○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 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
募
募集項目(職員)

集

吉川市で一緒に働きませんか
勤務期間や応募資格などの詳細

申込･問合せ

①新型コロナウイルスワ

クチン接種に関する事務
職員

予防接種事業に関するコ
ールセンター業務(電話

期間･時間:4月1日 から10月31日 の から ･午前9時〜
午後5時 ※勤務日数･時間については応相談｡

場所:保健センター 募集人数:10人程度 報酬:時給965円

対応､パソコン入力作業)
②保健センター職員

乳幼児健診､がん検診･
特定健診､予防接種事務
など
①保育士(市立第一･第二
保育所)

❶フルタイム

❷❸パートタイム

②市内8学童保育室職員
❶学童保育支援員
❷学童保育補助員
学童の保育､施設管理

期間･時間:4月1日 から1年間(月10日程度)･午前9時〜午後
5時 場所:保健センター 募集人数:若干名 報酬:保健師

時〜10時30分および午後3時30分〜7時
資格:保育士 募集人数:すべて若干名

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円
期間･時間:4月1日 から1年間❶ から および (月2回程
度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ から (週3日以
上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

教育相談･補導員

電話や来所による相談
の対応､補導活動

※規定により賞与､交通費支給｡
※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡

履歴書(写真貼付)を直接または郵

了証をお持ちの方で､簡単なパソコン入力ができる方

※規定により賞与､交通費支給｡

共通

令和3年度の学校体育施設
利用調整会(5月〜8月分)

募集人数:1人 報酬:月給202,206円
期間･時間:5月1日 〜令和4年3月31日 の から (週2､3

3月25日 までに履歴書(写真貼付)

午後0時30分 場所:市民課 募集人数:若干名

住所不要)で市民課へ☎982･969
2､ 共通

期間･時間:4月1日 から1年間(週3日)･6時間

3月19日 までに指定の応募書類

相談に応じることができ､補導活動に関心のある方
募集人数:1人 報酬:月給81,095円以上

日時:4月11日 (時間は1時間30分程度)

を直接または郵送(〒342-8501､

報酬:時給980円

資格:普通自動車運転免許を持ち､教育

開始時間
午前9時

午前10時40分
午後1時15分

(少年センター､学校教育課､市ホー

午後3時

ムページで入手可)を直接または郵
少年センターへ☎･

利用調整校名

吉川小･旭小･東中
三輪野江小･中曽根小･
中央中
関小･栄小･吉川中
北谷小･美南小･南中

場所:総合体育館大体育室
問合せ:総合体育館☎982･6800､
983･1867

送(〒342-0055､吉川1-21-13)で
981･3863

広

広

告

告
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新しい橋の暫定利用がはじまります
現在工事中の吉川橋(都市計画道
路越谷吉川線)の完成に伴い､現在
通行している仮橋から新しい橋へ通
行ルートが切り替わります｡
切り替え時期:令和3年3月下旬予定
※切り替えにあたり､一時交通規制
をかける場合がありますが､ご理解
とご協力をお願いします｡
問合せ:埼玉県越谷県土整備事務所
道路施設担当☎964･5223

計量法に基づき､業務(取引・証明)用
の｢はかり｣の定期検査を実施します｡
日時:5月25日 ･26日
場所･対象:市役所駐車場･取引､証明に
使用する､ひょう量250キログラム以
下の機械式はかり(分銅･おもり含む)
※それ以外のはかり､検査手数料に
ついては県ホームページをご覧くだ
さい。はかりの定期検査 埼玉県 検索
問合せ:商工課☎982・9697、 共通

育幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

送で長寿支援課へ☎982･5120､

※3月下旬に面接を予定｡
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格証の写しを郵送または直接､保

資格:普通自動車運転免許を持ち､介護支援専門員､保健師､看

場所:少年センター

市内産業のPRと発展のため､イン
スタグラムを活用して､市内にある
事業所や製品を紹介します｡
そこで､市内産業の情報を募集しま
す｡市内産業のことならなんでもOK！
投稿の際に｢＃よしかわの企業｣を付
けて発信するだけ！詳し
くは市公式ホームページ
をご覧ください｡
問合せ:商工課☎982･9697､ 共通

