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市臨時職員登録者
内容など 一般事務

対象 簡単なパソコン操作（ワード、エクセル）ができる方 人員 40 人程度

勤務
・週５日以内の勤務（土・日、祝日除く）
・原則午前９時～午後４時 30分（実働６時間 30分）
※勤務場所によっては、土・日、祝日も含めたローテーション勤務および変則時間勤務などあり

時給 880 円 採用 ４月以降雇用の必要が生じたとき

申込・問合先

２月 10日㈭（消印有効）までに、所定の用紙（申込書兼履歴書）を郵送または直接人事課（〒 485‐8650 住所不要☎ 76‐
1108）
※申込書兼履歴書の請求・申込みを郵送でする場合は、封筒に「臨時職員申込書兼履歴書請求」または ｢受験申込み ｣のいず
　れかを朱記し、切手を貼付した返信用封筒（郵便番号、住所、氏名を明記）を必ず同封すること

その他 ２月 24日㈭または 25日㈮に面接予定（応募者数により変更する場合があります）
※詳細は実施要綱（人事課、東部・味岡・北里の各市民センター、都市センター、市ホームページに用意）をご覧ください。

収税課嘱託職員（市税等納税推進員）
内容など 市税などの徴収事務

対象 普通自動車免許取得者 定員 ２人

勤務 月～金曜日午前９時～午後４時 30分（実働６時間 30分）

月給 114,000 円＋集金額に応じた能
率給 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 15日㈫（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）
を郵送または直接収税課（〒 485‐8650 住所不要☎
76‐1117）

その他 後日面接あり

福祉課嘱託職員（障害者自立支援認定調査員）

内容など 障害者自立支援認定調査、障害者自立支援審査会
の事務など

対象

精神保健福祉士または社会福祉士
の資格および普通自動車免許取得
者で、簡単なパソコン操作（ワー
ド、エクセル）ができる方

定員 １人

勤務 月～金曜日午前９時～午後５時（実働７時間）

月給 194,300 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 15日㈫（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）
を郵送または直接福祉課（〒 485‐8650 住所不要☎
76‐1127）

その他 後日面接あり

福祉課嘱託職員（就労支援相談員）

内容など 求職相談、情報の提供・整理など

対象

ハローワーク従事経験者または人
事担当関係部署経験者で、生活保
護に理解があり、簡単なパソコン
操作ができる方

定員 １人

勤務 月～金曜日午前９時 15分～午後５時（実働 6時間 45分）

月給 191,500 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 15日㈫（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）
を郵送または直接福祉課（〒 485‐8650 住所不要☎
76‐1126）

その他 後日面接あり

保健センター臨時職員（保健師）
内容など 保健師業務全般（乳幼児健診、健康教育、地区組織活動など）

対象 保健師資格取得者 定員 ２人

勤務 月～金曜日午前８時 45分～午後４時 15分（実働６時
間 30分）

時給 1,500 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 15日㈫（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）
を郵送または直接保健センター（〒 485‐0044 常普
請１‐318☎ 75‐6471）

その他 後日面接あり

料金課臨時職員
内容など 水道料金等収納業務 内容など 中止開栓等業務

対象 原動機付自転車免許取得者
 　 定員 １人 対象 中型（普通）自動車免許取得者

　 定員 １人

勤務 月～金曜日午前９時～午後５時（実働７時間） 勤務 月～金曜日午前８時 30分～午後４時 30分（実働７時間）

時給 880 円 採用 ４月採用 時給 880 円 採用 ４月採用

申込・問合先 ２月 25日㈮までに、履歴書（写真貼付）を直接料金
課（上水道管理センター内☎79‐1320）　※郵送不可 申込・問合先 ２月 25日㈮までに、履歴書（写真貼付）を直接料金

課（上水道管理センター内☎79‐1320）　※郵送不可

その他 後日面接あり その他 後日面接あり

　　　  臨時職員等募集中ただいま
※すべて学生不可
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長寿介護課嘱託職員（認定調査員）

