市役所パートタイマー

川口市緑化対策委員会委員

募集人員…60人程度
業務内容…一般事務補助（書類整理・パソコン操作・電
話受付・窓口補助など）
期間…4月1日（火）から最長6ヵ月間
勤務時間…毎週月〜金曜日10:00〜16:00
勤務場所…市役所、神根支所、川口駅前行政センター、
保健センター、朝日環境センター、
グリーンセンター、水
道庁舎など市の施設 時給…830円
持ち物…筆記用具（当日記入していただくアンケートが
あります）
応 募 方 法 … 履 歴 書に写 真を 貼 付し3 月1 0 日（ 月）
10:00または14:00に市役所5階大会議室へ本人が
持参。簡単な面接および書類審査により後日決定。※パ
ソコン能力は採用の絶対条件ではありませんが、少なく
とも簡単な入力操作はありますのでご了承ください。
問い合わせ…職員課

名称…川口市緑化対策委員会
趣旨…市の緑化施策に広く市民のみなさんの意見を反
映するために、委員の公募を行うもの
審議する事項…市の緑化施策の総合的かつ計画的な
推進について必要な事項
職務…年2回（予定）の会議に参加し、市の緑化施策に
関する事項を調査審議する。※会議は平日の昼間を予
定
募集人員…2人（委員総数は15人）
委員の任期…5月15日〜平成22年5月14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・在学するかたで、平成19年4月1日現
在で満20歳以上のかた
・これまで市政の推進に関する取り組みなどの実績があ
るかた
・市内の緑化推進および緑地保全に関心があり、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2
回開催予定）
・市のほかの審議会などの委員でないかた
応募方法…応募申込書（市役所第二庁舎4階みどり課
にあります。または市のホームページからもダウンロー
ドできます。）に必要事項を記入し、
小論文（テーマは「川
口市の緑化推進および緑地保全について」。任意の書
式でA4版・字数は800字以内。）とともにみどり課まで
提出ください。提出方法は、郵送、Eメールまたは持参。
なお、応募されたかたの小論文は返却および公開しま
せんのでご了承ください。
応募期間…2月14日（木）〜3月14日（金）締切日必着。
持参の場合は市役所の開庁時間内の受付。
選考方法…委員の選考は、応募申込書、小論文の内容
をもとに行い、選考結果は、応募者全員に4月末日まで
に書面で通知
報酬…条例に基づき支給 ※交通費は支給しません
問い合わせ…みどり課推進係
〒332-8601 青木2-1-1
蘂258-7492 薨258-4753
Eメール120.06000@city.kawaguchi.saitama.jp

保育所臨時職員
●臨時保育士
仕事内容…児童の保育
就業時間…平日／8:30〜17:15、土曜／8:30〜
12:15 ＊保育所開所時間7:30〜19:00につき交代
制勤務あり
勤務体制…4週7休制
賃金…月額155,900円
応募資格…保育士資格取得者
応募方法…履歴書に写真を貼付し、市役所1階保育課
へ持参
その他…社会保険制度加入
●保育補助員
仕事内容…児童の保育補助
就業時間…平日／7:30〜9:30および16:00〜19:00、
土曜／7:30〜9:30および12:00〜16:00（土曜日
は月1回程度で、保育所により異なります。）
時給…1,060円
応募資格…保育士資格の有無は不問
応募方法…履歴書に写真を貼付し、市役所1階保育課
へ持参
※採用方法…①登録制になります。滷希望などを確認
します。澆保育所の状況次第で随時連絡します。④書
類審査・簡単な面接により決定します。潸採用時期は異
なります。
問い合わせ…保育課

市政モニター
募集人数…50人以内 任期…4月〜平成22年3月（2
年間） 内容…①市政についての建設的な意見・提案
を書面で連絡していただきます。滷市が行うアンケート
調査に回答していただきます。澆施設見学に参加し、意
見を述べていただきます。
応募資格…市内に1年以上在住している20歳以上の
かた（ただし、特別職を含む公務員、市政モニター経験
者は除く）
応募方法…はがきまたは、応募申込書（市ホームページ
よりダウンロード可）に〒、住所、氏名（ふりがな）、平成
20年4月1日現在の年齢、性別、職業、電話番号、関心
のある分野や応募動機を明記のうえ、郵送、FAX、Eメ
ールで3月14日（金）
（当日消印有効）までに〒3328601 青木2-1-1 市役所広報課へ
問い合わせ…広報課
Eメール koho@city.kawaguchi.saitama.jp

