川口市都市計画審議会委員
名称…川口市都市計画審議会
趣旨…本市の都市計画の決定などに広く市民の
みなさんの意見を反映させるため公募委員を募
集します。
審議事項…本市が定める都市計画の決定、
その
ほか必要とする事項を審議します。
募集人数…女性2人（委員総数は15人）
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内に在住、
在勤、
在学するかたで、
応募日現在、
満20歳以上のかた ・平日の昼間に開催する
会議（年3〜4回程度）に継続して出席できるか
た ・本市のほかの審議会などの委員となって
いないこと
任期…委嘱日〜平成26年3月31日（約2年間）
応募方法…「川口のまちづくりについて」をテー
マに任意の書式に600字以上800字以内で小
論文を作成し、
応募申込書を添付の上、
都市計画
課まで郵送、
電子メールまたは、
持参ください。
応募希望のかたには、
応募申込書を送付します。
なお、
市ホームページからもダウンロードできます。
また、提出していただいた応募申込書および小
論文の返却や公開はしませんのでご了承ください。
応募期間…12月9日（金）〜1月10日（火）
（郵
送は締切日消印有効）
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2月
末日までに書面で通知します。
報酬…条例に基づき支給
（交通費は支給しません）
問い合わせ・応募先…都市計画課計画推進係（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
Eメール 120.02000@city.kawaguchi.lg.jp

市役所パートタイマー
（交通安全対策課業務）
募集人数…1人
業務内容…窓口での交通・学童等災害共済加入
受付
勤務時間…月〜金曜日11:00〜17:00
勤務場所…交通安全対策課内
雇用期間…2月1日（水）〜3月31日（土）
時給…830円（雇用保険制度個人負担あり）
交通費…市の基準により支給
応募方法…履歴書に写真を貼付し1月5日（木）
10:00〜11:30までに市役所5階大会議室へ
本人が持参。面接および書類審査により後日決定。
問い合わせ…交通安全対策課庶務係
蘂048-258-1110 内線2629

市有店舗入居者
名称…並木市有店舗
所在地…並木2-3-6（UR川口並木町市街地住
宅1階部分）
募集数…1戸（店舗面積約51裃）
貸付料…月額70,500円（予定）
保証金…貸付料の6カ月分
入居期間…平成24年3月から3年間（予定）
申し込み資格…次のすべての条件を満たすかた
・市内に居住している個人、
または市内ですでに
営業している法人。 ・小売業、
対個人サービス業
を現在営んでいるかた、
または今後営もうとして
いるかた。・店舗を経営する能力のあるかた。
・市税などの滞納がないかた。 ・市有店舗として
適切であり、周辺の商業環境に調和する店舗を
予定しているかた。
申込書の配布期間…12月5日（月）〜16日（金）
※土・日曜日を除く
申し込み期間…12月19日（月）〜21日（水）
店 舗 内 覧 日 時 … 1 2 月1 5 日（ 木 ）1 4 : 0 0 〜
15:00
※入居の可否は、
選考により決定します。
申込書配布・受付・問い合わせ…管財課
蘂048-258-1248
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自転車置場・自転車駐車場の
補充受付
①自転車置場（青空駐輪・無人・年間登録）
交通安全対策課窓口で次の置場の受け付け
を行っています。空き状況は、
随時市ホームペー
ジでご案内します。
自転車…川口駅東口第1自転車置場、
西川口駅
西口第5自転車置場、
蕨駅西口第5自転車置場
原付…川口駅東口第1自転車置場、
川口元郷駅
第1自転車置場、
西川口駅東口第1自転車置場、
西川口駅西口第2・第5自転車置場
※なお、
台数に限りがありますので、
満車の際は
ご了承ください。
②自転車駐車場（施設内・管理人在駐・月極利用）
栄町・幸町・西川口・東川口地下・新井宿地下・川
口元郷地下自転車駐車場は現地管理室で受け付
けをします。
※なお、
川口駅東口地下・川口・並木・東川口・戸
塚自転車駐車場のキャンセル待ちなどは現地管
理室に直接お問い合わせください。
問い合わせ…交通安全対策課対策係
蘂048-259-9003

