
外200円②無料 持物:室内用運動靴
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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

会場調整会は下記のとおり実施します

平沼･美南･東部地区公民館:なし

日時:2月17日 午前8時30分〜18日 正午(ただし､17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(5月分各会場､4月分特別教室)

日時:2月18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､2月19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

2月15日

1歳児サロン
わんわんクラブ

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

2月16日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

3月5日

①午前9時30分〜
②午後1時30分〜
(30分前から受け付け開始)

公民館利用者研修会

総合体育館

上笹塚1-58-1

☎982･6800

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:2月14日 までに電話でのみ受け付け
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:2月15日 までに電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:①中央公民館各利用団体から1〜2人
②平沼･美南･東部地区公民館各利用団体から1〜2人
持物:筆記用具 ※次年度団体登録更新手続きの書類を配
布するので､必ず参加をお願いします

2月12日 ･26日

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:大人200円･児童100円(体験参加)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴

☎981･6452

スタート

※雇用保険､労災保険､障
害年金および遺族年金は
課税対象の収入にはなり
ません｡

はい

(2月21日を除く)午後1時〜3時､2月5日 午後7時〜9時､

2月10日

アクアビクス
(水中での健康体操)

2月26日
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午前11時〜(50分間)

午前11時〜(50分間)

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効
果的な有酸素運動を楽しめます
対象:市内在住･在勤･在学の方(16歳以上)
定員:50人 費用:施設使用料のみ
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:50人 費用:施設使用料のみ

市民税･県民税
の申告が必要
➡ へ

はい

・福祉や県営住宅､教育関係などの制度により､申告が必要
・所得証明書が必要
・生活保護を受給している
・吉川市に住所がある方の扶養親族になっていない

いいえ

申告は不要

はい

いいえ
または分からない

《主な所得が給与の方》
給与収入が2,000万円を超える

はい

いいえ
年末調整に含まれていない控除(医療費､社会保
険料､生命保険料､扶養､ひとり親､寡婦､障害者､
寄附金など)を追加する

はい

いいえ
年末調整された給与の他に所得がある
いいえ

はい

勤務先から吉川市
へ給与支払報告書
が提出されている
(勤務先にご確認く
ださい)
はい

申請は不要

主な給与以外の副業の
給与､公的年金･個人
年金･配当などの所得
(給与の場合は収入)が
20万円を超える

はい

《主な所得が公的年金の方》

はい

公的年金などの収入が400万円を超える
いいえ
公的年金等以
外の所得が20万
円を超える

はい

公的年金などの収
入の他にも所得が
ある

いいえ

各種控除(医療費､社会保険料､
生命保険料､扶養､ひとり親､寡婦､
障害者､寄附金など)や同一生計
配偶者を追加する
いいえ

申告は不要
はい

いいえ いいえ

市民税･県民税の申告が必要 ➡

はい

いいえ

へ

アクアジョギング
＆エクササイズ

時

次のいずれかに該当する
・国民健康保険､後期高齢者医療保険に加入している
・保育料の算定を受ける

または

21

日

いいえ

令和3年1月1日から12月
31日までに収入があった

※このフローチャートは一
般的な例です｡ご不明な点は
お問い合わせください｡

令和4年1月1日現在にお住まいの市区町村へ
お問い合わせください

はい

※専用コースの予約状況により､定員を40人または30人とする場合があります｡

イベント

いいえ

令和4年1月1日現在、
吉川市内に住んでいた

※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50人の先着順での利用となります｡

2月6日 終日､2月10日 午前10時〜正午の一般利用を中止します｡

981･5392

1 まずは申告が必要かどうか確認

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】2月21日

※イベントなどの開催のため､毎週 午前10時〜正午､毎週

課税課☎982･5114

確定申告が必要 ➡

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

上笹塚1-79-1

問い合わせ

市民税 県･民税の申告は不要です︒
※

2月8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
26日 午後1時〜

屋内温水プール

まで

内容をご確認の上､期限内の申告をお願いします｡

休館日 2月21日 ･22日
詳
細

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

午前9時〜正午(準備･片付
け含む)

3月15日

から

税務署に確定申告する

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)
日
時
イベント

申告期間

令和3年分の所得税､市民税･県民税の申告を受け付けます｡

①中央公民館会場調整会(5月分各会場､9月分ホールおよびロビー)