国民健康保険相談員
募集人員…若干名
業務内容…国民健康保険税の収納・収納相談および国
民健康保険制度の趣旨普及
勤務時間…1日4時間、月20日以上
応募資格…市内在住の46歳以下のかた
報酬…基本報酬月額56,000円に能率報酬を加算（平
成18年度平均月額約16万円）
説明会…2月28日（木）10:00〜市役所2階第3会議室
応募方法…市指定の履歴書（説明会で配布）
問い合わせ…国民健康保険課

ライフスタイルパトロール会員
子どもたちや地域の安全のため会員専用の帽子をかぶ
り、防犯パトロールに協力していただけるかたを募集し
ます。
応募条件…市内で活動できるかた。ボランティア保険
の加入および防犯講習受講が可能なかた
活動内容…個人のライフスタイルに合わせた、時間・コ
ースにとらわれない防犯パトロール
①ジョギング・ウォーキング・犬の散歩をしながらのパト
ロール滷子どもの下校時刻に合わせて清掃・植木の水
やりなどをしながらの見守り活動
応募方法…電話で事前申し込みのうえ防犯講習を受講
1.電話による事前申し込み…期間／2月1日（金）〜22
日（金）8:30〜17:15
2.登録受付および防犯講習（いずれか1日）
①3月9日（日）9:30〜11:00
南平公民館ホール
滷3月9日（日）14:00〜15:30
戸塚環境センター研修室
澆3月16日（日）9:30〜11:00
芝公民館ホール
④3月16日（日）14:00〜15:30
横曽根分署トレーニングルーム
費用…260円（ボランティア活動保険加入料）
受け付け・問い合わせ…防犯対策室 蘂258-5707
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自転車置場（青空駐輪・無人）
の補充受付
年度末のキャンセル見込み分の補充受付を実施します。
新たに募集する自転車置場の詳細は、2月20日（水）か
ら各自転車置場の立看板、各自転車駐車場、川口駅前行
政センター、各駅連絡室（西川口・蕨駅前芝）、
ホームペ
ージに掲示します。利用希望のかたは、記入例にそって
郵便往復はがきで申し込みください。
申請期間…2月20日（水）〜3月6日（木）当日消印有効
注意…専用の申請書はありません。申請は1人1通のみ
有効（現在利用中のかたは申し込みできません）。申請
多数の場合は公開抽選で決定します。
問い合わせ…交通安全対策課

学校給食調理員パートタイマー
内容…学校給食の調理・配食・食器洗浄など
雇用期間…4月から（6ヵ月更新／最長1年）給食実施
日および前2日、後1日（配置学校によって期間が異な
る場合有り）
勤務時間…①8:30〜14:00（実働5時間）
滷12:30〜15:30（実働3時間）のいずれか
勤務場所…市内自校調理小学校
時給…890円〜910円
交通費…市の基準により支給
募集人員…5時間勤務・3時間勤務とも若干名
応募資格…市内在住で、安行、幸町、差間、戸塚、芝西地
区に通勤できるかた
応募方法…2月15日（金）までに学校保健課へ電話連絡、
2月下旬に面接。面接時に、
写真を貼付した履歴書を持参。
問い合わせ…学校保健課

平成20年度川口市
少年少女発明クラブ員
基礎工作…・木を使った工作や、電気の仕組みを利用し
た工作を行います。
・テーマを決めて図面を書く練習を
したり、図面を見ながら材料の加工・組立てを行います。
アイデア工作…自由にテーマを決めて材料の工夫をし
ながら製作を行います。
特別活動…博物館や工場などの見学や体験活動を行い
ます。
対象…市内在住・在学の小学4年生〜中学2年生
活動期間…4月5日（土）〜平成21年3月まで 第1・3
土曜日9:30〜11:30
活動場所…産業文化会館（青木町公園北側）
募集人数…15人程度（先着順）
費用…年会費1人10,000円（材料費を含む）
申し込み方法…事務局で配布する応募用紙に記入のう
え、持参または郵送
申し込み期間…2月6日（水）〜22日（金）
問い合わせ…（財）川口産業振興公社内川口市少年少
女発明クラブ事務局（担当:竹内） 〒333-0844 上青
木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター7階
蘂263-1110 薨262-8882

