○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

広報よしかわ2022.2

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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