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令和元年度 久喜宮代衛生組合 会計年度任用職員募集案内 

 

１ 採用人数及び採用区分 

勤務地 採用予定人数 採用区分 

久喜宮代清掃センター（総務課） 

（宮代町大字和戸 1276-1） 
１人 事務補助員 

久喜宮代清掃センター（業務課） 

（宮代町大字和戸 1276-1） 
１人 事務補助員 

菖蒲清掃センター 

（久喜市菖蒲町台 2770-1） 
１人 事務補助員 

八甫清掃センター 

（久喜市八甫 2525） 
１人 事務補助員 

 

２ 勤務条件 

 (1) 久喜宮代清掃センター（総務課） 

区分 内容等 

採用予定人数 １人 

任用期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

※１か月を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。 

※再度の任用制度があります。 

勤務日 週４日 火・水・木・金 

勤務時間 
週２２時間 

午前９時から午後３時３０分まで（休憩１時間） 

勤務場所 
久喜宮代清掃センター（総務課） 

宮代町大字和戸 1276-1 

職務内容 ＰＣを使用した書類作成、書類搬送等 
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給与（報酬等） 

月額８７，９００円 （地域手当を含む） 

※上記のほか、費用弁償（通勤経費）や期末手当など本衛生組合 

規定の手当を支給します。 

給与支給日 

毎月２１日 

※ただし、時間外勤務手当をはじめ実績に応じて支給する諸手当 

については翌月２１日 

休暇 
年次有給休暇や特別休暇など本衛生組合規定の休暇を付

与します。 

社会保険等 

健康保険・厚生年金 適用されません。 

雇用保険 適用されます。 

労働保険 労働者災害補償保険制度が適用されます。 

服務 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

・服務の宣誓     ・法令及び職務命令の遵守義務 

・信用失墜行為の禁止 ・守秘義務  ・職務専念義務 

・政治的行為の制限  ・争議行為等の禁止 

 

 (2) 久喜宮代清掃センター（業務課） 

区分 内容等 

採用予定人数 １人 

任用期間 

令和２年４月１日から令和２年５月３１日まで 

※１か月を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。 

※再度の任用制度があります。 

勤務日 週４日 月・火・木・金 

勤務時間 
週２２時間 

午前９時から午後３時３０分まで（休憩１時間） 

勤務場所 
久喜宮代清掃センター（業務課） 

宮代町大字和戸 1276-1 

職務内容 ＰＣを使用した書類作成等 
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給与（報酬等） 

月額８７，９００円 （地域手当を含む） 

※上記のほか、費用弁償（通勤経費）や期末手当など本衛生組合 

規定の手当を支給します。 

給与支給日 

毎月２１日 

※ただし、時間外勤務手当をはじめ実績に応じて支給する諸手当 

については翌月２１日 

休暇 
年次有給休暇や特別休暇など本衛生組合規定の休暇を付

与します。 

社会保険等 

健康保険・厚生年金 適用されません。 

雇用保険 適用されます。 

労働保険 労働者災害補償保険制度が適用されます。 

服務 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

・服務の宣誓     ・法令及び職務命令の遵守義務 

・信用失墜行為の禁止 ・守秘義務  ・職務専念義務 

・政治的行為の制限  ・争議行為等の禁止 

 

 (3) 菖蒲清掃センター 

区分 内容等 

採用予定人数 １人 

任用期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

※１か月を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。 

※再度の任用制度があります。 

勤務日 週３日 月・木・金 

勤務時間 
週２３時間１５分 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩１時間） 

勤務場所 
菖蒲清掃センター 

久喜市菖蒲町台 2770-1 

職務内容 ＰＣを使用した書類作成等 
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給与（報酬等） 

月額９３，０００円 （地域手当を含む） 

※上記のほか、費用弁償（通勤経費）や期末手当など本衛生組合 

規定の手当を支給します。 

給与支給日 

毎月２１日 

※ただし、時間外勤務手当をはじめ実績に応じて支給する諸手当 

については翌月２１日 

休暇 
年次有給休暇や特別休暇など本衛生組合規定の休暇を付

与します。 

社会保険等 

健康保険・厚生年金 適用されます。 

雇用保険 適用されます。 

労働保険 労働者災害補償保険制度が適用されます。 

服務 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

・服務の宣誓     ・法令及び職務命令の遵守義務 

・信用失墜行為の禁止 ・守秘義務  ・職務専念義務 

・政治的行為の制限  ・争議行為等の禁止 

 

