川口市健康・生きがいづくり
推進協議会委員

わかゆり学園代替保育士・代替職員・
パートタイマー看護師・パートタイマー

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
映させるため委員を公募します。
審議事項…健康・生きがいづくりと食育に関する
施策に必要な事項
職務…年2〜5回程度平日の会議に参加し、上記
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26年3月31日
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・生きがいづくりと食育に関心があり、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、本庁舎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、市ホームページからもダウンロードで
きます。
②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判600
字から800字以内。提出いただいた小論文は返
却・公開をしませんのでご了承ください。
応募期間…4月2日（月）〜5月7日（月）郵送は
締切日必着。
選考方法…市のほかの審議会などの委員ではな
いかたを優先し、応募申込書と小論文の内容を
もとに書類選考で決定。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048-259-9024
Eメール 087.01000@city.kawaguchi.lg.jp

募集人数…①代替保育士1人（保育士資格取得者）
②代替職員1人 ③パートタイマー看護師1人（看
護師資格取得者） ④パートタイマー1人
募集内容…①障害児療育（未就学児童）業務
②④知的障害者の生活・作業支援など ③利用
者（障害者）の健康衛生管理、医療ケアの実施、
生活支援など
勤務期間…①③④契約日から6カ月間（6カ月間
延長可）②5月1日から6カ月間（6カ月間延長可）
勤務時間…①②毎週月〜金曜日8:30〜17:15
③④毎週月〜金曜日9:30〜15:30
受付期間…随時
賃金…①②日額7,450円 ③時給1,400円
④時給920円
その他…①②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。面接と
簡単な実習で後日決定
問い合わせ…わかゆり学園
蘂048-284-3450

採用予定日…8月1日（水）
受付締切…郵送の場合／5月9日（水）必着
持参の場合／5月1日（火）〜9日（水）
の平日（9:00〜17:00）
受付方法…持参または郵送
募集職種

募集人数

臨床検査
技師

1人

薬剤師

1人

募集要件
募集職種の免
許取得者で昭
和51年8月2
日以降に生ま
れたかた

試験日

申込方法

「川口市職員採用
試験申込書」に記
5月19日（土） 入の上、免許の写
9:15集合 しなど必要書類を
添付して下記まで
郵送か持参

問い合せ・送付先…医療センター庶務課庶務係
〒333-0833 西新井宿180
蘂048-287-2525

川口市上下水道事業運営審議会委員
趣旨…上下水道事業の合理的な管理運営を図り、
適正な計画を設定するため、調査審議する審議
会で、広く市民のみなさんの意見を反映させる
ため、委員を公募します。
審議事項…1. 水道料金・下水道使用料に関する
こと。 2. 水道利用加入金に関すること。 3. 基
本計画・年次計画に関すること。 4. そのほか上
下水道事業の管理運営・計画設定に係る重要事
項に関すること。
職務…年4〜5回開催の会議に参加し、上記事項
を審議する 募集人数…2人
委員の任期…委嘱の日から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・在学で、応募日現在、満20歳以
上のかた
・上下水道事業に関心があり、平日の昼間に開催
する会議に継続して出席できるかた
応募方法…テーマ「川口市の上下水道事業につ
いて」任意の書式に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・
Eメール・持参のいずれかで提出してください。
なお、応募申込書は、本庁舎1階市政情報コーナ
ー・水道局2階水道総務課にあります。また、市ホ
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と小論文は返却・公
開をしませんのでご了承ください。
応募期間…4月1日（日）〜30日（振） 郵送は
締切日消印有効。持参は開庁時間内の受け付け。
選考方法…市のほかの審議会などの委員ではな
いかたを優先し、応募申込書と小論文の内容をも
とに決定。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…水道総務課庶務係
〒332-8501 青木5-13-1
蘂048-258-4132 薨048-256-4871
Eメール water@city.kawaguchi.lg.jp
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医療センター職員