はかりの定期検査を実施します

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資

報酬:❶月額166,624円❷時給965円

日)･午前9時〜午後5時､毎月第1 (年数回)･午前8時30分〜

吉川橋の通行ルートの切り替え

インスタ始めました !
アカウントは｢yoshikawa̲t
ourism̲associastion｣です｡
フォロー & いいね よろしく
お願いします！

資格:❶のみ保育士､教員免許など 募集人数:ともに若干名

護師､介護福祉士のいずれかの資格を有し､認定調査研修修

事務など

981･

3881

5時❷週3〜5日､午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日､午前7

方を訪問し､心身の状態

マイナンバーカード交付

増進課へ☎982･9804､

期間･時間:4月1日 から1年間❶ 〜 ､午前8時30分〜午後

5時(休憩45分) 場所:市役所および訪問先

市民課事務職員

師 の み ) を 直 接 ま た は 郵 送 (〒

時給1,441円､看護師 時給1,340円､事務 時給965円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 )･午前9時15分〜午後

を調査

までに履歴書(写真貼

付)と資格証の写し(保健師､看護
342-0055､吉川2-1-13)で健康

介護認定調査員

要介護認定申請をした

3月12日

市内産業の情報をお寄せください

受賞おめでとうございます(敬称略)

瑞宝小綬章(皇室事務功労)
たまにう かず み
玉生 一美(元宮内庁管理部管理課長)
瑞宝双光章(保健衛生功労)
こばやし のり お
小林 紀雄(元東京歯科大学水道橋
病院診療放射線技師長)
旭日単光章(農業振興功労)
なが せ たかひろ
永瀬 隆弘(前農業委員会会長)
産業標準化事業表彰 経済産業大臣
表彰(優良青年部)
吉川市商工会青年部
全国保護司連盟理事長表彰
と ばりただし
戸張 齊
子ども医療費の
関東地方更生保護委員会委員長表彰
は すみ ゆき お
保険変更を忘れずに
羽角 行雄
お子さんの健康保険証は変わって さいたま保護観察所長感謝状
ま まき けい こ
いませんか？子ども医療費の対象と
馬巻 恵子
なるお子さんの健康保険証が変更に 埼玉県更生保護女性連盟会長表彰
いいじま さち こ もりいずみ み さ こ
なった場合は届け出が必要です｡
飯島 幸子､森泉 美佐子
子ども医療費の助成金額が変わる 【吉川市表彰条例に基づく表彰】
場合がありますので､お
功労表彰 文化功労
早めに手続きをお願いし
吉川市国際友好協会
ます｡
功労表彰 自治功労
やまざき ひで お
場所:子育て支援課､各市民サービス
山﨑 秀雄(市選挙管理委員会委員)､
はっとり じゅんこ
センター
服部 純子(市選挙管理委員会委員)､
おおいずみしょうへい
かね こ みのる
持物:変更後の健康保険証､子ども医 大泉 將平(市監査委員)､金子 稔(自治
療費受給資格証､印鑑(認印可)
会長)
問合せ:子育て支援課☎982･9529、 善行表彰
しの だ てる お
共通
篠田 照夫

犬の飼い方マナーを守りましょう
①ふんは必ず持ち帰りましょう!
飼い犬のふんの適正処理は飼い主の義務です｡散歩の
際はふん処理袋を持参して必ず持ち帰りましょう｡
②鳴き声に気を付けましょう!
室内飼いの場合でも犬の頻繁な鳴き声で近隣に迷惑を
かけてしまうことがあります｡無駄吠えをしないように日頃
からしつけることが大切です｡
③リードは短く持ちましょう!
噛みつきや交通事故防止のため､散歩中リードは短く持
ち常に犬の行動を制御できるようにしましょう｡
問合せ:環境課☎982･9698､

共通

広報よしかわ2021.3
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