加西市公共料金等未収金収納業務委託について

加西市職員採用（社会人経験者採用）のご案内

加西市では、公共料金等の未収金の収納業務を民間事業者に委託します。プロポーザル方式により全国公募し、回収

市では、民間企業等で培った経験や知識、柔軟な発想を市政の中で発揮できる方を求めています。高い志と強い使命

方法、コンプライアンス、委託料など、提案書の最も優秀な事業者に決定。民間の創意工夫を最大限活用し、未収金の

感を持ち、加西市を外からの視点で変革できる方の応募をお待ちしています。

発生防止と回収の向上を図ります。公共料金等 6 事業の収納業務一括委託は全国初です。

募集職種

■委託先

■委託時期

ニッテレ債権回収株式会社
本社

平成 20 年 10 月より開始予定

東京都港区芝浦 3 丁目 16 番 20 号

受験資格

事務（社会人）

２名程度

昭和 49 年 4 月 2 日から昭和 59 年 4 月 1 日までに生まれた人で、民間企業等での
職務経験が３年以上ある人

①住宅改修資金等貸付金（人権推進課☎㊷ 8727）

※職務経験には、正規社員やアルバイト等を問いません。また民間企業等には、自営業や官公庁・病院勤務等を含みます。

②国営加古川西部土地改良事業負担金（農政課☎㊷ 7523)

受験申込・試験日程等

法）に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理・

③市営住宅使用料（施設管理課☎㊷ 8750）

回収のエキスパートです。

④し尿収集手数料（衛生センター☎㊻ 0334）

また、業界初のプライバシーマークを取得し、個人
情報保護とコンプライアンスを重視した姿勢で業務に
あたります。（会社案内より抜粋）

⑥保育所（園）保育料（こども未来課☎㊷ 8726）

ガソリン ･混合ガソリンの適正貯蔵
■ガソリンを自宅において貯蔵・保管される場合は、携行

する「平成 20 年度第２回インターネットオークション」

缶等の金属製の容器を使用しましょう。灯油用ポリエチレ

を 10 月 22 日〜 24 日（参加申込：10 月 2 日〜 16 日）に

ン容器はガソリンの貯蔵には材質上不適切です。

実施します。加西市ホームページより参加できますので、

貯蔵量についての注意

ぜひ、ご参加ください。

200ℓ以上

開催しますので、あわせてご参加く
ださい。

⇒ 消防法による市長の許可

40ℓ以上 200ℓ未満 ⇒ 加西市火災予防条例による届出
■混合ガソリンの貯蔵・保管についても、ガソリン同様金
れているポリエチレン製の容器は、混合ガソリンを作る際

10:00 〜 15:00
場所：加西市役所 1 階多目的ホール

☎㊷8714

平成 20 年 9 月 16 日（火）〜 10 月 16 日（木） 土日祝除く午前 8 時 30 分〜午後 5 時 10 分
持参または郵送によりお申込みください。（期限内必着のこと）

申込先

〒 675-2395

に使用しても金属製の容器に移し替えましょう。

【問合先】 加西市消防本部

☎㊷0119

ごみが減っています。ご協力ありがとうございます。
市民のみなさまのご理解とご協力を頂き、お蔭様で 4月から指定ごみ袋にスムーズに移行できました。4 〜 8月のゴミ

加西市北条町横尾 1000 番地

加西市役所総務部総務課人事係（庁舎 3 Ｆ）

試験日程・種目（一次試験） 平成 20 年 10 月 25 日（土）午前 9 時 15 分〜

教養試験・適性試験・面接試験

※詳しくは募集要項をご覧ください。
※募集要項や受験申込書は市役所で配布または、市ホームページからもダウンロードできます。

【問合先】 総務課 ☎㊷8702

秘書課スタッフ募集

属製の容器を使いましょう。混合ガソリン用として市販さ

日時：10 月 11 日（土）

受付期間

受験申込

☎㊷8714

市税滞納者から差押えた動産をインターネット上で公売

また、動産の下見会を以下の通り

提出書類

受験申込書等のほか、次の書類を添付
○職務経歴書（市所定の様式）
○課題論文（Ａ 4 用紙 3 枚以上 4 枚以内、ワープロソフト等で作成のもの）
※論題「自分の経験やスキルを加西市でどう活かすか。」