内容など 介護認定調査、委託調査員研修指導管理事務、認定審
査会関係運営事務など

対象

保健師、看護師、准看護師、介護
支援専門員のいずれかの資格およ
び普通自動車免許取得者で、簡単
なパソコン操作（ワード、エクセ
ル）ができる方

人員 若干名

勤務 月～金曜日午前９時～午後４時 45分（実働６時間 45分）

月給 210,500 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 14日㈪（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）、
資格証明書（写）を郵送または直接長寿介護課（〒 485
‐8650 住所不要☎ 76‐1198）

その他 ２月16日㈬に面接あり

次ページへ続く
▲▲

心の教室相談員

内容など 小・中学校での児童生徒の悩み相談や話し相手など、
教育支援活動ボランティア

対象 特になし 定員 １人

勤務 月～金曜日で年間 700時間
※時間帯は学校により異なる

謝礼 1,000 円（１時間） 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 16日㈬（必着）までに、履歴書（写真貼付）に「心
の教室相談員」と明記し、郵送または直接学校教育課
（〒 485‐8650 住所不要☎ 76‐1195）

その他 ２月 28日㈪に面接あり

学校教育課臨時職員（市内小中学校スクールサポーター）

内容など 小学校での授業の補助など、中学校での不登校傾向に
ある生徒の対応や部活動指導など

対象 特になし 人員 若干名

勤務 月～金曜日午前８時 30分～午後４時 30分（実働７時間）

時給 1,200 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月16日㈬（必着）までに、履歴書（写真貼付）に「市
内小中学校スクールサポーター」と明記し、郵送または直
接学校教育課（〒485‐8650 住所不要☎ 76‐1195）

その他 ２月 28日㈪に面接あり

学校教育課臨時職員（外国人児童生徒語学相談員・タガログ語）

内容など 日本語ができない外国人児童生徒の学習補助や進路相
談、通知表や保護者への連絡事項などの翻訳など

対象 タガログ語および日本語が堪能
で、パソコン操作ができる方

定員 １人

勤務 月～金曜日のうち週２日午前９時 30分～午後４時 30
分（実働６時間）

時給 2,500 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 16日㈬（必着）までに、履歴書（写真貼付）に「外
国人児童生徒語学相談員」と明記し、郵送または直接
学校教育課（〒 485‐8650 住所不要☎ 76‐1195）

その他 ２月 28日㈪に面接、筆記試験（辞書持込可）あり

学校教育課臨時職員（第一幼稚園教諭）

内容など 特別な支援を必要とする園児の指導および支援

対象 幼稚園教諭免許取得者または見込者 定員 １人

勤務 月～金曜日午前８時 30分～午後３時 30分（実働６時
間）

時給 1,050 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月 16日㈬（必着）までに、履歴書（写真貼付）に「第
一幼稚園教諭」と明記し、郵送または直接学校教育課
（〒 485‐8650 住所不要☎ 76‐1195）

その他 ２月 28日㈪に面接あり

リサイクルプラザ臨時職員（清掃作業員）

内容など 資源・ごみの収集運搬

対象 体力・健康に自信のある方 人員 ２人程度

勤務 原則月～金曜日午前８時～午後４時（実働７時間）
※年末などは土曜日勤務もあり

時給 1,220 円 採用 ４月採用

申込・問合先 ２月 10日㈭までに、履歴書（写真貼付）を直接リサ
イクルハウス（☎ 78‐3631）　※郵送不可

その他 後日面接あり

文化振興課臨時職員（発掘調査作業員登録者）
内容など 遺跡発掘調査

対象 特になし 人員 10 人程度

勤務 月～金曜日午前９時～午後３時 30分（実働５時間 30
分）

時給 980 円 採用 必要に
応じ従事

申込・問合先
２月 14日㈪（消印有効）までに履歴書（写真貼付）
を郵送または直接文化振興課（〒 485‐8650 住所不
要☎ 76‐1189）

その他 後日面接あり



シルバー人材センター嘱託職員
内容など 会員作業指導（剪定除草業務などの受注と作業指導）

対象
普通自動車免許取得者で、簡単な
パソコン操作（ワード、エクセル）
ができる方

定員 １人

勤務 月～金曜日午前９時～午後４時 30分（実働６時間 30
分）

月給 135,000 円 採用 ４月採用

申込・問合先

2 月 14日㈪（必着）までに、履歴書（写真貼付）、応
募動機を原稿用紙（400字）１枚にまとめたものを郵
送または直接シルバー人材センター（〒 485‐0012
小牧原新田 423☎ 76‐4710）