川口市社会福祉保健審議会委員
名称…川口市社会福祉保健審議会
審議内容…社会福祉事業ならびに保健事業に係る市か
ら提出された議題を審議していただきます。
募集人員…女性2人
委員の任期…5月15日〜平成22年5月14日（2年間）
応募資格…市内在住・在勤・在学の20歳以上（平成19
年4月1日現在）のかたで、
福祉や保健分野に関心があり、
継続して平日の昼間の会議（年3回開催予定）に出席で
き、なおかつ市のほかの審議会などの委員に就任して
おらず現在ボランティア活動に従事されているかた
応募方法…テーマ「地域福祉とボランティア」について
任意の書式に600〜800字以内で小論文を作成し、応
募申込書を添付し（必要事項を記入）郵送・FAX・Eメー
ル・持参のいずれかにより応募ください。なお、応募申
込書は福祉課ならびに市役所本庁舎総合受付、市内各
公民館、図書館、支所および川口駅前行政センターで受
領いただくか、市ホームページからダウンロードしてく
ださい。提出いただいた応募申込書と小論文は返却で
きませんので、
ご了承ください。
応募期間…2月2日（土）〜3月5日（水）なお、直接持参
される場合は月〜金曜日の8:30〜17:15までにお越
しください。
（土・日曜日・祝日は除く）また、郵送の場合
は締切日消印有効とします。
選考方法…応募申込書および小論文を基に書類選考に
より決定し、
選考結果は応募者全員に郵送で通知します。
報酬…条例に基づき支給 ※交通費は支給しません
送付・提出…〒332-8601 青木2-1-1 福祉課
問い合わせ…蘂258-1110 薨257-6600
Eメール083.01000@city.kawaguchi.saitama.jp

川口市住居表示審議会委員
名称…川口市住居表示審議会
趣旨…市の住居表示整備事業に広くみなさんの意見を
反映するために、委員の公募を行うもの
審議事項…市の住居表示整備事業の総合的かつ計画
的な推進について必要な事項
職務…年2回（予定）の会議に参加し、住居表示整備事
業に関して審議・決定する。
募集人員…1人（委員総数は15人）
委員の任期…5月15日〜平成22年5月14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・在学するかたで、平成19年4月1日現
在で満20歳以上のかた
・これまで市政の推進に関する取り組みなどの実績があ
るかた
・市の住居表示整備事業に関心があり、平日の昼間に開
催する会議に継続して出席できるかた
・市のほかの審議会などの委員でないかた
・国および地方公共団体の常勤の職員、議員ではないか
た
応募方法…応募申込書（市役所第二庁舎3階計画管理
課にあります。または市のホームページからもダウンロ
ードできます。）に必要事項を記入し、小論文（テーマは
「川口市の町名、歴史などについて」。任意の書式でA4
版・字数は800字以内。）とともに計画管理課まで提出
ください。提出方法は、郵送、Eメールまたは持参。郵送
による応募は、締切日消印まで有効。なお、応募された
かたの小論文は返却および公開しませんのでご了承く
ださい。
応募期間…2月14日（木）〜3月14日（金）締切日必着。
持参の場合は市役所の開庁時間内の受付。
選考方法…委員の選考は、応募申込書、小論文の内容
をもとに行い、選考結果は、応募者全員に4月末日まで
に書面で通知
報酬…条例に基づき支給 ※交通費は支給しません
問い合わせ…計画管理課住居表示係
〒332-8601 青木2-1-1
蘂258-1219 薨258-4753
Eメール120.01000@city.kawaguchi.saitama.jp

自衛官
募集項目

募集資格

受付期間

2等陸海空士

18歳以上27歳未満の男子

随時受付
採用試験
2月16日（土）

予備自衛官補
（一般）

18歳以上34歳未満のかた

予備自衛官補 18歳以上で国家免許資格などを有するかた
（技能） （資格により55歳未満〜53歳未満のかた）
問い合わせ…自衛隊埼玉地方協力本部募集課
蘂048-831-6043
http://www.mod.go.jp/pco/saitama/

1月9日（水）〜
4月9日（水）

