
平成31年度雇用の嘱託員・臨時職員を募集（２次募集） 募集期間
3月１日㈮～７日㈭午後５時15分必着

【お問い合わせ先】
▶募集に関すること…………総務課☎ (４3）１１１１
▶職種の内容に関すること…各問い合わせ担当課

◦年齢条件は、平成31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。

　応募用紙は、市役所本庁、市民センター（江田島・能美・沖美）、三高支所にあるほか、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3階）、市民センター（江田
島・能美・沖美）、三高支所、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。
※�募集職種は２月20日時点のものです。申込みの際には、市ホームページまたは申込書に添付の公募一覧表
をご確認ください。
※面接は3月中旬（12～14日の予定）の平日に行います。面接日などは別途お知らせします。 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

認知症地域支援推進員※
◇高齢介護課（地域
包括支援センター）

1人
地域における認知症予防業務支援
週5日以内（週29時間以内）◇時給
930円～1,310円（資格に応じる）

66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作
保健・福祉・医療に関する
有資格者優遇（無資格可）

高齢介護課
（地域包括支援セ
ンター）
☎(43)1640

児童館児童厚生員※
◇津久茂児童館 1人 児童の生活指導業務

週5日×5～6時間◇時給930円
66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

子育て支援セン
ター
☎(42)2852

母子・父子自立支援
員兼家庭相談員※
◇子育て支援センター

1人
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1,530円

66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作
教育・福祉等に関する有資
格者（詳しくは子育て支援
センターまで）

一般事務員（臨時）※
◇交流観光課 1人

体験型修学旅行（民泊）受け入れに
係る業務と一般事務等
週5日×7時間45分◇時給850円

59歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

交流観光課
☎(43)1632

一般事務員（臨時）※
◇建設課 1人

ＰＣによるデータ入力・作成、文書管
理その他簡易的な事務作業全般
週5日×7時間45分◇時給850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

☎(43)1646インフラ施設点検員※
◇建設課 1人

道路・橋梁・トンネル等のインフラ施
設点検業務
週5日×5～6時間◇時給1,110円

66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

水道施設管理人※
◇水道施設課 1人 草刈・水道施設等の維持管理業務

週5日×5～6時間◇時給1,110円
66歳未満
普通自動車免許

水道施設課
☎(42)3311

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

3人
給食調理業務◇週5日×7時間45分以内
調理師資格あり・・・時給930円
調理師資格なし・・・時給850円

59歳未満
採用決定後に健康診断書を
提出

西能美学校給食共
同調理場
☎(45)2864

一般事務員（臨時）※
◇生涯学習課 1人 生涯学習課での一般事務

週5日×7時間45分◇時給850円
59歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

生涯学習課
☎(43)1902
※�施設により土日
勤務の場合があ
ります。事前に
お問い合わせく
ださい。

放課後児童クラブ児童
支援員※
◇各放課後児童クラブ

若干名
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
週5日×4時間◇時給930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※
◇学びの館 1人 学びの館での一般事務