その他 後日面接あり

シルバー人材センター臨時職員
内容など 会員作業指導および一般事務

対象
普通自動車免許取得者で、簡単な
パソコン操作（ワード、エクセル）
ができる方

定員 １人

勤務 月～金曜日のうち週４日以内の午前９時～午後４時（実
働６時間）

時給 880 円 採用 ４月採用

申込・問合先

2 月 14日㈪（必着）までに、履歴書（写真貼付）、応
募動機を原稿用紙（400字）１枚にまとめたものを郵
送または直接シルバー人材センター（〒 485‐0012
小牧原新田 423☎ 76‐4710）

その他 後日面接あり
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体育協会臨時職員（施設管理業務）

内容など
グラウンド整備、屋内外の清掃等、備品の貸出、施設
利用者受付など
※一部施設でパソコン操作あり

対象 普通自動車免許取得者 人員 若干名

勤務
・月 18～ 22日
・午前８時～午後 10時のうち実働７時間（一部午前６
　時からの勤務あり）

時給 960 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月７日㈪から21日㈪までに、所定の用紙（パークア
リーナ小牧、体育協会ホームページに用意）を直接体育
協会（パークアリーナ小牧内☎73‐3330）※郵送不可

その他 ３月４日㈮に面接あり

図書館嘱託職員（えほん図書館）

内容など えほん図書館での児童サービス、絵本などを利用した
読書啓発、その他関係する庶務

対象

図書館司書、司書補、司書教諭、
教諭、保育士いずれかの資格取得
者または見込者で、子どもの本や
読み聞かせ活動に興味や知識、技
術があり、簡単なパソコン操作
（ワード、エクセル）ができる方

定員 １人

勤務 日～土曜日のうち週５日午前９時～午後６時のうち実
働７時間 30分

月給 224,200 円 採用 ４月採用

申込・問合先 ２月 15日㈫までに履歴書（写真貼付）、資格証明書（写）
を直接図書館（☎ 73‐9951）　※郵送不可

その他 ２月 24日㈭に面接、読み聞かせの実演あり

公園緑地協会臨時職員（管理作業員）

内容など 街路樹・公園の管理、小型の建設機械運転、木材加工
など

対象 普通自動車免許取得者（AT限定
は不可）

人員 若干名

勤務 月～金曜日午前８時 30分～午後５時（実働７時間 30分）

時給 1,170 円 採用 ４月採用

申込・問合先
２月８日㈫までに、春日井公共職業安定所の紹介状を
を直接公園緑地協会（旧どろんこ広場☎ 68‐7551）
※郵送不可

その他

・２月１日から、事務所が変更になりました。ご注意
　ください。
・２月16日㈬午後２時から、パークアリーナ小牧で説明会あり
・後日面接あり

公民館嘱託職員（公民館主事）
内容など 事業の企画、各種講座の準備・運営、生涯学習相談など

対象
健康な方で、社会教育や公民館事
業について専門的な技能と知識を
有する方

定員 １人

勤務 火～日曜日のうち週４日午前８時 30分～午後９時 30
分のうち実働７時間 30分

月給 180,300 円（別途通勤手当あり） 採用 ４月採用

申込・問合先

２月 18日㈮（必着）までに、履歴書（写真貼付）、応
募動機を原稿用紙（400字）１枚にまとめたものを郵
送または直接生涯学習課（〒 485‐8650 住所不要☎
76‐1166）

その他 後日面接あり　雇用期間は１年間（更新あり）

市民病院臨時職員
内容など 看護補助業務

対象 ホームヘルパー２級資格取得者 人員 15 人程度

勤務 原則週５日（土・日、祝日含む）午前８時 30分～５時

時給 1,000 円（土・日、祝日、年末年
始は 1,050 円）

採用 ４月採用

申込・問合先
２月 17日㈭までに、履歴書（写真貼付）、資格証明書
（写）を郵送または直接市民病院総務課（〒 485‐852
0 住所不要☎ 76‐4131）

その他 2 月下旬に面接あり
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