○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｡

報酬:①月額173,921円②時給1,017円
期間･時間:採用した日から6カ月間(更新した場合は年度末まで)
の 〜 ･午前8時15分〜午後4時45分(学校行事により週休
日の勤務有り) 資格:①小学校教員免許②中学校教員免許
（英

共通

コバトン健康マイレージの

参加費を国保・後期が負担します

18

コ｢バトン健康マイレージ は｣
専用の歩数計やスマートフォン

10：00 〜12：00

広

20

問合せ:障がい福祉課☎982･5238

木曜は女性医師によるレディースディ

広

月 日

11

告

告

市民まつり
市｢民交流部門 出｣展団体

日程

場所 おあしす

別途オプション
※

費用 出展５０００円︑ステー

ジ２０００円

料金あり︒

出展は５月６

30

申込・問合せ

日 ・ステージは６月 日 ま

982

でに直接またはファクスで申込

書を市民参加推進課へ☎ ・９

６８５ 共通 申
※込用紙などは
吉川市民まつり 検索

お知らせ

農業振興地域整備計画の
変更申出受付

農業振興地域内の農用地を農

地以外の目的で利用する場合な

どには申し出が必要です︒事前

相談の上︑必要書類 農(政課で入

手可 を)提出してください︒ 要
※
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件を全て満たす場合のみ農用地

28

区域からの除外が認められます︒

13

４月 日 まで︑午前

農政課☎
982

受付期間

８時 分〜午後５時
除く )
(
・９４８

問合せ

２ 共通

30

障がい者の就労支援を長期的に継続するため､寄付金
も随時募集しています｡

を使い︑楽しみながら歩いて健

様式自由) 募集人数:1人 報酬:日額2,000円

年度は5件､約80万円のご寄付をいただきました｡

康づくりに取り組む事業です︒

※5月末日までに結果を通知

よう保護者の方の思いを込めた寄付金を基に基金を設置し､令和3

今年度は歩数計で参加する

共通

障がいがある方が愛着のある吉川市で安心して暮らし続けられる

場 合 の 参 加 費 ２( ４ ０ ０ 円 を)
国保・後期が負担します︒ぜ

流センターおあしすの魅力｣をテーマとした作文(800字以内･

984･3563

1日当たり段階的に
8,000円まで(月4回､
最大6月まで)

ノブくんスマイル基金

ひ皆さんご参加ください︒

おあしすの管理･運営 提出物:申込書(生涯学習課､おあしすで入手可)および｢市民交

月1回以上､障が
い者と事業者に
支援を行うこと

市が配布する 歩
※
｢ 数計 の
｣台
数には限りがありますのでご

ます｡
※専用端末は保健セ
ンター､総合体育館､
市役所(長寿支援課)
などにあります｡

直接または郵送で生涯学習課へ☎

1日3時間以上の
職場実習を行う
こと

金額
1日当たり5,000円
(最大5日まで)
1日当たり1,000円
(最大5日まで)

対象:身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの交付を受けている方(手続き中を含む)､その他
同程度の障がいがあると認められる方

了承ください︒

(必着)までに提出物を

支援者

市国民健康保険に加入

あしす運営協議会委員 の委員を二つ以上務めている方は不可)

4月28日

障がい者

対象

市民交流センターお 勤･在学し､年2回程度の会議に出席できる方(他の審議会など

982

事業者

就労初期
支援

している 歳以上の方と後期高

資格:18歳以上で市内に在住･在

982

要件

対象

職場実習
支援

齢者医療制度に加入している方

歩くだけでポイントがたまる！
たまったポイントで抽選により
景品が当たります！また､専用の端
末から歩数データを送信すると､ガ
ラポンなどのミニゲームが楽しめ

種類

申込・問合せ 保険証を持参の

募集人数:6人 報酬:日額2,000円

補助金の種類･金額

上︑健康増進課または国保年金

づくりに関する年3回程度のワークショップに出席できる方

課へ☎ ・５１１６ 国
(保 ︑
)
☎ ・９５４６ 後(期 )共通

その他

資格:15歳以上30歳未満の市内在住または出身の方で､まち

4月28日 までに住所､氏名､年齢､
電話番号､メールアドレスを任意の
用紙に記入し､郵送､直接､ファクス
または seisaku2@city.yoshika
wa.saitama.jpで政策室へ☎982･
9445 共通