イベント

感染症拡大防止のため､なるべく
e-Taxか郵送でご申告ください。

2月16日

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 ､2月24日

税の申告はお早めに！

※公的年金等から所得
税が源泉徴収されてい
る場合､確定申告すると
所得税が還付されるこ
とがあります｡

へ
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みんなのひろば

「病児･病後児保育室めぐみ｣の
オンライン予約が始まりました

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

病児･病後児保育とは､保護者の勤務の都合や疾病･出産･冠婚葬祭などの理由により､

オンライン英会話･ジュネック

保育所や家庭において保育ができない病気のお子さんを一時的にお預かりする事業です｡
昨年 10 月から病児予約システム｢あずかるこちゃん｣にて､オンラインで " いつでも " " どこでも " 利用予約や空き状
況の確認ができるようになりました｡
利用には事前の利用登録が必要です｡あらかじめ登録をしておくと利用したい時にすぐに予約ができますので､この
機会にぜひご登録ください！

利用の流れ

吉川レディース硬式テニス(NEXT)
支払い

利用

入室手続き

医療機関受診

アカウント
登録

利用予約

児童の発熱など

利用登録

オンラインで
空き状況が
確認できます

日時: 〜 午前9時〜正午(週1回､1
回45分)
場所･内容:ご自宅･オンライン英会話
(パソコン､スマホのスカイプ利用)
対象:初級〜まずは無料体験から
費用:月2,000円※資料は用意あり
申込･問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

詳しい
利用手続きは
こちら

以下のQRコードを読み取り､
｢アカウント作成｣をクリック
し､メールアドレスを入力

日時:毎週 午前10時〜正午
場所:吉川運動公園テニスコート
対象:女性(初心者､初級者)
費用:月3,000円(レッスン付き)
なかの
問合せ:中野☎090･2314･6793

レインボーラビット
(トランポリン･一般の方対象)
日時: (月2〜4回)午前10時〜正午
場所:総合体育館
費用:月2,500円(別途スポーツ保険料)
なりた
申込･問合せ:成田☎080･7102･8242
yoshikawa.tramp@gmail.com
※無料体験あり

スカイラビット
(トランポリン･年少〜小学生対象)

利用者情報
登録

STEP１で入力したメールアド
レスに届 いたＵＲＬから利 用
者情報(保護者および児童 )
を入力

日時: (月2〜4回)午後5時〜7時
場所:総合体育館
費用:月2,500円(別途スポーツ保険料)
かもん
申込･問合せ:嘉門☎090･4530･7856
yoshikawa.tramp@gmail.com
※無料体験あり

おあしす英会話

施設利用
登録

3
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｢施 設を探す｣から｢病 児･病
後児保育室めぐみ｣を検索
｢利用登録する｣から利用児
童の｢利用登録をはじめる｣
をクリックし､必要な情報を
入力

○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｡

【SDGｓ普及パネル展】
日にち･場所:2月12日 〜19日 ･情
日にち: (月2回程度､
の場合もあり) 報サービスセンターコア1階
2月27日 〜28日 ･中央公民館ロビー
場所:吉川市内の公園､公民館など
内容:ボーイスカウトは､野外活動などを ※令和3年度吉川市ステップアップ助成事業
おかだ
通し社会で活躍する人を育てることを 申込･問合せ:岡田☎090･9685･2325
目的とした国際的な社会教育運動です
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
対象･費用:小学1〜6年生･月2,000
日時:2月21日 午後3時〜5時
円(制服などの個人装備は別途)
むらこし
申込･問合せ:村越 ybs1@ym9.org 場所･定員:情報サービスセンターコア
4階多目的室･38人
☎080･5027･5488
※歌詞カードあり
NPO法人VYS YOGI
うしだ
テラヨガ埼玉 浄幽寺
問合せ:牛田☎080･5031･3465
日時:毎週 午後7〜8時
吉川美術会
吉川美術会サークル展
場所:浄幽寺(本堂)
内容･対象:荘厳な本堂の中で､ヨガを 日にち:2月22日 〜26日
場所:中央公民館ロビー
通して心と身体の健康を促進する
内容:会員による油彩絵画30数点を展示
対象:市内および近隣市町在住の方
みね
問合せ:峯☎981･4028
定員･費用:10人･1回2,000円
持物:ヨガマット､タオル､動きやすい服装
ミルトスの会
依存症自助グループ
申込･問合せ:各開催日の正午までに
やまざき
日時:2月26日 午後2時〜4時
山﨑へ☎982･0458
場所:おあしすセミナールーム1
内容:アルコールや薬物､ギャンブルなど
市内サークル・団体のイベント の依存症で悩む方の回復を目指します
対象･定員:依存症に悩む当事者の方･10人
よしかわ憲法サロン
自衛隊演習場での｢矢臼別平和盆踊り｣ 費用･持物:300円(資料､会場費)･筆記具
かねこ
申込･問合せ:金子☎080･5021･1792
日時:2月12日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
費用:200円
たかはし
日時:3月9日 午前10時30分〜11時30分
問合せ:高橋☎090･9951･1958
場所:中央公民館303･304
埼年協吉川分会映画愛好会
日本映画｢騙し絵の牙｣(113分)
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
日時:2月18日 午後1時〜
定員･費用:7組･100円
場所:中央公民館101･102
持物:大判タオル､飲み物
定員･費用:50人･100円
しまだ
おおはら
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346 申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
※会員以外は要申込