週3日×7時間◇時給910円
66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作

嘱託員※（障害者手
帳をお持ちの方）
◇市役所本庁または
市民センター等

4人 市役所本庁等での一般事務等
週5日×5～6時間◇時給1,110円

66歳未満　市内在住者
受付期限までに身体障害者
手帳1級～6級の交付を受
けた人

総務課
☎(43)1111

嘱託員※（障害者手
帳をお持ちの方）
◇教育委員会事務局

1人 教育委員会事務局での一般事務等
週5日×5～6時間◇時給1,110円

66歳未満　市内在住者
受付期限までに身体障害者
手帳1級～6級の交付を受
けた人

学校教育課
☎(43)1900

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

日直員
◇総務課 1人

市役所での日直業務◇日給6,510円
週1～2日　土日祝および年末年始8：30
～17：15（交代制）

66歳未満
総務課
☎(43)1111

一般事務員（臨
時）※
◇総務課

1人 総務課での一般事務等　　　　　　　
週5日×7時間45分◇時給850円

59歳未満
一通りのパソコン操作

一般事務員
◇深江連絡所 1人 深江連絡所での窓口業務

週2～3日×4時間◇時給910円 66歳未満 市民生活課
☎(43)1634

一般事務員（臨
時）※
◇税務課

1人
住民税等課税事務
週5日×7時間45分◇時給850円◇4月
～6月の任用

59歳未満
一通りのパソコン操作

税務課
☎(43)1636

一般事務員※
◇地域支援課 1人 地域支援課での一般事務

週5日×5～6時間◇時給910円
66歳未満　一通りのパソコ
ン操作　普通自動車免許

地域支援課
☎(43)1637

測量・設計事務作
業員※
◇地域支援課

1人
損壊家屋等の解体作業を実施するため
の測量、設計等の事務
週5日×5～6時間◇時給1,310円

66歳未満　普通自動車免許　
一通りのパソコン操作　土木
施工管理技士、測量士等

主任嘱託員※
◇大柿市民センター 1人 大柿市民センターの管理・運営

週5日×5～6時間◇時給1,530円
66歳未満　一通りのパソコ
ン操作　普通自動車免許

多文化共生相談員※
◇人権推進課 1人

多文化共生に係る業務（外国人市民に
対する助言・通訳等）
週2～4日×6時間（土日勤務あり）◇
時給1,530円

66歳未満
市内に住所を有する方
中国語・フィリピン語・ベト
ナム語・英語について通訳が
できる方　普通自動車免許

人権推進課
☎(43)1635

宿直員
◇能美市民センター 2人

能美市民センターでの宿直業務
週1～2日　17：15～翌8：30◇日給
6,550円

66歳未満
能美市民センター
☎(40)2777

主任嘱託員※
◇能美市民センター 1人

能美市民センターの施設利用における
企画・運営等
週4日×7時間15分◇時給1,530円

66歳未満　一通りのパソコ
ン操作　普通自動車免許

徴収嘱託員※
◇税務課 1人 税金の訪問徴収事務

週5日×5～6時間◇時給1,310円
66歳未満　一通りのパソコ
ン操作　普通自動車免許

保健医療課
☎(43)1639

保健師及び看護師※
◇保健医療課 1人

特定保健指導・特定保健指導利用勧奨
業務に係る事務
週5日×5～6時間◇時給1,110円

66歳未満　普通自動車免許
保健師（看護師）

管理栄養士※
◇保健医療課 1人 栄養指導、食生活改善指導等

週5日×5～6時間◇1,110円
66歳未満　普通自動車免許
管理栄養士

介護認定調査員※
◇高齢介護課 1人 介護認定調査に関する事務

週5日×5～6時間◇1,310円

66歳未満　普通自動車免許
保健・福祉・医療に関する
有資格者が望ましい（資格
がない方については応相
談）

高齢介護課
☎(43)1651

介護支援専門員※
◇高齢介護課（地
域包括支援セン
ター）

2人
介護予防サービス・支援計画書作成業務
週29時間以内◇月額23,480円+ケアプ
ラン作成新規1件につき6,570円、継
続1件につき3,870円

66歳未満　介護支援専門員
普通自動車免許　一通りの
パソコン操作

高齢介護課
（地域包括支援セ
ンター）
☎(43)1640

介護予防支援員※
◇高齢介護課（地
域包括支援セン
ター）

1人
介護予防教室等に関する業務支援
週5日以内（週29時間以内）◇時給
930円～1,310円（資格に応じる）

66歳未満　普通自動車免許
一通りのパソコン操作
保健・福祉・医療に関する
有資格者優遇（無資格可）

　採用は、「臨時保育士・保育補助員登録」へ登録された方から随時、書類選
考・面接により決定します。登録方法、勤務条件などについては、子育て支援
センターにお問い合わせください。
▶登録資格　市内に住んでいる方で採用時66歳未満の方　
問子育て支援センター☎(42）2852

臨時保育士・保育補助員を募集

広報えたじま　平成31年3月13 広報えたじま　平成31年3月 12


