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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

彩の国さいたま人づくり広域連合では、
分権時代を担う人材を確保することを目
的に「埼玉県内市町村職員採用合同説明
会」を開催します。
市町村ごとに設置するブースで、市町村
の特色や職員の募集状況、勤務条件、仕
事の内容など、直接人事担当者から話を
聞くことができます。入場料無料、予約
不要、入退場自由ですのでお気軽にお立
ち寄りください。
※�三芳町は、合同説明会においてブース
を設置する予定です。

▶日時　7月 10日㈭　13:00 ～ 18:00
（入場は 17:00 まで）

▶会場　さいたまスーパーアリーナ　
　�さいたま新都心駅下車徒歩すぐ・北与
野駅下車徒歩７分

問�彩の国さいたま人づくり広域連合
　人材開発部　市町村職員担当
☎ 048-664-6681 FAX 048-664-6667
http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/

埼玉県内市町村職員採用
合同説明会の開催

平成 27年 4月 1日採用職員の募集
▶試験日　9月 21日㈰
▶試験会場　
　入間東部地区消防組合消防本部
　〒356-0058 ふじみ野市大井中央 1-1-19
▶採用人員
　消防職（消防・救急隊員）合わせて５人程度
▶受験資格
　①消防隊員
　大卒　昭和 63年 4月 2日以降生まれ
　短大卒　平成 2年 4月 2日以降に生まれ
　高卒　平成4年 4月 2日以降に生まれ
　�②救急隊員
　�昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれ、
高校卒業以上、かつ救急救命士有資格
者又は救急救命士国家試験受験資格者

▶試験申込書（願書）
　配布開始日　7月 1日㈫
▶試験申込書（願書）請求�
　�消防本部・各署・各分署で配布
　�郵送の場合は、消防本部�総務課職員
係に請求※封筒の表面に「職員採用試
験申込書請求」と朱書、返信用封筒（角
型２）に 140円切手を貼って同封。

　（返信先の郵便番号及び宛先要記入）
問�入間東部地区消防組合消防本部
　�総務課職員係☎ 261-6004

入間東部地区消防組合
職員募集

甲種新規および乙種防火管理の資格を取得す
るための講習会を下記のとおり開催します。
▶講習日時　
　甲種新規　6月 26日㈭・27日㈮
　　　乙種　6月 26日㈭
　　　9:00 ～ 16:30
▶講習会場　
　入間東部地区消防組合消防本部大講堂
　ふじみ野市大井中央 1-1-19
▶申請日時　
　6月 12日㈭�　8:30 ～ 16:00
▶申請場所
　消防本部予防課（ふじみ野市大井中央 1-1-19）
　東消防署（富士見市大字鶴馬 1850-1）
�※郵送による受講申請は受付けません
▶定員
　甲種新規、乙種合わせて 90人
▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住又は在勤で管理監督的な立
場にある人 (各事業所２人以内 )
▶受講料　4,000 円（テキスト代含む）
問�入間東部地区消防組合消防本部
　�予防課査察指導係☎ 261-6007
　�東消防署消防課消防係☎ 255-4119

甲種新規及び乙種防火管理
講習会の開催

手話通訳者養成講習会
（手話通訳Ⅰ課程）

▶�日時� 6 月 22日㈰　9:00 ～ 12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野市

在住、在勤、在学の人
▶�申込方法…6月 9日㈪～ 13日㈮の間
に下記へ連絡し予約

問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

普通救命講習
住み慣れた地域でいつまでも暮らすため
には、認知症の正しい知識を持つことが
大切です。認知症の早期発見と対応につ
いて学びませんか。
▶日時　7月13日㈰9:30～12:00（開場9:00）
▶場所　藤久保公民館　ホール
▶�講演内容　「生活習慣病とアルツハイ
マー型認知症について」

　講師　富士内科クリニック院長　吉田直哉先生
▶定員　先着 150人（申込不要）
▶費用　無料　※車での来場はご遠慮ください
問�健康増進課地域包括支援センター内 188・189

認知症講演会
正しく知ろう！認知症

声に出して読む小説をお聞きになりませんか
※作品 9編、入場無料
◆ 7月 6日㈰　開場 13:00 開演 13:30 ～
◆会場　竹間沢公民館ホール
◆主催　七月の朗読会
問�七月の朗読会（萩野）☎ 259-0590
　竹間沢公民館☎ 259-8311

