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川口市廃棄物対策審議会委員

わかゆり学園代替保育士・
パートタイマー看護師

名称…川口市廃棄物対策審議会
趣旨…廃棄物行政に広く市民のみなさんの
意見を反映させるため委員を公募します。
審議事項…一般廃棄物の減量および適正処
理に関する事項
職務…年8回程度の会議に参加し、
一般廃棄
物の減量および適正処理に関する事項につ
いて審議する。
募集人数…2人（委員総数は15人）
委員の任期…7月1日〜平成25年6月30日
（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・在学しているかたで、
応募日
現在、
満20歳以上のかた
・環境問題に関心があり、
平日の昼間に開催す
る会議に継続して出席できるかた（年8回程
度）
・一般廃棄物の減量および適正処理に関する
事項について意見を述べることができるか
た
応募方法…「3R・ごみの適正処理の推進に関
する市民の意識向上策について」
（適正処理
…ごみの分別や不法投棄対策など）
をテーマに、
任意の書式にA4版641字以上800字以内
で小論文を作成し、
応募申込書（必要事項を
記入）を添付の上、
廃棄物対策課まで郵送、
電
子メール、
またはご持参ください。応募申込書
は、
廃棄物対策課のほか、
本庁舎1階ロビーチ
ラシ置場、
市政情報コーナー、
川口駅前行政セ
ンター、
支所、
公民館、
図書館にあります。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および小論
文は返却や公開をしませんのでご了承ください。
応募期間…4月1日（金）〜5月9日（月）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。
個人情報の取扱い…応募者の個人情報は、
川
口市情報公開・個人情報保護条例に基づき厳
重に管理し、
目的以外の使用や本人の承諾な
しに第三者に開示、
提供することはありません。
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6月末日までに郵送で通知します。なお、
選
考にあたっては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）
送付・提出・問い合わせ…廃棄物対策課対策
係 〒332-0001 朝日4-21-33 リサイ
クルプラザ3階（朝日環境センター内）
蘂048-228-5370
Eメール 090.03000@city.kawaguchi.lg.jp

募集人数…①代替保育士1人（保育士資格取
得者）
・②パートタイマー看護師1人（看護師
資格取得者）
業務内容…①障害児療育（未就学児童）業務
②利用者（障害者）の健康衛生管理、医療ケ
アの実施、
生活支援
勤務期間…①3月24日から6カ月間（6カ月
間延長可） ②4月1日から6カ月間（6カ月
間延長可）
勤 務 時 間 … ① 毎 週 月〜 金 曜日8 : 3 0 〜
17:15 ②毎週月〜金曜日9:30〜15:30
受付期間…随時
賃金…①日額7,450円、
②時給1,350円
その他…①社会保険制度加入
応募方法…事前にお問い合わせの上、
履歴書
に写真を貼付し、
わかゆり学園へ本人が持参。
面接および簡単な実習により後日決定
問い合わせ…わかゆり学園
蘂048-284-3450

川口市市民活動と行政との
協働推進懇談会の公募委員
目的…市民活動と行政との協働のあり方につ
いて広く市民から意見を聴くため。
任期…4月〜平成25年3月
応募資格…原則として市内在住・在勤・在学ま
たは市内で市民活動をされているかた
募集人数…5人
報酬…1回5,000円（座長・副座長7,000円）
応募方法…任意の用紙に〒、
住所、
氏名、
年齢、
職業、
所属団体、
電話番号、
「市民活動と行政
との協働」をテーマにした意見・考え方（800
字以内、
パソコン可）を記入し、
3月19日（土）
（必着）まで、直接、郵送、Eメールで〒3320015 川口1-1-1 かわぐち市民パートナ
ーステーションまで
問い合わせ…かわぐち市民パートナーステー
ション 蘂048-227-7633
Eメール volun@city.kawaguchi.lg.jp

プレイリーダーハウス職員

看 護 師

勤務時間

月〜金曜日
1人
9:00〜16:00

応募資格

10:00〜17:00
雇用期間…4月1日〜9月30日（更新あり）
募集人数…1人
応募資格…自然が好き、
子どもが好きなかた。
心身ともに健康で体力に自信のあるかた
業務内容…公園に来た子どもたちと遊ぶこと、
遊び道具の整理や工作の準備など
待遇…時給950円〜990円（経験・能力を考
慮）有給休暇あり。交通費は別途支給
応募方法…履歴書に写真を貼付し、
3月15日
（火）
までに本人が子育て支援課へ持参。面接、
書類審査により後日決定。
（履歴書を持参さ
れる前に電話でご連絡ください）
問い合わせ…子育て支援課支援係

