川口市行政評価外部評価委員
※その他の募集は17ページ

川口市海外派遣事業派遣生
①中学生海外派遣事業派遣生
期間…8月1日（日）〜10日（火）
派遣先…オーストラリア・シドニー
対象…市内在住の中学2年生
募集人数…20人（第一次選考・第二次選考を経て
決定）
参加費用…80,000円（ただし、健康診断書および
旅券取得費用・国内の交通費・現地での食事代の一
部などは別途自己負担）
②高校生海外派遣事業派遣生
期間…7月19日（祝）〜8月9日（月）
派遣先…カナダ・バンクーバー
対象…市立高等学校に通学、
または市内在住の高校
1・2年生
募集人数…15人（第一次選考・第二次選考を経て
決定）
参加費用…100,000円（ただし、健康診断書およ
び旅券取得費用・国内の交通費・現地での食事代の
一部などは別途自己負担）
①・②共通
募集要項配布先…市役所・各支所・駅前連絡室・川口
駅前行政センター・教育局指導課・各公民館・各図書
館・市立中学校・市立高等学校 ※教育委員会のホ
ームページからもダウンロードできます。
申込受付期間…4月1日（木）〜15日（木）郵送の場
合は4月15日（木）の消印有効
申し込み・問い合わせ…教育局指導課
蘂259-7661〜3 土、日曜日は除く8:30〜17:15

ボランティア見本市実行委員
●実行委員会
日時…5／29・6／26・8／7・9／18・10／9・
10／30（全て土曜日）14:00〜16:30
●参加団体説明会…9／4（土）13:00〜18:00
●第9回ボランティア見本市…10／17（日）7:30
〜17:00
内容…見本市の企画・運営
場所…かわぐち市民パートナーステーション（10／
17のみ川口西公園）
募集人数…20人（先着順。原則として1団体1人と
します。個人申し込み可）
申込方法…任意の用紙に氏名・所属団体・住所・電話
番号・FAX番号を記入の上、かわぐち市民パートナ
ーステーションまで持参またはFAXで申し込み
締め切り…5月16日（日）必着
問い合わせ…かわぐち市民パートナーステーション
蘂227-7633 薨226-7718

こどもフリーさろん
対象…小学生
開催日…毎月第1・3土曜日（祝日・夏休み・年始はお
休みします。4／17・5／15・6／5・6／19・7／3・
9／4・9／18・10／2・10／16・11／6・11／20・
12／4・12／18・1／15・2／5・2／19・3／5・
3／19（全て土曜日）10:30〜11:30（受け付け
…10:00〜）
内容…手話・点字・販売・車いす体験
申し込み・問い合わせ…かわぐち市民パートナース
テーション 蘂227-7633 薨226-7718

自衛官
募集種目
予備自衛官補（一般）
予備自衛官補（技能）
一般曹候補生
一般・技術
幹部候補生
歯科・薬剤科
幹部候補生

応 募 資 格
18〜34歳未満
18歳以上で各国家免許資格による
18〜27歳未満
20〜26歳未満（22歳未満は大卒見込み）
大学院修士課程修了者（見込み）は、28歳未満
歯科:20〜30歳未満（大卒見込み含む）
薬剤科:20〜26歳未満（大卒見込み含む）
大学院修士課程修了者（見込み）は、28歳未満

受付期間

試 験 日

4月9日（金） 4月17日（土）〜
まで
19日（月）の内1日
5月22日（土）
4月 1 日（木）
1次試験
〜
・
5月10日（月） 5月16日（日）
17日（月）

問い合わせ…自衛隊埼玉地方協力本部
蘂048-831-6043

「地域包括支援センター」受託法人
受託できる者…老人介護支援センターの設置者・医
療法人・社会福祉法人・包括的支援事業を実施する
ことを目的として設置された公益法人またはNPO
法人など
受託予定期間…6月1日（火）〜平成23年3月31日
（木）
募集地区…南平・横曽根の各地区に1カ所ずつ増設
問い合わせ…介護保険課予防係 蘂258-1119

