
広報えたじま　平成28年2月⑫

○年齢条件は、平成28年４月１日現在でのもの。
○募集職種の横に（臨時）とあるものは任期が原則６カ月（最長１年）、それ以外の職種の任期は原則１年。
○募集職種の横に（臨時）とあるものは、市内在住の方が対象です。
○職種に※があるものは、勤務条件によって（雇用保険・社会保険）または（雇用保険のみ）に加入できます。
○平成28年8月１日から本庁が現在の大柿分庁舎へ移転します。それに伴い勤務地が変更する職種があります。ご
了承ください。

募集期間…２月１日㈪～８日㈪

募集人数　４人　報酬額　時間給１,０８０円
応募資格
　○市内に住んでいる人
　○受付期限までに、身体障害者手帳の１級か２級
　　の交付を受けた人
　○自力で通勤でき、介助者なしで仕事ができる人

　○平成28年４月１日現在で、66歳未満の人
勤務条件　１日５～６時間で週５日勤務
勤務場所　市役所大柿分庁舎または支所など
申込期限　２月８日㈪
※申込書は、市役所本庁・各支所・福祉事務所にあ
　ります。

嘱託員を募集します～障害者手帳をお持ちの方が対象～ 問総務課　☎（４０）２２１１㈹

募集職種
配属先など 人数 職務内容・勤務時間・賃金 必要な資格・

技能・年齢条件など 問い合わせ担当課

母子・父子自立支援員兼
家庭相談員※
◇子育て支援センター

2人
ＤＶ・児童虐待・母子家庭の自立支援などの相
談業務
週5日×5～6時間◇時給1,080円

66歳未満
児童福祉に関する相談指導等、知識・
経験を有するもの（教諭,社会福祉主事
等、児童福祉行政の経験者） 子育て支援センター

☎(42)2852
調理員（臨時）※
◇保育施設給食センター 2人

給食調理業務◇5日×7時間45分
調理師資格あり・・・時給900円
調理師資格なし・・・時給820円

59歳未満
採用決定後に健康診断書を提出
調理師資格者優遇

環境美化作業員（臨時）※
◇商工観光課 4人 市道，市の施設等の清掃作業（草刈り等）

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満
普通自動車免許

商工観光課
☎(40)2771

一般事務員（臨時）※
◇建設課 若干名 建設課での一般事務

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満　
普通自動車免許��一通りのパソコン操作

建設課
☎(40)2772

公園管理人※
◇鹿川水源地公園及び鹿
田公園

2人 鹿川水源地公園及び鹿田公園の管理
1か月19日　1日6時間◇日額7,680円

66歳未満　普通自動車免許
草刈機等機具が使用できること
土・日・祝の勤務ができること

都市整備課
☎(40)2773

一般事務※
◇水道業務課 1人 窓口収納業務・料金関係全般など事務作業全般

週5日×5～6時間◇時給880円
66歳未満
普通自動車免許

水道業務課
☎(42)3311

水洗化促進員※
◇下水道課 2人 下水道水洗化促進業務

週４日×７時間15分◇時給880円
66歳未満　
普通自動車免許
一通りのパソコン操作

下水道課
☎(42)3911

大柿自然環境体験学習
交流館専門員※
◇さとうみ科学館

2人 さとうみ科学館運営業務
週5日×5～6時間◇月額181,000円

66歳未満　
普通自動車免許
教員免許等有資格者を優遇 学校教育課

☎(40)3035大柿自然環境体験学習
交流館一般事務員※
◇さとうみ科学館

1人 さとうみ科学館での一般事務
週5日×5～6時間◇時給880円

66歳未満　
普通自動車免許
一通りのパソコン操作

調理員（臨時）※
◇江田島・能美の各学校給
食共同調理場いずれか

4人