業務内容…介護保険制度における要介護認定調
査関係
募集人数…20人程度
応募資格…保健師、
看護師、
社会福祉士、
介護支
援専門員、
介護福祉士のいずれかの資格を有す
る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3日以上勤務
採用予定日…3月1日（木）
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…履歴書に写真を貼付し、
資格証のコ
ピーを添付の上、
市役所1階介護保険課へ本人
が持参。後日指定日に面接を実施。
申し込み期間…12月15日（木）〜22日（木）
9:00〜16:00
問い合わせ…介護保険課認定係
蘂048-259-7294

平成24年度留守家庭
児童保育室入室の受け付け
来年度から小学校に入学する児童および現在小
学2年生（特別支援学級は5年生）
までの児童で、
4月から保育室に入室を希望されるかたの受け
付けを行います。
対象児童…両親の就労などで昼間留守となって
いる家庭の児童（市立小学1年生から3年生まで、
特別支援学級児童は6年生まで）
設置場所…市内各小学校内
※詳細は、
申請書でご確認ください。
申請書の配布場所…12月1日（木）から学務課・
各留守家庭児童保育室・川口駅前行政センター・
駅連絡室（西川口、
蕨駅前芝、
鳩ヶ谷）で配布（市
ホームページからもダウンロードできます）
受付日および場所

受付日

場

所

1/15（日） 戸塚公民館3階ホール

職 種 人数

学歴・資格

年 齢

学校教育法による大学、短期大学を卒業ま
たは平成24年3月までに卒業見込みのかた、
または高等学校を卒業したかたで、いずれ
昭和47
も普通自動車運転免許取得で、以下のいず
年 4 月2
手話通訳
れかに該当するかた
日以降に
および 1人
①川口市手話通訳者選考試験合格者
生まれた
事
務
②埼玉県手話通訳者選考試験合格者
かた
③厚生労働省手話通訳技能認定（手話通
訳士）試験合格者
④上記と同等の技術を有するかた

試験日…1次試験 : 1月15日（日）、
2次試験 : 2
月10日（金）
（予定）
募集案内・申込書…下記窓口および社協ホーム
ページからダウンロード
申込期間・締め切り…所定の申込書を1月4日
（水）
〜11日（水）の期間に下記窓口へ。平日9:00〜
16:00（時間厳守）の間に持参。
採用年月日…4月1日（日）
問い合わせ…川口市社会福祉協議会
〒332-0031 青木3-3-1 青木会館2階
蘂048-252-1294
URL http://www.kawaguchisyakyo.jp

青少年の健全育成に関する作文

要介護認定調査員

1/14（土） 前川公民館講座室1・2号

社会福祉協議会職員

時 間
10:00〜16:00

1/16（月）
〜
市役所分庁舎2階会議室 10:00〜19:00
1/20（金）
※先着順ではありませんので、都合の良い日に
お越しください。なお、
郵送による受け付けおよ
び標記日程以外の受け付けはできません。
問い合わせ…学務課管理係 蘂048-259-7659

青少年の声を次のテーマで募集します。
応募資格とテーマ…①小学生の部（4年生以上）
「私が感動したこと」
・
「自分の夢・将来について」
②中学生の部「幸せだと感じるとき」
・
「熱中して
いることについて」
応募方法…400字詰原稿用紙を使用し1人1点
①小学生の部3枚以内 ②中学生の部4枚以内
※住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学校名・学年・
クラスを必ず記入してください。
応募締切…1月11日（水）当日必着
表彰…受賞者の発表は2月中旬を予定（該当者
のみ）、
表彰は「川口市明るい街づくり運動推進
大会（3月3日（土）、
リリア）」で行います。
提出・問い合わせ…青少年対策室
蘂048-258-1115

わかゆり学園代替保育士
募集人数…1人（保育士資格取得者）
業務内容…障害児療育（未就学児童）業務
勤務期間…契約の日から6カ月間（6カ月延長可）
勤務時間…月〜金曜日8:30〜17:15
受付期間…随時
賃金…日額7,450円
その他…社会保険制度加入
応募方法…事前に問い合わせの上、
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

留守家庭児童保育室（学童保育室）
パート指導員
市で運営している留守家庭児童保育室のパート
指導員を募集します。
勤務場所…市内小学校（神根、
前川、
芝南、
前川東、
鳩ヶ谷、
里）
募集人数…各校1人
勤務期間…12月20日（火）〜1月11日（水）
※12月29日〜1月3日を除く
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

「ひったくり」や「振り込め詐欺」などにご注意ください

