
広報こしがやお知らせ版　平成27年（2015年）7月号 ４

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

＊人数は採用予定人数です。特に記載がない職種の採用予定人数は若干名です
【試験区分Ⅰ】

事務職員：
3０人程度

大学卒
大学院修士課程修了以上（見込み可）の最終学歴を有し、昭和63年4月
2日以降に生まれた方。または、大学卒業（見込み可）の最終学歴を有し、
平成2年4月2日以降に生まれた方

次の①～④のすべてに該当する方
①身体障害者手帳の交付を受けていること
②介護者なしに事務職としての職務遂行が可能なこと
③活字印刷文による筆記試験に対応できること
④高等学校、短期大学または大学卒業以上（見込み可）の最終学歴を有し、昭和
50年4月2日以降に生まれた方
学校（最終学歴）で、建築、土木、機械、電気、化学等に関する学科を修め、次のい
ずれかに該当する方

保育士資格（見込み可）を有し、昭和61年4月2日以降に生まれた方

学校（最終学歴）で、機械工学に関する学科（※）を修め、昭和55年4月2日以降に生
まれた方
※機械工学科、機械科、精密機械学科、産業機械工学科、機関科、化学機械学科、
生産機械工学科

他に次の①～③をすべてに該当する方
①矯正視力を含み、両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること
②赤色、青色および黄色の識別が可能であること
③聴力が左右とも正常であること

短期大学卒業（見込み可）の最終学歴を有し、平成5年4月2日以降に生まれた方

高等学校卒業（見込み可）の最終学歴を有し、平成7年4月2日以降に生まれた方

短期大学卒業（見込み可）の最終学歴を有し、平成3年4月2日以降に生まれた方

高等学校卒業（見込み可）の最終学歴を有し、平成5年4月2日以降に生まれた方

大学院修士課程修了以上（見込み可）の最終学歴を有し、昭和61年4月
2日以降に生まれた方。または、大学卒業（見込み可）の最終学歴を有し、
昭和63年4月2日以降に生まれた方

大学卒業以上（見込み可）の最終学歴を有し、平成2年4月2日以降に生まれた方
短期大学卒業（見込み可）の最終学歴を有
し、平成5年4月2日以降に生まれた方（※）
高等学校卒業（見込み可）の最終学歴を有
し、平成7年4月2日以降に生まれた方（※）

事務職員
（身体障がい
者対象）

〈第１次試験日〉　9月20日㈰（教養試験・作文試験）
〈申込み方法・期間〉　郵　　送：7月17日㈮～ 31日㈮（消印有効）
　　　　　　　　　　電子申請：7月17日㈮、午前8時30分～ 24日㈮、午後5時
＊申込みは、募集要項を確認のうえ手続きを行ってください。募集要項は、人事課､市役所総合受付、
北部・南部出張所、パスポートセンター、保健センター、保健所、産業雇用支援センター、消防本部
総務課、各地区センターでお配りしているほか、市ホームページにも掲載しています

短大卒

技術職員

技術職員
（機械）：１人

保 育 士

大学卒

短大卒

高校卒

高校卒

消 防 士

大学卒

短大卒 ※救急救命士免許（見
込み不可）を有する場
合は、平成2年4月2日以
降に生まれた方高校卒

職種：人数 受　験　資　格

【試験区分Ⅱ】（予定）

事務職員
（福祉）

事務職員
（民間企業等職務
経験者対象）
技術職員
（民間企業等職務
経験者対象）

保育士
（実務経験者対象）

栄養士

埼玉県内市町村職員採用合同説明会（越谷市も参加します）
〈日時〉　７月９日㈭、13：00 ～ 18：00　〈会場〉　さいたまスーパーアリーナ
〈内容〉　市町村の特色や仕事の内容、勤務条件などについて
B彩の国さいたま人づくり広域連合　市町村職員担当☎０４８－６６４－６６８１

B人事課（本庁舎２階）☎９６３－９１３２

B青少年課（第二庁舎２階）☎963－9158

昭和55年4月2日以降に生まれた方で、次の①または②のいずれかに該当する方
①社会福祉士資格（見込み不可）を有する方
②精神保健福祉士資格（見込み不可）を有する方

