平成２０年川口市職員採用試験

わかゆり学園代替職員・代替保育士

試験日…9月21日（日）
募集案内・申込書…8月6日（水）から市役所2
階職員課、川口駅前行政センター、市内各支所、
図書館、西川口駅連絡室および蕨駅前芝連絡
室で配布します。
申し込み…「川口市職員採用試験申込書」に
必要事項を記入のうえ、9月2日（火）、3日（水）
10:00〜16:00の間に、市役所2階第3会議
室に申込者本人が持参。または配達記録郵便
で8月29日（金）
〔消印有効〕まで郵送。
問い合わせ…職員課 蘂258-4804（直通）

募集人員…①代替職員1人 滷代替保育士1人
（保育士資格取得者）
募集内容…①知的障害者の作業補助・生活支援、
多少のパソコン操作など 滷障害児療育（未
就学児童）業務
期間…契約月から6ヵ月間
勤務時間…毎週月〜金曜日8:30〜17:15
受付期間…随時
賃金…日額7,450円
応募…事前に問い合わせのうえ、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284-3450

募集職種

採 用
予定数

学 歴

現
業
義務教育課程を
若干名
（給食調理員）
修了したかた

対象年齢
昭和48年
4月2日
以降生まれ

※詳細は8月6日（水）以降に市ホームページ
または募集案内で確認してください。

市役所パートタイマー
募集人員…50人程度
勤務内容…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…10月1日（水）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…本庁舎、第二庁舎、川口駅前キュポ・
ラ本館棟、戸塚支所、保健センター、朝日環境
センター、看護専門学校、水道庁舎、消防本部
などの市の施設
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、9月9日（火）
10:00または14:00に市役所本庁舎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、採用後の業務
において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258-4804（直通）

医療センター職員
採用予定日…平成21年5月1日（金）
受付締切…9月27日（土）必着
受付方法…持参または郵送
送付先…〒332-0833 西新井宿180番地
川口市立医療センター庶務課庶務係
募集職種 募集人数

臨床検査
技 師

募集要件

試験日

申込方法

〈年齢〉
「川口市職員採用
1次試験
昭和49年4月
10月4日（土） 試験申込書」に記
2日以降に生ま
入のうえ、各種証
れたかた
明書、免許の写し
2次試験
1人
〈資格要件〉
（1次試験合格 を添付して上記送
臨床検査技師
付先まで郵送また
者対象）
免許取得見込者・
11月1日（土） は持参ください。
有資格者

問い合わせ…医療センター庶務課
蘂287-2525

健康生きがいづくりアドバイザー
資格取得者補助事業
対象者…（財）健康・生きがい開発財団が指定
する養成講座を受講し、平成21年3月31日（火）
までに資格を取得した後、市の事業にボランテ
ィアで協力していただけるかた。
補助額…42,000円 補助人数…6人（先着順）
受付…8月4日（月）〜
問い合わせ…保健衛生課
※養成講座の問い合わせ…（財）健康・生きが
い開発財団 蘂03-3818-1451
広報かわぐち2008. 8

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、土曜日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…保育士資格を有し、保育士登録済
みのかた
応募方法…履歴書に写真を貼付し、保育士証
の写しを添えて市役所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
〜 1 9 : 0 0 、土 曜 日 7 : 3 0 〜 9 : 3 0 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問いません。
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

交通安全対策業務パートタイマー

第21回「市民短歌賞」作品
選者特別賞新設

作品…短歌2首（未発表のもの）
参加費…1,000円
大会…10月18日（土）リリア大会議室
応募締め切り…8月31日（日）
応募用紙請求・問い合わせ…川口市短歌連合会
事務局（高橋） 蘂・薨296-2934

川口市社会福祉事業団正規介護職員
職種 人員

学歴・資格など

年

齢

学校教育法による大学、
短期大学（専門学校など含
む）、高校を卒業したかた、
または平成21年3月まで
に卒業見込みのかた
社会福祉主事任用資格、
介護福祉士、社会福祉士、
介護支援専門員、ホームヘ 昭 和 5 4 年 4
介護 10人 ルパー2級以上のいずれ
月2日以降に
職員 程度 かの資格を取得のかた、ま
生まれたかた
たは平成21年3月までに
取得見込みのかた
ただし、介護支援専門員、
ホームヘルパー2級以上に
ついては第1次試験日（9
月21日（日））現在資格取
得のかた

①共済加入受付補助
募集人員…1人
業務内容…窓口での共済加入受付補助
勤務時間…毎週月〜金曜日 10:00〜16:00
勤務場所…市役所5階交通安全対策課
滷交通安全教室補助
募集人員…1人
業務内容…学校などでの交通安全教室補助
勤務時間…8:30〜14:30
勤務場所…市役所5階交通安全対策課ほか
①滷とも
期間…10月1日（水）〜平成21年3月31日（火）
時給…830円
応募方法…履歴書に写真を貼付し9月1日（月）
10:00〜11:30または13:00〜15:00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。
問い合わせ…交通安全対策課

第1次試験日…9月21日（日）
募集案内…8月1日（金）から本部事務局で配
布する所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
8 月1日（ 金 ）〜9 月1 9日（ 金 ）の 9 : 0 0〜
16:00（土、日曜・祝日を除く）に本部事務局
に本人が持参。
採用予定日…平成21年4月1日（水）
問い合わせ…社会福祉事業団 蘂297-0677

市役所『ミニギャラリー』の利用

自衛官

対象…市内在住・在勤または市内に活動の拠
点を置く個人または団体
場所…市役所本庁舎1階ロビー
募集期間…10月1日（水）〜平成21年3月
31日（火）9:00〜17:00（本庁舎の閉庁日
は利用できません）までのうち、下記（1）
・
（2）
の期間
（1）各月1日から15日まで（搬入・搬出を含む）
（2）各月16日から末日まで（搬入・搬出を含む）
※市の主催事業などで使用する場合があり、
希望どおり使用できない日もあります。
※壁面を利用した展示に限ります。
申込期間…8月11日（月）〜（9:00〜17:00）
申込方法…文化推進室へ直接お越しください。
使用料…無料
問い合わせ…文化推進室 蘂258-1116

募集種目

資

格

採用予定人数

受付期間

人文・社会学専攻約65人
防衛大学校 高卒（見込含） （うち女子5人）
（一般） 21歳未満のかた 理工学専攻約285人
9月8日（月）〜
（うち女子25人）
20日（土）まで
防 衛 医 科 高卒（見込含）
約80人
到着の願書有効
大 学 校 21歳未満のかた
看護学生

高卒（見込含）
24歳未満のかた

10月および
18歳以上
来春採用
27歳未満の男子
陸・海・空士

約70人
多数採用予定

随時受け付け

問い合わせ…自衛隊埼玉地方協力本部募集
課 蘂048-831-6043