 (4) 八甫清掃センター 

区分 内容等 

採用予定人数 １人 

任用期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

※１か月を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。 

※再度の任用制度があります。 

勤務日 週４日 火・水・木・金 

勤務時間 
週２２時間 

午前９時から午後３時３０分まで（休憩１時間） 

勤務場所 
八甫清掃センター 

久喜市八甫 2525 

職務内容 ＰＣを使用した書類作成、書類搬送等 
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給与（報酬等） 

月額８７，９００円 （地域手当を含む） 

※上記のほか、費用弁償（通勤経費）や期末手当など本衛生組合 

規定の手当を支給します。 

給与支給日 

毎月２１日 

※ただし、時間外勤務手当をはじめ実績に応じて支給する諸手当 

については翌月２１日 

休暇 
年次有給休暇や特別休暇など本衛生組合規定の休暇を付

与します。 

社会保険等 

健康保険・厚生年金 適用されません。 

雇用保険 適用されます。 

労働保険 労働者災害補償保険制度が適用されます。 

服務 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

・服務の宣誓     ・法令及び職務命令の遵守義務 

・信用失墜行為の禁止 ・守秘義務  ・職務専念義務 

・政治的行為の制限  ・争議行為等の禁止 

 

３ 受験資格 

  応募にあたり、必要な資格はありません。ただし、次に該当する方は、受

験することはできません。 

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの方 

  ・久喜宮代衛生組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない方 

  ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した方 
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４ 応募方法 

 (1) 提出書類 

提出書類 配布場所等 

募集申込書 

令和元年度久喜宮代衛生組合会計年度任用職員募集申込書 

 申込書は、久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センター及

び八甫清掃センターで配布します。また、久喜宮代衛生組

合ホームページからもダウンロードできます。 

写真 募集申込書に、指定の大きさの写真を貼付してください。 

 (2) 応募期間 

令和２年２月１０日（月）～令和２年２月２１日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

   ※閉庁日（土・日・祝日）は、令和２年２月１１日（火・建国記念の日）

のみ受付を行います。 

 (3) 提出方法・提出場所 

   お申込みいただく本人が、久喜宮代清掃センターに提出書類を持参して

ください。郵送・メールによる申込みはできません。 

 (4) その他 

  ア 提出いただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

  イ 募集申込書に記載された個人情報については、本採用試験及び任用の

手続きに必要な範囲内で利用します。 

  ウ 書類提出時に、受験票を交付しますので、選考試験時に必ずご持参く

ださい。 

 

５ 選考試験 

項目 内容等 

試験日 令和２年３月２日（月） 応募者多数の場合は別途定める 

選考 面接試験（主に職務適性を評価） 

試験結果 

発表 

採用者決定後、受験者に合否を通知（令和２年３月９日以降・

郵送）します。なお、合否結果についてのお問い合わせには、

お答えできません。 



7 

 

６ 申込みから採用までのスケジュール 

日程 項目 備考 

2/10（月）から 

2/21（金）まで 
応募期間 

・募集申込書を久喜宮代清掃セン

ターに持参してください。 

・受験票を交付します。 

3/2（月）～ 選考（面接）試験 受験票をご持参ください。 

3/9（月）以降 試験結果通知 郵送で試験結果を通知します。 

4/1（水） 任用日  

 

７ お問い合わせ 

  久喜宮代衛生組合 総務課 庶務係 

  電話  ０４８０－３４－２０４２（代表） ※平日 8:30～17:15 

  FAX   ０４８０－３２－５３６１ 

  E-mail soumu@crt-kuki.miyashiro.saitama.jp 

  ホームページ http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/ 
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令和元年度 久喜宮代衛生組合会計年度任用職員 募集申込書 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

写真を貼付 

氏名 

生年月日 

昭和・平成 

    年   月   日生（満   歳） 

現住所 〒（   ‐    ） 

 

 

電話 

番号 

自宅 （    ）   －     

携帯 （   ）    ‐     

最終 

学歴 
年  月  卒業 

職歴 

在職期間 勤務先 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

希 望 

勤務先 

希望順位を記入（希望しない勤務先は記入しない） 

（  ） 久喜宮代清掃センター（総務課） 

（  ） 久喜宮代清掃センター（業務課） 

（  ） 菖蒲清掃センター 

（  ） 八甫清掃センター 

祝日 □祝日勤務可 □祝日勤務不可 

通勤 □公共交通機関 □自動車 □自転車・徒歩 

【裏面あり】 
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自動車

運転 

免許 

名称 

種類 

   年  月取得 

   年  月取得 

   年  月取得 

資格 

免許 

取得年月日 資格・免許の名称 

  年  月取得  

  年  月取得  

  年  月取得  

  年  月取得  

志望動機（自由記載） 

 

 

 

 

 

活かしたい能力（自由記載） 

 

 

 

 

 

自己 PR（自由記載） 

 

 

 

 

 

 