民間企業等の職務経験が3年以上(※1)ある方で、昭和55年4月2日以降に
生まれた方

民間企業等で、建築、土木、機械、電気、化学等に関する職務経験が3年以
上（※1）ある方で、昭和55年4月2日以降に生まれた方

保育士資格（見込み不可）を有し、保育所または幼稚園における実務経験が3年
以上（※2）ある方で、昭和50年4月2日から昭和61年4月1日までの間に生まれた方

管理栄養士免許（見込み不可）を有し、昭和55年4月2日以降に生まれた方

獣医師 獣医師免許（見込み可）を有し、昭和55年4月2日以降に生まれた方

薬剤師 薬剤師免許（見込み可）を有し、昭和55年4月2日以降に生まれた方

現業職員 昭和55年4月2日以降に生まれた方。または、大型自動車免許を有し、昭和55年4月2日
以降に生まれた方。または、調理師免許を有し、昭和55年4月2日以降に生まれた方

（※1）平成27年8月31日現在。なお、民間企業等の常勤の従業員（常勤社員と同じ勤務形態の場合
の契約社員・派遣社員等を含む）または自営業者等として、同一の企業等に6カ月以上継続して就
業していた期間（休職等で休んでいた期間を除く）が該当し、同一期間内に複数の企業等で就業し
ていた場合は、いずれか一方の経験に限ります

（※2）平成27年8月31日現在。なお、児童福祉法第７条に規定する児童福祉施設の保育士、または
学校教育法第1条に規定する幼稚園の幼稚園教諭が該当し、正職員（常勤職員と同様の勤務形
態〔おおむね週4分の3以上勤務〕の場合の非常勤・アルバイト等を含む）として、同一の施設等に6カ
月以上継続して就業していた期間（休職等で休んでいた期間を除く）とします。ただし、同一期間内
に複数の施設等で就業していた場合は、いずれか一方の経験に限ります

〈第１次試験日〉　10月18日㈰
＊申込み方法など詳しくは、市ホームページ（8月28日㈮から）および広報こしがやおしらせ版9月号で
お知らせします

職　　種 受　験　資　格

平成２8年４月１日採用　市職員を募集します

学童保育夏期パート指導員を募集します
対　　象

勤務場所

20歳以上で、高校卒業以上の方76人。期間中、兼職はできません

市内学童保育室のいずれか勤務内容 小学生の保育補助

賃　　金 時給1030円

勤務日時
7月21日（火）～8月31日（月）（土曜・日曜日を除く）
8：30～13：00または14：00～18：30

申 込 み 7月17日（金）までに履歴書を本人が直接青少年課へ。定員になりしだい締め切り

B人事課（本庁舎２階）☎９６３－９１３２

B人事課（本庁舎２階）☎９６３－９１３２

◇10月１日付採用保育士

◇9月１日採用フリー保育士・担任保育士（非常勤職員）

保育士資格をお持ちの方（見込み不可）で、保育所または
幼稚園における実務経験が3年以上ある方で、昭和49年
4月2日以降に生まれた方

7月6日㈪～ 21日㈫。申込みは、募集要項を確認のうえ手続きを行ってください。募集要項は、人
事課､市役所総合受付､北部・南部出張所､パスポートセンター、保健センター、保健所、産業
雇用支援センター、各地区センターでお配りしているほか、市ホームページにも掲載しています

7月15日㈬（土曜・日曜日を除く。午前8時30分～午後5時15分）までに、写真を貼った履歴書と
保育士証の写しを本人が直接、人事課へお持ちください。後日、面接等による選考を行います
＊すでに臨時職員登録をしている方が応募する場合は、履歴書は不要ですが申込み手続き
は必要です。受付期間内に電話または直接人事課へ

対　　象

申込み期間

第1次試験日 選考方法

募集人数 若干名

教養・作文試験8月2日㈰

B市立病院庶務課（〠343－8577東越谷 10－47－1）☎965－2221

対　　象

勤務内容

賃　　金

勤務日時

申 込 み

募集人数

勤務場所

採用日現在65歳未満で保育士資格をお持ちの方
保育に関する業務。担任保育士は主に乳児クラスの担任
月給15万5200円。社会保険加入あり
（月曜～金曜日）9：00～16：30　※月１～２回程度土曜日のローテーション勤務あり

若干名
保育所

◇時間外保育パート

（月曜～金曜日）①朝7：00～ 9：00 夕16：30～ 18：30 ②朝7：00～ 9：00 夕16：30～ 19：00
＊上記時間帯のうち、あらかじめ指定する時間で朝夕いずれも勤務。月１～２回程度土曜
日のローテーション勤務あり
写真を貼った履歴書と保育士証をお持ちの方はその写しを本人が直接、人事課へお持ちくだ
さい。後日、面接等による選考を行います