⑤市立加西病院医療費（加西病院医事課☎㊷ 2200）

【問合先】 収納課

第２回加西市インターネットオークション開催

【問合先】 収納課

採用予定人数

■委託する公共料金等（担当課）

「債権管理回収業に関する特別措置法」（サービサー

▲公売物件下見会場

職種

臨時職員の募集

秘書・政策立案業務（補助）などを
行うスタッフ（臨時職員）1名を募集。
募集期間：9/22（月）〜 10/8（水）
勤務時間：8：30 〜 17：15 まで
（時間外勤務あり）
採用期間：H20.10/15 〜 H21.3/31
（期間延長あり）
賃金：時給1,000円※通勤手当なし
応募資格：会社等での勤務経験が 3
年以上ある方。要パソコンスキル。
応募方法：履歴書（市販のもので顔
写真添付）を下記まで郵送
選考方法：書類審査および面接
面接日：10/11（土）
問合先：総務課 ☎㊷8702

職種・資格：介護支援専門員、保健師、
社会福祉士のいずれかの免許・資格
を有する方。
募集人員：若干名
採用期間：H20.10/1 〜 H21.3/31
（更新あり）
勤務時間：8:30 〜 17:15
業務内容：加西市地域包括支援セン
ター業務（介護保険予防ケアマネジ
メント、相談業務等）
賃金：日額10,160円〜（経験により）
応募方法：履歴書および免許・資格
の写しを 9/24（水）までに提出して
ください。郵送可。期限内必着。
問合先：総務課 ☎㊷8702

市立加西病院職員募集
■助産師 2名程度
昭和41年4月2日以降生まれの方で、
助産師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。
■看護師 7名程度
昭和46年4月2日以降生まれの方で、
看護師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。
受付期間：9/16(火) 〜 10/15(水)
採用試験：10/18(土)
問合先：市立加西病院経営推進室
☎㊷2200

量は、ターミナルへ出されたごみでは前年比 9.29%、
クリーンセンター受付ごみ 34.05%の減量となりました。これからも、

幼稚園・幼児園ウィーク

ごみ減量のため、更なるご協力をお願いします。
単位 トン
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932.07

H19・H20 比較

H19 年 4 〜 8 月

（燃えるごみ・燃やせないごみ・埋立てごみ）
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北条富田地区

172.97 152.67

254.67 229.92

賀茂地区

下里地区

【問合先】 資源リサイクル課 ☎㊻0401

304.29 270.3

九会地区

182.88 168.51

221.74 204.18

富合地区

多加野地区

114.75 103.24

西在田地区

望ましい幼稚園教育の実現を目指し、保護者、
地域、関係諸機関等の一層の理解と信頼を得る
ために、加西市立幼稚園各園・幼児園でオープ

場所：加西市立幼稚園・幼児園（富田・富合幼稚園を除く）

ンスクールや様々な行事を開催します。

時間：9 時 30 分〜 11 時 30 分の間

どうぞ、一度近隣の幼稚園・幼児園へお出か

203.97 186.33

【問合先】

北条幼稚園
下里幼稚園
宇仁幼稚園

内容：内容は各園異なります。
詳しくは各園にお問い合わせください。

けください。
在田地区

期間：１０月１４日（火）〜１６日（木）

☎㊷0420
☎㊽4086
☎㊺1859

北条東幼稚園 ☎㊸1654
九会幼稚園
☎㊾2363
西在田幼稚園 ☎㊹2310

賀茂幼児園 ☎㊻0313
日吉幼稚園 ☎㊺1745
泉 幼稚園 ☎㊹2217
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