市税徴収嘱託員
応募資格…30歳以上62歳未満の健康なかた
勤務内容…戸別訪問による市税の収納・納税相談
勤務地…市内
勤務時間…1日5時間、土・日曜日を含む週4日
募集人数…若干名
報酬…基本報酬月額56,000円に能率報酬加
算（平成22年度平均月額約17万円）
そのほか…健康保険・厚生年金保険・雇用保険へ
の加入
説明会…4月24日（火）14:00〜本庁舎2階第
3会議室
応募方法…市指定の履歴書で応募
受付日／5月8日（火）〜10日（木）
受付時間／9:00〜16:00
※履歴書は説明会時に配布
選考方法…面接で決定
面接日…5月18日（金）14:30〜
採用日…6月1日（金）
問い合わせ…納税課 蘂048-259-7645

川口市バリアフリーマップ
への掲載施設
障害者や高齢者、乳幼児をお連れのかたなどが
安心して外出し、行動範囲を拡大できるように、
バリアフリー施設の整備状況の情報提供を行う
ためのバリアフリーマップ（市ホームページで公
開）への掲載施設を追加募集します。
掲載内容…施設のバリアフリー状況など
申込方法…下記問い合わせ先にご連絡ください。
※掲載にあたり、一定の条件があります。詳細は
市ホームページをご覧ください。
募集期間…4月27日（金）まで
問い合わせ…都市計画課施設計画係
蘂048-242-6331

市有店舗入居者
物件一覧
物件番号
仲町5号
栄町1号
幸町4号

所在地
西川口5-2-1
UR川口仲町1・2階
栄町3-11-21
UR川口栄町1階
幸町3-8-25
UR川口幸町1・2階

募集
数

面

1戸

約72裃

67,500円

1戸

約34裃

52,100円

1戸

約67裃

56,200円

積

貸付料
月額（予定）

保証金…貸付料の6カ月分
入居期間…平成24年7月から3年間（定期借家）
申込資格…次のすべての条件を満たすかた
①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。②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。③店舗を経営する能力のあるかた。
④市税などの滞納がないかた。⑤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…4月16日（月）〜5月8日（火）
土・日曜、祝日を除く
申込受付期間…5月9日（水）〜11日（金）
※店舗入居の可否は、選考で決定。
申込書配布場所・申込受付・問い合わせ…管財課
蘂048-258-1248

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1日（水）〜10日（金）
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…20
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、燃油サーチャー
ジ高騰の場合、追加徴収あり）
※健康診断書と旅券取得費用、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
②高校生海外派遣事業派遣生
期間…7月19日（木）〜8月9日（木）
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…15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、燃油サーチャ
ージ高騰の場合、追加徴収あり）
※健康診断書と旅券取得費用、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・②共通
募集要項配布先…本庁舎・各支所・各駅連絡室・
川口駅前行政センター・教育局指導課・各公民館・
各図書館・市立中学校・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2日（月）〜12日（木）郵送
は締切日消印有効
申し込み・問い合わせ…教育局指導課
蘂048-259-7661〜3（土・日曜日は除く）

福祉の日デザイン画
テーマ…勇気をだして 差しのべて
君の優しさ 大きな力
目的…本市は10月25日を福祉の日と制定する
とともに、デザイン画をとおして市民一人ひとり
がそれぞれの立場で福祉の心を育て、思いやり
で支えあう福祉のまちづくりの推進を図る。
応募資格…市内在住・在勤のかた（小学生以上）
応募方法…270mm×190mm（8ッ切り画用
紙の半分の大きさ）の画用紙・上質紙などに描い
て、裏面に住所・氏名（ふりがな）
・年齢・学年（学
校名）
・職業・電話番号を記入し提出。
（規格以外
の用紙サイズは審査対象外となります。）
選考方法…小学生の部と中学生・一般の部に分
けて選考を行います。
表彰…最優秀賞・優秀賞・佳作入賞者には賞状、
記念品贈呈。入賞作品は社会福祉大会ポスター・
福祉刊行物などに使用させていただきます。また、
応募者全員に記念品を贈呈します。
締め切り…6月13日（水）必着
提出先…①窓口持参…福祉総務課社会係（市役
所第二庁舎5階）、
わかゆり学園、
社会福祉協議会、
社会福祉事業団、
川口駅前行政センター、
各支所、
各公民館 ②郵送…〒332-8601 青木2-1-1
福祉総務課内 川口市福祉の日推進委員会
問い合わせ…福祉総務課社会係
蘂048-259-7647

「ひったくり」や「振り込め詐欺」などにご注意ください