対　　象

勤務内容

賃　　金

勤務日時

申 込 み

募集人数

勤務場所

保育士資格をお持ちの方または育児経験のある方
時間外保育業務
時給1030円。社会保険加入なし

若干名
保育所

　申込みは、履歴書・応募職種の免許証の写しなど必要書類を特定記録または簡易書留郵便で郵送
（消印有効）または市立病院庶務課へ持参（土曜・日曜日、祝日を除く。午前8時30分～午後5時15分）し
てください。⑴⑵について詳しくは、募集要項をご覧ください。募集要項は、市立病院庶務課、市役所総
合受付、人事課でお配りしているほか、市立病院ホームページから印刷できます。
＊院内保育室を利用できます
＊このほか、臨時職員（助産師・看護師）を随時募集しています

市では、文書の送付等に使用する広告入り共通封筒の無償提供者を募集します。
〈規　　格〉　①角型2号（横240㎜×縦332㎜）４万５０００枚

②長型3号（横120㎜×縦235㎜）９万枚
〈広告掲載範囲（封筒裏面）〉

①角型2号（最大…横210㎜×縦227㎜）
②長型3号（最大…横102㎜×縦164㎜）
＊広告内容等は事前に協議します

〈応募資格〉　契約に係る指名停止等の措置を受けていないこと
〈申 込 み〉　７月２２日（水）までに直接総務管理課(本庁舎２階)へ。応募者多数の場合は

審査のうえ決定します。詳しくは、市ホームページをご覧ください
B総務管理課☎９６３－９１３４　D９６５－６４３３　
H10031400@city.koshigaya.saitama.jp

広告入り共通封筒の無償提供者を募集します

　市立図書館と市内各図書室（北部図書室、南部図書室、中央図書室）の新刊雑誌のカバ
ー等へ掲載する広告を募集しています。
　これは、雑誌スポンサー制度といわれるもので、スポンサーの方に、雑誌の購入費用を
負担いただくかわりに、その雑誌の最新号のカバーや書架扉に広告を掲載することがで
きる制度です。本制度により、スポンサーの方に雑誌を広告媒体として活用していただく
とともに、図書館サービスの充実を図ります。
〈対　　象〉　企業、商店、団体など
〈申 込 み〉　申込書に広告案、企業等の概要が分かるものを添えて、直接市立図書館へ。

申込書は市立図書館で配布しているほか、市立図書館ホームページ
（http://lib.city.koshigaya.saitama.jp/）から印刷可。詳しくは、市立図書
館ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください

B市立図書館 ☎９６５－２６５５（月曜日休館）

図書館の雑誌に広告を掲載しませんか　～雑誌スポンサー募集～

職種・人数
⑴助産師・看護師

受験資格

①看護師：若干名 平成27年10月1日

②助産師・看護師
　：30人程度

採用日

〈試験日〉　①8月8日㈯　②8月8日㈯または9月12日㈯（いずれも作文・面接試験）
〈申込み期間〉　①7月3日㈮～ 24日㈮　②7月3日㈮～ 24日㈮または8月7日㈮～ 28日㈮

看護師免許取得者（見込み不可）で、二交代または三交
代勤務が可能な方

平成28年4月1日 応募職種免許取得者（見込み可）で、二交代または三交
代勤務が可能な方

職種・人数
⑵言語聴覚士・栄養士

受験資格

①言語聴覚士：１人 平成27年10月1日

②栄養士：１人

採用日

〈試験日〉　①8月8日㈯　②9月12日㈯（いずれも学科・作文・面接試験）
〈申込み期間〉　①7月3日㈮～ 24日㈮　②8月7日㈮～ 28日㈮

昭和60年4月2日以降に生まれた方で言語聴覚士免許を
お持ちの方（見込み不可） 

平成28年4月1日 昭和61年4月2日以降に生まれた方で管理栄養士免許をお
持ちの方（見込み不可）で、変則勤務が可能な方 

対　　象
⑶育児休業代替看護師

備　　考選考方法
身分、待遇等は正規職員と同じです。雇用期間
は３年程度ですが、その間に正規職員の採用試
験を受験し、合格することで正規職員になるこ
とができます 

看護師免許をお持ちの方
で、二交代または三交代
勤務が可能な方：20人程
度

作文・面接試験。申
込み・試験は随時
行います

対　　象
⑷任期付短時間看護師

備　　考選考方法

雇用期間は１年程度ですが、延長する場
合があります 

看護師免許をお持ちの方で、週
30時間程度（時間は指定）の勤
務が可能な方：10人程度

作文・面接試験。申
込み・試験は随時
行います

市立病院職員を募集します

市の職員等を募集します

市の臨時職員の登録を受け付けます


