川口市社会福祉保健審議会委員

臨時保育士・保育補助員

審議内容…社会福祉事業並びに保健事業に係る本
市から提出された議題を審議していただきます。
募集人数…2人
委員の任期…5月15日〜平成26年5月14日（2年
間）
応募資格…市内在住・在勤・在学の満20歳以上（応
募日現在）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、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、
応募申込書に必要事項を記入の上、
郵送・FAX・
メール・直接持参のいずれかでご応募ください。応
募申込書は福祉総務課、
本庁舎総合受付、
各公民館、
各支所、
川口駅前行政センター、
各図書館で配布し
ます。市ホームページからもダウンロードできます。
また、
提出され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…2月1日（水）〜3月2日（金）郵送の場合
は締切日消印有効。
選考方法…応募申込書と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、
「審議会等の設置
及び運営等に関する指針」に基づき、
審議会等委員
の兼任については当審議会を含め3審議会以内と
します。
報酬…条例に基づき支給します。※交通費は支給し
ません。
送付・提出・問い合わせ…福祉総務課
〒332-8601 青木2-1-1
蘂048-259-7929 薨048-257-6600
Eメール 083.01000@city.kawaguchi.lg.jp

●臨時保育士の募集
業務内容…公立保育所での児童の保育
勤務時間…平日8:30〜17:00、土曜日8:30〜
12:15
（土曜日は月2回程度で、
交代勤務となります。）
※保育所開所時間は7:30〜19:00または7:30〜
20:00につき交代制での勤務があります。
勤務体制…4週7休制
賃金…月額160,500円
応募資格…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
応募方法…履歴書（写真貼付）と保育士証の写しを
市役所第二庁舎3階保育課へ持参。
その他…社会保険制度加入
●保育補助員の募集
業務内容…児童の保育補助
勤務時間…月〜土曜日の①早番対応7:30〜10:30
②遅番対応16:00〜19:00または16:00〜20:00
③早・遅番対応7:30〜9:30および16:00〜19:00
の内補助の必要な時間
時給…1,060円〜1,100円
応募資格…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
応募方法…履歴書（写真貼付）と保育士証の写しを
市役所第二庁舎3階保育課へ持参。

市役所パートタイマー
募集人数…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2日（月）から最長6カ月間
勤務時間…毎週月〜金曜日10:00〜16:00
勤務場所…市役所本庁舎および周辺庁舎、
芝支所、
川口駅前キュポ・ラ本館棟、
わかゆり学園、
保健セン
ター、
戸塚環境センター、
グリーンセンター、
公営競
技事務所、
鳩ヶ谷庁舎などの施設（募集場所が変更
になる場合があります。）
時給…830円（雇用保険加入による個人負担あり）
交通費…通勤距離が片道2km以上の場合（徒歩通
勤を除く）は規程により支給します。なお、
駐車場と
駐輪場代の支給はありません。
年齢制限…なし
応募方法…履歴書に写真を貼付し、
受付日時に受付
場所へ本人が持参。受付日当日に簡単な面接を行い、
後日書類審査を経て決定します。
受付日時…3月1日（木）10:00〜14:00（事前予
約は必要ありません。）
受付場所…職員会館（青木3-7-3）
持ち物…ボールペン（受付日当日記入する書類があ
ります。）
※パソコン能力は採用の絶対条件ではありませんが、
採用後の業務で簡単な入力操作がある場合があり
ますのでご了承ください。
問い合わせ…職員課 蘂048-258-4804

子育て支援センター補助職員
募集人数…南青木保育所・戸塚西保育所 各1人
業務内容…子育て支援センター事業の業務
採用予定日…4月2日（月）
（最長1年）
勤務時間…毎週月〜金曜日 9:00〜15:00
時給…840円
応募資格…保育士または幼稚園教諭の資格取得者で、
実務経験のあるかた
応募方法…履歴書に写真を添付し、
2月24日（金）
までに、
市役所第二庁舎3階保育課へ持参。
※提出された履歴書は返却しません
採用方法…書類審査と面接で決定（面接日は後日ご
連絡します）
問い合わせ…保育課保育係 蘂048-258-4097
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採用方法…藺登録制になります藺希望などを確認し
ます藺保育所の状況に応じ随時連絡します藺書類
審査・面接で決定します藺採用時期はそれぞれ異な
ります
問い合わせ…保育課庶務係 蘂048-258-4096

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
期間…採用日から6カ月
（6カ月更新／最長1年）
勤務時間…①8:30〜14:00（実働5時間）、
②12:30
〜15:30（実働3時間）のいずれか（勤務校により多少
時間帯の変更あり）
勤務場所…市内自校調理校（表を参照）
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時給…890円（調理師免許、栄養士免許保有者は
910円）
交通費…市の基準により支給
応募資格…市内在住のかた
応募方法…所定のパートタイマー登録書に記入し、
本人が学校保健課まで持参。パート給食調理員採用
希望者名簿に登録し、欠員などが生じた場合、登録
されているかたに対し、
学校保健課から連絡します。
パートタイマー登録書は、市ホームページからダウ
ンロードしてください。登録期間は約1年です。
選考方法…書類審査、
簡単な面接で決定します。
問い合わせ…学校保健課 蘂048-259-7665