江田島調理場２人・西能美調理場２人
給食調理業務◇5日×7時間45分以内
調理師資格あり・・・時給900円
調理師資格なし・・・時給820円

59歳未満
採用決定後に健康診断書を提出
調理師資格者優遇

西能美学校給食共同
調理場
☎(45)2864

総合運動公園長※
◇市総合運動公園 1人 総合運動公園の管理業務

週5日×5時間30分◇時給1,500円 66歳未満　普通自動車免許

生涯学習課
☎(40)3037

放課後児童支援員
◇各放課後児童クラブ 計9人

各放課後児童クラブでの放課後健全育成事業に
係る業務及び児童館での児童の生活指導業務
週５日×４時間◇時給：900円

66歳未満　普通自動車免許
保育士・教員免許など有資格者優遇

一般事務員※
◇大柿地区歴史資料館・灘尾記念文庫 2人 灘尾記念文庫での一般事務

週3日×7時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
一般事務員※
◇学びの館 2人 学びの館での一般事務

週3日×7時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
公民館長※
◇江田島・中町・沖美公民館 各1人 公民館での館長業務

週5日×5～6時間◇時給1,500円 66歳未満　普通自動車免許
公民館一般事務員①※
◇江田島・大柿・中町・沖美公民館 各1人 各公民館での一般事務

週5日×5～6時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
公民館一般事務員②※
◇切串公民館 2人 切串公民館での一般事務※出張所事務を兼ねる

週5日×5～6時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
公民館一般事務員③※
◇宮ノ原・鷲部公民館 各1人 各公民館での一般事務

週5日×4時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
公民館図書司書※
◇大柿公民館 1人 大柿公民館図書室での図書司書業務

週5日×5～6時間◇時給1,080円
66歳未満　普通自動車免許
図書司書

公民館図書室一般事務員※
◇大柿公民館 2人 大柿公民館図書室での業務

週5日×5～6時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
図書司書※
◇江田島・能美図書館 各2人 図書館での図書司書業務

週5日×5～6時間◇時給1,080円
66歳未満　普通自動車免許
図書司書

図書館一般事務員※
◇江田島・能美図書館 各1人 図書館での図書業務

週5日×5～6時間◇時給880円 66歳未満　普通自動車免許
一般事務員※
◇消防本部 1人 消防本部総務課での一般事務

週5日×5～6時間◇時給880円
66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

消防本部総務課
☎(40)0351

広報えたじま　平成28年2月⑬

　応募用紙は、市役所本庁や支所にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。応募される方は、
申込用紙を総務課（市役所本庁２階）、各支所、市民サービスセンターのいずれかへ提出してください。仕事
の詳しい内容などは、問い合わせ担当課へご連絡ください。面接日などは別途お知らせします。
※面接は２月中旬の平日に行います。原則として面接日の変更はできませんので、ご了承ください。
※記載されている募集職種は予定のものです。詳しくは応募申込用紙をご覧ください。