障がいがある方の就労支援を目的に｢ノブくんスマイル基
金｣を活用し､職場実習や就労初期をサポートする補助金を策
定しました｡｢自信がないので少しずつチャレンジしたい｣とい
う障がいをお持ちの方､｢障がい者雇用に興味はあるけどい
きなりは不安｣という事業主の方､補助金を活用して障がい者
就労にチャレンジ・サポートしてみませんか？
※補助金の種類によって必要書類や手続き方法が変わります
ので､障がい福祉課までご相談ください｡

または︑補助対象設備を設置

期間:令和5年3月31日 まで

する住宅の所有権取得後から

募集人数：20〜３０人程度

共通

60

日以内のいずれか遅い日ま

学習課へ☎984･3563

でに︑申請書および添付書類

｢成人式実行委員会公募｣)で生涯

品の検討など､挙行に 回程度の会議などに出席できる方

982

を直接または郵送で環境課へ

syougai2@c

ity.yoshikawa.saitama.jp(件名

☎ ・９６９８ 共通

番号を電話または

10

先
※着順︒必要書類がすべてそ
ろった場合のみ受け付けます︒

4月22日 までに住所､氏名､電話

施工業者など代理人による提

共通

出も可能です︒詳細

課へ☎984･3563

※規定により賞与､交通費支給

成人式に関する年５
アトラクションや記念 内在住または市内の学校を卒業した方で、

期間:7月1日 から2年間

までに履歴書(写真貼

は市ホームページを

付)を直接または郵送で生涯学習

60

確認してください︒

4月28日

除く)･[夏季(6〜9月)]午後2時〜6時[冬季(10〜3月)]午後2時

資格:平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれ､市

に対し意見を述べる

※賞与支給､条件により通勤･住居

期間･時間:6月から令和5年3月までの ( ､夏季･冬季休業中

令和5年成人式実行 期間:令和5年3月31日 まで

よしかわ若者会議

※公立学校共済組合の保険に加入
手当など支給

募集人数:7人 報酬:時給965円

向けた企画･運営

共通

語・数学） 募集人数:若干名

〜5時30分※勤務日により変動あり 場所:三輪野江小学校

委員

学校教育課☎984･3564

障がい者就労したい方！障がい者雇用に興味のある方！
障がい者就労支援補助金が始まります！

補助金額 Ａ太陽光発電設備︑

相談･見学可

Ｂ蓄電池

と保菌検査結果を要提出｡事前の

令和４年度住宅用太陽光発電
設備等設置事業補助金制度

①学童保育室支援員
②学童保育補助員
以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分
学童の保育､施設管理 資格:①のみ保育士､教員免許など 募集人数:ともに若干名

※保育所職員は採用時､健康診断

Ａ
[ のみ ４
] キロワット以上
４万円︑４キロワット未満

回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分② 〜 (週3日

※規定により賞与､交通費支給

３万円︑ Ｂ
[ の み 太( 陽 光 パ ネ
ルを設置している既存住宅に

(月2

限る ５万円︑ Ａ[＋Ｂ ]万円
)]
市内在住で一戸建ての

〜 および

共通

既存住宅

へ☎982･9528

またはＺＥ

を郵送または直接､保育幼稚園課

募集人数:①若干名②1人
期間･時間:令和5年3月31日 までの①

履歴書(写真貼付)と資格証の写し

Ｈ ネ( ッ ト・
ゼロ・エネ

8時30分〜午後5時 資格:①保育士②栄養士

既存住宅または国の補助金を活

対象

(月1

補助対象設備

ルギー・ハ

〜 および

報酬:①月額190,376円②時給1,017円

非常勤職員

用したＺＥＨを所有している方

申込･問合せ

回程度)･午前7時〜午後7時のうち7時間30分② 〜 ･午前

市立第一･第二保育所
①保育士
②栄養士

くりのための意見交換

ウス の
)新
築に合わせて太陽光発電設備

期間･時間:令和5年3月31日 までの①

未来に向けたまちづ

申込・問合せ

応募資格などの詳細

三輪野江小学校
放課後子ども教室職員
子どもの見守り･受け
付け･安全管理(消毒
作業含む)など

や蓄電池を設置する方に補助

市職員や委員など

募集項目･概要

臨時的任用教職員
①市内小学校
②市内中学校
（英語・数学）

の設置工事完了日から 日以内

集

金を交付します︒

募

くらしの情報
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