名称…川口市行政評価外部評価委員会
趣旨…市が実施する行政評価に広くみなさんの意
見を反映するため、委員の公募を行うもの。
審議事項…行政評価結果および行政評価制度に関
する事項
募集人数…3人（委員総数は15人）
委員の任期…委嘱の日から3年間
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内在住・在勤・在学で、応募日現在満20歳以上の
かた
・行政活動および行政評価制度に関心があり、平日
の昼間に開催する会議（6月〜8月計4回予定）に
継続して出席できるかた
・行政活動および行政評価制度について意見を述べ
ることができるかた
応募方法…テーマ「川口市の行政活動と行政評価」
について、任意の書式に600〜800字以内で小論
文を作成し、
応募申込書に必要事項を記入の上、
郵送・
FAX・Eメール・持参のいずれかで提出ください。なお、
応募申込書は、行政経営推進室にあります。また、市
ホームページからもダウンロードできます。なお、提
出いただいた応募申込書と小論文は返却しません
ので、
ご了承ください。
応募期間…4月8日（木）〜5月11日（火） 締切日
必着。持参の場合は市役所の開庁時間内の受け付け。
選考方法…応募申込書および小論文をもとに書類
選考で決定し、選考結果は応募者全員に5月末日ま
でに郵送で通知します。なお、市のほかの審議会な
どの委員でないかたを優先します。
報酬…条例に準じて支給。※交通費は支給しません。
個人情報の取扱い…応募者の個人情報は厳重に管
理し、目的以外の使用や第三者へ開示、提供するこ
とは一切ありません。
送付・提出・問い合わせ…行政経営推進室
〒332-8601 青木2-1-1
蘂258-5705 薨257-1008
Eメール 040.05000@city.kawaguchi.lg.jp

福祉の日デザイン画
テーマ…「勇気出し 声をかけあい 助け愛」
目的…市は10月25日を福祉の日と制定するととも
に、
デザイン画をとおして市民一人ひとりがそれぞれ
の立場で福祉の心を育て、思いやりで支えあう福祉
のまちづくりの推進を図る。
応募資格…市内在住・在勤のかた（小学生以上）
応募方法…270mm×190mm（大きさは画用紙8
ッ切りの半分）の画用紙・上質紙などに描いて、裏面
に〒・住所・氏名・年齢・学年（学校名）
・職業・電話番
号を記入し提出。
（規格以外の用紙サイズは審査対
象外となります。）
選考方法…小学生の部と中学生・一般の部に分けて
選考を行います。
表彰…最優秀賞・優秀賞・佳作入賞者には賞状、記念
品贈呈。入賞作品は社会福祉大会ポスター・福祉刊
行物などに使用させていただきます。また、応募者
全員に記念品を贈呈します。
締め切り…6月11日（金）必着
提出先…①窓口持参…福祉総務課社会係・わかゆり
学園・社会福祉協議会・社会福祉事業団・川口駅前行
政センター・各 支 所・各 公 民 館 ② 郵 送 …〒3 3 2 8601 青木2-1-1 福祉総務課内川口市福祉の日
推進委員会
問い合わせ…福祉総務課社会係 蘂259-7647

要介護認定調査員
業務内容…介護保険制度における要介護認定調査
募集人数…若干名
応募資格…介護支援専門員、保健師、看護師、社会
福祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有し、60歳
未満のかた
勤務時間…月〜金曜日（原則8:30〜17:15）1日3
時間以上、週2日以上勤務
報酬…基本報酬1日4,000円に能率報酬（調査1件
につき）3,500円を加算。
応募方法…電話受付後、指定した日に履歴書持参の
上、面接を実施。※電話受付は4月19日（月）〜23
日（金）9:00〜16:00
申し込み・問い合わせ…介護保険課認定係
蘂259-7294