春休み学生アルバイト

雇用期間…採用日から6カ月間（最長1年間）
応募方法…市販の履歴書（写真貼付）に免許
証の写しを添付の上、
下記送付先まで郵送ま
たは持参
受付期間…随時
採用予定日…3月下旬
勤務先…安行原191-1
募集職種

勤務日・時間…火・水・木・土曜日

蘂048-258-1114

医療センター附属安行診療所
パートタイマー

募集
人数

勤務場所…南平児童交通公園（弥平2-3）
※公園内にプレイリーダーハウスがあります。

時 給

看護師資格を有
1,500円
するかた

問い合わせ・送付先…医療センター庶務課庶
務係 蘂048-287-2525
〒333-0833 西新井宿180

勤務場所…前川第6公園（前川2-13）、
南平
児童交通公園（弥平2-3）のどちらかの公園。
それぞれの公園にはプレイリーダーハウスが
あります。
雇用期間…3月19日
（土）
〜4月9日
（土）の火・
水・木・土曜日10:00〜17:00
募集人数…大学生（短大・専門学生含む）4人
業務内容…公園に来た子どもたちと遊ぶこと、
遊び道具の整理や工作の準備など
時給…830円（交通費別途支給）
応募方法…履歴書に写真を貼付し、
本人が子
育て支援課へ持参。簡単な面接、
書類審査に
より後日決定。
（履歴書を持参される前に電

医療センターパートタイマー
雇用期間…採用日から6カ月間（育児代替の
ため最長1年間）
応募方法…市販の履歴書（写真貼付）に免許
証の写しを添付の上、
下記送付先まで郵送ま
たは持参。申込受付後、面接により後日決定
します。
採用予定日…随時
募集職種
診療放射線
技
師

募集
人数

勤務時間（応相談）

月〜金曜日
1人
8:30〜14:30

応募資格

時 給

診療放射線技師
1,300円
資格を有するかた

問い合わせ・送付先…医療センター庶務課庶
務係 蘂048-287-2525
〒333-0833 西新井宿180

留守家庭児童保育室（学童保育室）
パート指導員
勤務場所…市内小学校内（神根、
前川、
芝南、
前川東）
募集人数…各校1人
期間…3月25日（金）〜4月8日（金）
勤務時間…8:00〜18:30の間で1日5時間
応募資格…19歳〜60歳ぐらいの健康なか
た（学生可）
時給…890円（保育士などの資格がある場
合910円）
交通費…市の基準により支給
応募方法…事前に問い合わせの上、
履歴書に
写真を貼付し、
市役所分庁舎3階学務課へ本
人が持参。
問い合わせ…学務課管理係
蘂048-259-7659

飲酒運転は犯罪です! 絶対にやめましょう。

話でご連絡ください）
問い合わせ…子育て支援課支援係
蘂048-258-1114

市役所1階ショーケース出品者
募集件数…約40事業所（各期間ごとに約20
事業所を展示）
※応募者多数の場合抽選・新規出品者優先
展示期間…
〔1期〕
4月1日
（金）
〜6月30日
（木）
〔2期〕
7月1日
（金）
〜9月30日
（金）
展示料…無料
展示品の範囲…市内の事業所で製造または
加工された製品および企画された製品（市の
農産物などを主原料とするものに限る）で、
お
おむね縦・横・高さ30cm、
重量5kg以内
申込期限…3月10日（木）までにご連絡くだ
さい。
申し込み・問い合わせ…商工課商工業振興係
蘂048-258-1110

内線2435・2432

平成23年度臨時保育士・
保育補助員パート登録者
公立保育所に欠員が生じた場合、
登録者より、
履歴書の書類審査および面接により採用・不
採用を決定します。
対象…臨時保育士＝保育士登録済みのかた、
もしくは保育士資格取得見込みのかた
保育補助員＝保育士資格の有無は問いません。
問い合わせ…保育課庶務係
蘂048-258-4096
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