朗読会へのお誘い

手話通訳者をめざす人を対象にした講習
会を開催します。全課程（手話通訳Ⅰ・手
話通訳Ⅱ・実践）を約２年かけて学びます。
▶期間
　�6 月 27 日～ 3 月 20 日　毎週金曜日全 36 回
（8/15・12/26・1/2 を除く）10:00 ～ 12:00
▶場所
　富士見市民福祉活動センターぱれっと
　三芳町総合体育館等
▶対象
　�高校生以上の三芳町および富士見市在
住・在勤の人で、過去に手話奉仕員養
成講習会を修了もしくはそれと同等の
技術を有し、6月 20 日㈮の受講審査
を受けることができる人。
▶定員　10人
▶参加費　6,000 円（テキスト代・保険料）
▶�申込み　福祉課、富士見市社会福祉協
議会にある申込書に必要事項を記入
し、6月 13日㈮までに、富士見市社
会福祉協議会へ郵送または FAX また
は持参で提出してください。
※�申込用紙は、富士見市社会福祉協議会の
ホームページからもダウンロードできます。

問�福祉課障がい者支援担当内 177・178
　��富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747 FAX 252-0111

里親制度について理解していただくために
「里親入門講座」を開催します。子育てや
里親に関心のある人は、ご参加ください。

日時 会場 内容

７月６日㈰

14:00～16:00

川越児童相談所

（川越市宮元町33-1）

里親養育体験談

里親制度説明

個別相談

9月27日㈯

14:00～16:00

東松山市総合会館

（東松山市松葉町1-2-3）

▶�対象　�埼玉県内に在住で、里親制度に
ついて関心のある人

▶定員　各回 40人（申込順）
▶参加料　無料
▶申込み　川越児童相談所へ電話で申込み
　[川越 ] ６月９日㈪～ [東松山 ] ９月１日㈪～
※�里親制度の詳細は、埼玉県の http://www.pref.
saitama.lg.jp/site/satooya/ でご覧いただけます。

問 ･ 申川越児童相談所☎ 049-223-4152

里親入門講座

楽しく、元気にお酒とつき合うために
◆�対象　朝霞保健所管内在住の人
◆日時　6月25日㈬14:00～ 16:00
◆場所　朝霞市産業文化センター
◆参加料　無料▶締め切り　6月 23日㈬
問�朝霞保健所保健予防推進担当
☎048-461-0468 FAX 048-460-2698

こころと体の健康とアルコール講演会

三芳町の職員給与の
「わたり」について

職務の級 3級 4級 5級
国 係長 係長 課長補佐

三芳町 主任 主査 係長

計量法の規定により、取引や証明に使用
する業務用の「はかり」には、2年に１
回の定期検査が義務づけられています。
▶日時　７月 4日㈮
　10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 15:00
▶場所　三芳町役場　第一駐車場
▶�対象　�ひょう量 250㎏以下の機械式

のはかり
▶�持ち物　�検査を受けるはかり、手数料、

計量器定期検査申請書
※�電気式はかり及びひょう量が 250㎏を超
える機械式はかりは、別途巡回検査を実施
※�上記の日時に受けられない人は、埼
玉県計量検定所（☎ 048-652-2171）
までお問合せください。

問�観光産業課商工観光担当内 215

はかりの定期検査（集合検査）

町が総務省より指摘を受けている「職員
給料のわたり」とは、国（国家公務員）
と職務・職責が同等の地方公共団体（三
芳町職員）の役職を、国の基準を超えて
上位の職務の級に格付けさせているとい
う指摘であり、下記のとおり国と職務・
職責が同等である町の「係長」に上位の
職務の級である５級（課長補佐）の給料
表を適用しているということです。
◆総務省より指摘をされている町の「わたり」

◆町の見解　
町と国の実質的な職務を比較することはで
きませんが、町の「係長」は「課長」を補
佐する立場にあり、実質、町の「副課長相
当職」の職務・職責も担っていると解して
おり、国の「係長」と職名は同じだが職務・
職責は同等ではないため、国の「係長」よ
り上位の職務の級（５級）に格付けしてい
るのは妥当であると判断していました。し
かしながら、総務省からの指摘等を受け、
埼玉県からの助言等も踏まえ、今後住民の
皆さんの理解が得られるように以下のとお
り是正することとしました。
◆「わたり」の是正内容について
町の「係長」の職務内容と職責等を考慮
すると、町の「係長」については「副課
長」に相当する役割を担っていることか
ら、平成 26年 4月１日より「係長」の
職務を職責等に見合った内容に改めると
共に、「係長」の職名を適切な職名であ
る「主幹」に変更することとしました。
なお、平成 26年度給与実態調査等の各
種調査において「わたり」について是正
したことを報告します。
問�総務課職員担当内 407・408