ボーイスカウト吉川第1団

催し・イベント

日時:毎月第2･第4 午後4時〜6時
場所:おあしすセミナールーム2
介護者カフェ「とことこ」
対象･定員:初めての方でも大歓迎･4人
費用･持物:月4,000円･筆記用具
日時:2月18日 午後1時〜3時
いいじま
申込･問合せ:飯島☎090･2627･0596 場所:シニア活動センターぱれっと
内容:介護のこと語りあいましょう
山粋吟詠会(詩吟)
費用:50円
よねやま
日時:毎週 ・隔週 午前10時〜正午､ 問合せ:米山☎090･7189･9738
毎週 午前11時〜午後1時
NPO法人 環(めぐり)
講演会､SDGｓ普及パネル展
場所:中央公民館
内容:高齢社会の健康維持･増進､テレ 【講演会｢なまずとSDGs｣(講師:東京
じびき
たいち
ワークの方のストレス解消にも大きな 農工大学院生 地引 汰一さん)】
声で吟じてみませんか
日にち:2月19日
費用:月2,000円
場所:情報サービスセンターコア4階
やまぐち
申込･問合せ:山口☎080･3712･0525 定員:40人

吉川俳壇

秋尾敏選(軸俳句会提供)
は

冬陽撥ね上げ車椅子マラソン
たるたに
としひこ
樽谷 俊彦
中庭が咳の句会を覗いてる
にしざき
ひさお
西崎 久男
咳ひとつして街角のピアノ鳴る
きよの
あつし
清野 敦史
大根漬けて二日遅れの筋肉痛
わ い だ
和井田なを
ねぎ
若者来る泥葱五本ぶらさげて
やまぐち
あきら
山口 明
せいみゃく
くれ
静脈に看護師の指暮易し
えのもと み ち こ
榎本美知子
広報よしかわ2022.2
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シャッターチャンス
中曽根小6自治会合同 減災プロジェクトX

11月27日､中曽根小学校区の6自治会が地域主導で
減災訓練を実施しました｡｢地域課題を地域で解決す
るための勉強会｣の中で毎月の議論を重ね､当日は防
災倉庫の確認や簡易ベッド･災害用トイレの組み立て
などを行いました｡次の課題に向けて今後も取り組ん
でいきます｡

減災について､なまりんと一緒に学ぼう !

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。

学校給食で岩手県一関市室根と交流

11月29日､学校給食で姉妹提携市である岩手県一関
市室根の郷土料理と室根りんごを提供しました｡また､
昼休みを利用して栄小学校､学校給食センター､室根
西小学校､室根支所がオンラインで交流会を行い､お
互いの市や学校を紹介し合うなど楽しい時間を過ご
しました｡

1時間に1回
検温しています！

｢病児･病後児保育室めぐみ｣ってこんなところ
ピンク色のドアが目印

インターホンを
鳴らしてね！

たり
ごはんを食べ

病児保育専門士をはじめ、
保育経験が豊富な保育士が担当しています！

体調に合わせて
一緒に遊んだり

病児･病後児保育室めぐみ
住所:富新田245
（埼葛クリニック内）

伝統行事の継承を願い
利用者の声

移動中や夜遅くでも予約の
手続きができてとても便利
だと思います｡
12月15日から1月16日､市内小学生を対象に｢吉川
減災○×クイズ｣を実施しました｡｢地域課題を地域で
解決するための勉強会｣でクイズを作成し､ぺんてる
㈱吉川工場様から豪華景品を提供していただきました｡
楽しくクイズを解きながら地域の減災について学ぶ機
会となりました。

演劇公演稽古開始

子どもは頻繁に体調を崩すけ
ど､仕事は休み続けられない
のでとても助かります。

スタッフの皆さんがとても優
しいので、
子どもは行けること
をいつも喜んでいます。

そばたか

1月7日､高富･蕎高神社にて新春の伝統行事オビシャ
(御歩射)が2年ぶりに行われました｡｢あられまき｣とも
呼ばれ､1年間の無病息災や五穀豊穣を願い､昨年収
穫した米で作ったあられを氏子が投げ合いました｡そ
の様子は､まるで稲の白い花が満開に咲いているよう
でした。

よしかわ写真館
わが家の
アイドル

頻繁に熱を測ってくれたり、水
分を摂った量などの様子がとて
も丁寧に連絡票に書かれてい
て良かったです。

病院内にあるので安心して
利用でき､本当に心強い存
在です。

新型コロナウイルス感染症により､日々の診察の中でも育児や生活の不安を抱
える保護者の方が多くみられています｡
めぐみでは､そんな皆さんが安心して保育室をご利用いただけるよう､日頃から
小まめな消毒や空気清浄機の設置などにより感染症対策の徹底に努めています｡