景観サポーター
（合併に伴う追加募集）
景観について学び、
身近な景観資源を発見する簡
単な作業を行うことができ、
年に数回程度の会議に
参加できるかた。
任期…約1年間
対象者…市内在住、
在勤で満20歳以上のかた（大
学教授などの学識経験者、
公務員、
議会議員、
市の行
政委員会などに携わっているかたは除く）
募集人数…若干名
募集期間…2月1日（水）〜29日（水）必着
応募方法…応募希望のかたへ募集要項を送付します。
申し込みは、
電話、
FAX、
Eメールなどでお願いします。
申し込み・問い合わせ…都市計画課景観計画係（鳩
ヶ谷庁舎5階 三ツ和1-14-3）
〒332-8601 青木2-1-1（郵送先）
蘂048-242-6333 薨048-285-2003
Eメール 120.02000@city.kawaguchi.lg.jp

留守家庭児童保育室
臨時指導員（春休みアルバイト）
応募資格…18歳以上で児童保育に熱意があり健康
なかた（高校生不可）
期間…3月27日
（火）
〜4月6日
（金）
（土・日曜を除く）
勤務時間…8:00〜18:30までの間の5時間（シフ
ト有）
時給…890円（保育士・幼稚園・学校教諭などの有
資格者は910円）
勤務場所…市内の小学校
募集予定人数…20人
問い合わせ…社会福祉協議会
蘂048-240-0170

自衛官
●自衛隊一般幹部候補生
試験日…1次試験5月12日（土）
資格…22歳以上26歳未満のかた（平成25年4月
1日現在）
受付期間…2月1日（水）〜4月27日（金）
●予備自衛官補
試験日…4月13日（金）〜16日（月）
資格…18歳以上34歳未満のかた（平成24年7月
1日現在）
受付期間…4月4日（水）
まで
試験種目…筆記試験・口述試験・適性検査・身体検査
予備自衛官の概要…予備自衛官は、非常勤の国家
公務員として、
普段はそれぞれの職業に従事しながら、
訓練召集命令により出頭し、
訓練を受けます。教育
訓練時には、
日額7,900円が支給されます。
詳細は下記へお問い合わせください。
問い合わせ…朝霞地域事務所
蘂048-466-4435

自転車置場補充受付
年度末のキャンセル見込み分の補充受け付けを
実施します。2月10日（金）から、
詳細を駅周辺各自
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、
西川口駅連絡室・蕨駅前芝連絡室での掲
示および交通安全対策課ホームページでご案内しま
す。ご覧の上、
お申し込みください。
申請期間…2月10日（金）〜3月2日（金）当日消印
有効
抽選日時…3月9日（金）10:00〜
抽選場所…市役所第二庁舎地階第1・第2会議室
※所定の申請書はありませんので往復はがきでお
申し込みください。※申請は一人1通のみ有効です。
※申請多数の場合、
公開抽選で決定します（出席の
義務はありません）。※現在ご利用中のかたは原則
として申し込みできません。
問い合わせ…交通安全対策課対策係
蘂048-259-9003

平成24年度盛人大学
農業体験コース受講者
資格…50歳以上の市内在住・在勤で全課程を受講
できるかた
費用…受講料2,500円および教材費6,000円（苗、
肥料など）
定員…36人
場所…農業実習＝畑（西立野） 講座＝かわぐち市
民パートナーステーションほか
日程…①4月8日（日） ②4月15日（日） ③5月6日（日）
④ 5 月20日（日）⑤ 6 月 3 日（日）⑥ 6 月17日（日）
⑦ 7 月 1 日（日）⑧ 7 月15日（日）⑨ 8 月 5 日（日）
⑩ 8 月19日（日）⑪ 9 月 2 日（日）⑫ 9 月 9 日（日）
⑬10月 7 日（日）⑭10月21日（日）⑮11月 4 日（日）
⑯11月18日（日）
※農業実習＝②③④⑤⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑯
各10:00〜12:00
※講座＝①⑥⑩⑮ 各14:00〜17:00
（そのほか11月25日（日）収穫祭、
3月卒業式あり）
申込方法…募集要項に基づき申し込みください。募
集要項は、
かわぐち市民パートナーステーション、
各
支所、
各公民館、
川口駅前行政センター、
各図書館で
配布します。
募集期間…2月24日（金）まで。応募者多数の場合
は抽選
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

「ひったくり」や「振り込め詐欺」などにご注意ください