平成 28 年度雇用予定の嘱託員・臨時職員募集

募集職種
配属先など 人数� 職務内容・勤務時間・賃金 必要な資格・

技能・年齢条件など 問い合わせ担当課
書類送達業務員
◇総務課 4人 書類送達業務◇時給800円

週4日×4時間（8時30分～12時30分）
66歳未満
普通自動車免許 総務課　　

☎(40)2211一般事務員（臨時）※
◇総務課 1人 選挙事務補助及び文書整理等に係る事務

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

一般事務員（臨時）※
◇交流促進課 １人 交流促進課での民泊に係る事務

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満
普通自動車免許�

交流促進課
☎(40)2785

一般事務員
◇鹿川出張所・高田出
張所

３人
○鹿川出張所での窓口業務　2人
週2～3日×4時間◇時給880円
○高田出張所での窓口業務　1人
週5日×4時間◇時給880円

66歳未満
一通りのパソコン操作

市民生活課
☎(40)2764一般事務員※

◇市民サービスセンター ２人 市民サービスセンターでの窓口業務
週4日×7時間◇時給1,080円

66歳未満
一通りのパソコン操作

一般事務員（臨時）※
◇市民生活課 １人 個人番号カードの申請及び交付に係る事務

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満
一通りのパソコン操作

徴収嘱託員※
◇本庁 １人 税金の訪問徴収事務

週5日×5～6時間◇時給1,280円
66歳未満
一通りのパソコン操作
普通自動車免許�

収納推進課
☎(40)2766

一般事務員（臨時）※
◇環境課 １人 環境課での一般事務

週5日×7時間45分　◇時給800円
59歳未満　一通りのパソコン操作
普通自動車免許�

環境課
☎(40)2768

一般事務員（臨時）※
◇税務課 １人 税務課での一般事務　期間：平成28年4月～6月ま

での3か月間　週5日×7時間45分　◇時給800円 59歳未満 税務課
☎(40)2765

専任指導員※
◇大柿厚生文化センター １人 隣保館管理運営業務、連絡所業務兼務

週5日×5～6時間◇時給960円
66歳未満
普通自動車免許� 人権推進課

☎(40)2767専任指導員※
◇三高会館 1人 隣保館管理運営業務

週5日×5～6時間◇時給960円
66歳未満
普通自動車免許�

一般事務員※
◇江田島コミュニティセンター １人

江田島コミュニティセンターでの一般事務（小
用出張所事務を兼ねる）
週5日×5～6時間◇時給880円

66歳未満
一通りのパソコン操作 江田島支所

☎(42)1111一般事務員※
◇小用・秋月・大須出張所 各１人

出張所での窓口業務　週5日×4時間◇時給
880円（小用出張所はコミュニティセンター事
務を兼ねる）

66歳未満
一通りのパソコン操作

宿直員
◇沖美支所 1人 沖美支所での宿直業務◇日給5,580円

週2～3日　17：15～翌8：30 76歳未満 沖美支所
☎(48)0211

宿日直員
◇大柿支所 2人

大柿支所での宿直業務◇日給5,580円
週2～3日　17：15～翌8：30又は土日祝8：
30～17：15

76歳未満 大柿支所
☎(57)3000一般事務員

◇深江連絡所 2人 深江連絡所での窓口業務
週2～3日×4時間◇時給880円 66歳未満

一般事務員（臨時）※
◇社会福祉課 1人 社会福祉課での児童手当支給に係る事務

週5日×7時間45分◇時給800円
59歳未満
一通りのパソコン操作 社会福祉課

☎(40)3177一般事務員（臨時）※
◇社会福祉課 2人

社会福祉課での年金生活者等支援臨時福祉給付
金等取扱事務に係る事務
週5日×7時間45分◇時給800円

59歳未満
一通りのパソコン操作

管理栄養士又は栄養士※
◇保健医療課 1人

栄養士業務，食生活改善指導等
週5日×6時間◇管理栄養士1080円、栄養士
980円

66歳未満
管理栄養士又は栄養士免許 保健医療課

☎(40)3247保健師又は看護師（臨
時）※
◇保健医療課

1人 保健医療課での各種保健事業に係る事務
週5日×7時間45分◇時給1,080円

59歳未満
保健師又は看護師免許

一般事務員（臨時）※
◇高齢介護課 1人 介護認定発送及び台帳入力等に係る事務

週5日×7時間45分◇時給800円 59歳未満　一通りのパソコン操作 高齢介護課
☎(40)3177

介護支援専門員※
◇地域包括支援センター 1人

介護予防サービス計画等に関する事務
週5日以内×6時間以内（相談に応じる）
月額20,000円＋ケアプラン作成数
（1件につき　新規6,400円　継続3,700円　
連携2,700円）

66歳未満　介護支援専門員
普通自動車免許

地域包括支援センター
☎(40)3571介護予防推進員※

（保健・医療・福祉関
係の有資格者）
◇地域包括支援センター

若干名
介護予防教室に関する業務
週3～5日×4～6時間
◇時給980～1,280円（資格による）

66歳未満
保健・医療・福祉各種資格者もしく
は従業経験者

子育て支援員※
◇子育て支援センター 1人

育児に関する相談指導及び子育て支援教室の企
画・運営
週5日×6時間以内◇時給900円

66歳未満
育児、保育に関する相談指導等,知
識・経験を有するもの
（幼稚園教諭,保育士等）

子育て支援センター
☎(42)2852