3月に上演予定の演劇公演｢ばかされ〜異聞吉川村狐
化〜｣の稽古が1月よりスタートしました｡第4回目と
あずま たけし
き はら まゆみ
なる今回の公演は､東 武志氏の演出､木原 真弓氏の
プロデュースの下､子どもから高齢者まで多様性あふ
れるさまざまな出演者たちが舞台に臨みます｡
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すずき

はると

鈴木 陽翔くん(0歳)
令和3年生まれの男の
子です｡動きが活発で､
床をゴロンゴロン｡

問合せ:政策室
☎982･5112
981･5392

また､スタッフの育成として病児保育専門士の資格取得や研究会などへの参加に
も熱心に取り組んできました｡
めぐみを開室して10年が経ちましたが､これからも引き続き医師･看護師･保育
士が連携し､温かい心で手を差し伸べ､皆さんの｢笑顔あふれる毎日｣へのお手伝

施設長(埼葛クリニック院長)
おがさわら ただひこ

小笠原 忠彦先生

いを続けていきます｡

広報よしかわ2022.2
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万が一に備えて

自転車保険に加入しよう

埼玉県では平成 30 年 4 月から自転車損害保険など
への加入が義務化されています

 

賠償事例

賠償額
毎月1日発行
No793

近年､重大な人身事故を起こして相手にけがをさせ
た自転車運転者に､高額な賠償金の支払いを命じる判
決が相次いでいます｡

共済保険､各種団体保険(学校のPTA保険な
ど)のいずれかに加入している

自転車事故に対する補償が特約として付い
ている

○自転車保険に
加入しています

△保険証券を用
意して加入の保
険会社に確認し
てください

×自転車損害賠
償保険への加入
が必要です

※TSマーク 自転車安全整備士が点検･整備した安全な普通自転
車に貼るマークで､1年間の保証が付いています｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●1月1日現在の人口

●市民課からのお知らせ

総人口 73,182人（−17人）

●2月の納期
（2月28日 ）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

○固定資産税

男

36,545人（−12人）

夜間:2月16日 午後5時〜7時30分

○国民健康保険税

女

36,637人（−5人）

休日:2月6日 ､3月6日 午前9時〜

○介護保険料

世帯数 31,377世帯(＋31世帯)

正午

○後期高齢者医療保険料

●12月の災害･救急出動件数

場所:市民課

●納付はお近くの窓口へ

火災1件(16)､救急326件(3067)

持物:交付通知書をご確認ください

第4期
第8期

第8期
第8期

市税や国民健康保険税､介護保険

●12月の事故件数

料､後期高齢者医療保険料などは市

交通事故8件(128)､負傷者8人

役所会計課､各市民サービスセンター

(145)､死者0人(0)※カッコ内は令

などで納められます｡また､口座振替

マイナちゃん

和3年1月からの累計値(概数)

は納め忘れがなく大変便利です｡指定

●市民サービスセンター休館日

②コンビニ交付サービスの一時休止

の金融機関でお申し込みいただけま

毎週

日時:2月8日 ・11日 〜20日 終日

すので､ぜひご利用ください｡納期限

問合せ:駅前市民サービスセンター

問合せ:市民課☎982･9692

内であればコンビニエンスストアやス

☎981・8111

5392

､2月16日 ･24日

981・

マートフォンアプリでも納付できます｡
木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広
告

最新情報はこちら

自動車保険､傷害保険､火災保険のいずれかに加入し
ている

告

新型コロナウイルス

いいえ

広

※広報よしかわ2月号は令和4年1月24日現在の情報をもとに作成しています｡

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

8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｡

わからない

自転車乗用中の事故で他人にけがをさせてしまった場合
に､相手の生命または身体の損害を補償できる保険に加入し
ている ※点検した日から1年以内のTSマークも含まれます

自転車保険などは､被害者の損害を補償し､加害者
の経済的負担を軽減するものです｡
万が一に備えて､自転車利用者は必ず自転車保険など
に加入しましょう｡

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

新型コロナワクチンの追加接種
についてお知らせします

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。

はい

9,521 万円

｢ながら運転｣は危険です！
最近ではスマートフォンを操作しながらの自転車運
転で､歩行者と接触し､けがや死亡につながる事故が
多く見られます｡
自転車での｢ながら運転｣も道路交通法違反ですの
で､絶対にやめましょう！

981･5392

自転車保険の加入状況をチェックしよう

加害者:小学生､被害者:62歳(後遺障害) 平成25年判決

特集
｢病児･病後児保育室めぐみ｣の
オンライン予約が始まりました

吉川市は SDGs を推進しています

問合せ:危機管理課☎940･1072

｢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▶

