川口市─早稲田大学協働連携事業

「スペシャル・タスクフォース」参加企業

川口市健康・生きがいづくり推進協議会委員
名称…川口市健康・生きがいづくり推進協議会
趣旨…市民の「健康・生きがいづくり」
・
「食育」に関
する施策に広く市民のみなさんの意見を反映させ
るために、委員の公募を行うもの
審議事項…健康・生きがいづくりならびに食育に関
する施策に係る必要な事項
職務…年2〜5回程度平日の会議に参加し、健康・生
きがいづくりならびに食育に関する事項を審議する
募集人数…1人（委員総数は20人）
委員の任期…委嘱の日〜平成22年3月31日（水）
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内在住で、応募日現在、満20歳以上のかた
・健康・生きがいづくりならびに食育に関心があり、当
該審議会に継続して会議に出席し、意見を述べら
れるかた
応募方法…次のものを、保健衛生課まで、郵送、Eメ
ール、
または持参ください。
①応募申込書
応募申込書は、市役所1階市政情報コーナー、市
民会館1階保健衛生課にあります。また、市のホー
ムページからもダウンロードできます。
滷小論文
テーマ「健康・生きがいづくりに関する私の考え」
について、任意の書式でA4版600字から800字
以内。応募されたかたの小論文は返却および公開
をしませんのでご了承ください。
応募期間…4月1日（水）〜5月1日（金）まで。郵送
は締切日必着。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…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、応募申込書および小
論文の内容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。
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…保健衛生課庶務係
〒332-8601 青木2-1-1 蘂258-1110
Eメール 087.01000@city.kawaguchi.lg.jp

川口市廃棄物対策審議会委員
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
反映するために、委員の公募を行うもの
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5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（水）〜平成23年6月30日（木）
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
・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5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…テーマ「3Rのうちリデュースの推進に
ついて（家庭ごみ有料化を中心として）」について、
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、Eメール、
または持参
ください。応募申込書は、廃棄物対策課のほか、市役
所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、
市の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…5月1日（金）〜6月2日（火） 郵送は締
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
でに書面で通知します。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。
（審議会など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。※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
蘂228-5370
Eメール 090.03000@city.kawaguchi.lg.jp

「なぜ、時間がないのだろう?」
「なぜ、不良品が多
いのだろう?」とお悩みの経営者のみなさん、大学院
教授のアドバイスを受けながら、現状を変えてみま
せんか。
市では、中小企業の経営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」の21年度
参加企業を募集します。
説明会…4月19日（日）10:30 メディアセブン
申し込み…電話またはFAXで、会社名、氏名、電話番
号、住所をお知らせください。
蘂258-1110 薨259-2622
締め切り…4月16日（木）
問い合わせ…商工課商工業振興係

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2日（日）〜11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…25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）
滷高校生海外派遣事業派遣生
期間…7月20日（祝）〜8月10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…20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・滷共通
募集要項配布先…市役所、各支所、駅連絡室、川口
駅前行政センター、教育局指導課、各公民館、各図書
館、市内中学校、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（水）〜16日（木） 郵送の
場合は4月16日（木）までの消印有効
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

統計登録調査員
仕事内容…各種統計調査の調査票の配布・記入説明・
回収、調査書類の整理・点検など
応募資格…20歳以上で、税務・警察・選挙に直接関
係のないかた。責任をもって調査事務を遂行でき、
調査上知り得た秘密を保持できるかた
報酬…調査内容、受持件数に応じて支払い
※詳細、応募方法については市ホームページをご覧
いただくか、問い合わせください。
申し込み・問い合わせ…総合政策課統計係
蘂257-1127

荒川市民会議
「第7期川口ARAKAWAフォーラム」
応募資格…荒川に熱い思いのある18歳以上の市内
在住・在勤のかた
活動内容…荒川に関する学習や情報交換、
さまざま
なテーマに対する討議や提言を行います。
活動期間…6月〜23年3月（予定）
募集人数…20人程度
〒
申し込み…参加申込書に必要事項を記入の上、
332-8601 青木2-1-1 都市計画部公園課「川口
ARAKAWAフォーラム事務局」まで郵送またはFAX
で申し込み。
締め切り…4月27日（月） ※参加申込書は、市役
所第二庁舎公園課、河川課、各支所、川口駅前行政
センターに用意してあります。
問い合わせ…公園課
蘂258-1231 薨258-4753

医療センター職員
採用予定日…7月1日（水）
受付締切…持参／4月1日（水）〜10日（金）
9:00〜17:00
郵送／4月11日（土）消印有効
受付方法…持参または郵送
送付先…医療センター庶務課庶務係
〒332-0833 西新井宿180番地
募集職種 募集人数

診療情報
管理士

募集要件

〔年齢〕
昭和44年7月
2日以降に生ま
れたかた
1人
〔資格要件〕
診療情報管理
士の有資格者
実務経験5年
以上のかた

試験日

申込方法

1次試験
4月18日（土）
2次試験
「川口市職員採用
5月16日（土）試験申込書」に記
入の上、資格の写
しを添付して持参
または郵送。

問い合わせ…医療センター庶務課
蘂287-2525

「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（月）〜平成22年3月31日
（水）
募集地区…青木、芝の各地区に1カ所増設
問い合わせ…介護保険課

親と子の自然環境調査
日程…① 5 月 9 日（土） 潸平成22年1月16日（土）
滷 7 月11日（土） 澁平成22年3月13日（土）
澆 9 月12日（土）
④11月14日（土） ※年6回を通じた事業です。
時間…9:00〜12:00（雨天決行）
場所…見沼自然の家周辺
対象…市内在住の小学生およびその保護者
定員…30組（60人）
申し込み…4月30日（木）までに電話またはFAX・E
メールで環境総務課まで申し込み（先着順）。
FAX・Eメールでの申し込みは、参加希望児童・保護
者氏名、学年、住所、電話番号を記入し送信。
問い合わせ…環境総務課
蘂228-5376 薨228-5322
Eメール 090.01012@city.kawaguchi.lg.jp

川口グリーンカーテン大作戦
「サポート隊」
ゴーヤなどのつる性の植物による自然のカーテン
で、暑い夏に少しでもエアコンの使用を抑え、地球と
体にやさしい生活を実践する『川口グリーンカーテ
ン大作戦』を今年も実施します。
本事業の実施にあたり、市内の花屋さんなどで「グ
リーンカーテン」に必要な、苗や種、
プランターやネ
ットなどを扱っていて『川口グリーンカーテン大作戦』
を始めるかたのサポートをしてくれるお店を募集し
ます。
詳細は環境総務課のホームページをご覧ください。
問い合わせ…環境総務課 蘂228-5376
国際ロータリー第２７７０地区

市民講演会

日時 … 4 月2 9日（ 祝 ）1 4 : 2 0 〜 1 6 : 0 0（ 受 付
13:30〜）
場所…フレンディア
テーマ…「皆で考えよう明日の福祉と高齢社会」
講師…さわやか福祉財団理事長 堀田 力 氏
参加費…無料
問い合わせ…国際ロータリー第2770地区事務局
蘂090-3214-1229 海老原
かわぐち市民パートナーステーション
蘂227-7633
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