飲酒運転は犯罪です! 絶対にやめましょう。

川口市上下水道事業
運営審議会委員
名称…川口市上下水道事業運営審議会
趣旨…上下水道事業の合理的な管理運営を図り、適
正な計画を設定するため、調査審議する審議会で、
広く市民のみなさんの意見を反映させるため、委員
の公募を行うもの。
審議事項…1.水道料金・下水道使用料に関すること。
2.水道利用加入金に関すること。3.基本計画・年次
計画に関すること。4.その他上下水道事業の管理運
営・計画設定に係る重要事項に関すること。
委員の職務…本年度は、
3〜4回開催の会議に参加し、
上記事項について審議する。
募集人数…2人
委員の任期…委嘱の日から2年間
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内在住・在勤・在学で、応募日現在、満20歳以上
の女性のかた
・上下水道事業に関心があり、平日の昼間に開催す
る会議に継続して出席できるかた
応募方法…テーマ「川口市の上下水道事業について」
任意の書式に800字以内で小論文を作成し、応募
申込書に必要事項を記入の上、郵送・FAX・Eメール・
持参のいずれかで提出ください。なお、応募申込書
は水道局2階水道総務課にあります。また、市ホーム
ページからもダウンロードできます。なお、提出いた
だいた応募申込書と小論文は返却・公開しませんの
で、
ご了承ください。
応募期間…4月1日（木）〜30日（金）締切日必着。
持参の場合は市役所の開庁時間内の受け付け。
選考方法…委員の選考は、応募申込書および小論文
の内容をもとに行い、選考結果は応募者全員に郵送
で通知します。なお、市のほかの審議会などの委員
でないかたを優先します。
報酬…条例に基づき支給。※交通費は支給しません。
個人情報の取扱い…応募者の個人情報は厳重に管
理し、目的以外の使用や第三者へ開示、提供するこ
とは一切ありません。
送付・提出・問い合わせ…水道総務課庶務係
〒332-8501 青木5-13-1
蘂258-4132 内線211・212・213
薨256-4871
Eメール water@city.kawaguchi.lg.jp

「スペシャル・タスクフォース」
事業説明会と参加企業
経営者は、会社の発展を常に考え「未来像」を描か
なくてはなりません。また、会社の発展には、発展する
ための仕組みをしっかりと整えなければなりません。
しかし、その仕組みの「作り方」の実務を知ることや、
「仕
組みが顧客の要求と社会情勢の変化に適合している」
かを、見極めることが重要な課題です。
市では、中小企業の経営者、後継者のみなさんが抱
える課題解決のためのグループ研究会「スペシャル・
タスクフォース（STF）」を開催します。
みなさんの会社に合った「会社を元気にする仕組み
作り」を目指して、研究会に参加してみませんか。
今回は課題研究にあたり、アドバイスをいただく先
生がたにより、
事業の紹介と研究方針の講演を行います。
説明会…4月18日（日）10:30から2時間程度
場所…メディアセブン
申し込み…商工課商工業振興係
電話またはFAXで、会社名・氏名・電話番号・FAX番
号をお知らせください。
蘂258-1110 内線2432 薨259-2622
締め切り…4月15日（木）

オープンガーデン参加者
〜自慢の庭を無料で造ってみませんか〜
内容…安行地域の植木・造園業者が保有する資材・
技術を活用して地域の観光化と活性化を図るため、
国土交通省の助成を受け、オープンガーデン（公開
庭園）による緑と環境の街づくりに取り組みます。
応募対象…安行地域で自己所有のご自宅にお住ま
いのかたで施行後、公開庭園にご協力いただける
かた
施工件数…25件
施工時期…5月末まで（予定）
選考方法…場所や面積などを総合的に勘案し選定
申し込み・問い合わせ… 安行 緑と環境の街づくり
協議会事務局 蘂297-1809

2010.4 広報かわぐち 22

