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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

令和2年（2020年）1月15日号広報

令和２年度に採用する会計年度任用職員を募集します

障害福祉課窓口事務員
採用人数：２人
試験日：２月16日㈰
応募締切：２月５日㈬
報酬：月給16万8,800円▲

障害福祉課o
  p042－438－4033

障害者支援相談員
採用人数：１人程度
試験日：２月16日㈰
応募締切：２月５日㈬
報酬：日額１万3,500円▲

障害福祉課o
  p042－438－4034

学校生活支援員
採用人数：７人程度
試験日：２月３日㈪
応募締切：１月24日㈮
報酬：時間額1,250円▲

教育指導課o
  p042－438－4075

図書館専門員（月給制）
採用人数：17人程度
試験日：２月１日㈯
応募締切：１月21日㈫
報酬：月給14万400円
～18万720円▲

中央図書館
  p042－465－0823

図書館専門員（時給制）
採用人数：３人程度
試験日：２月１日㈯
応募締切：１月21日㈫
報酬：時間額1,440円▲

中央図書館
  p042－465－0823

【保健業務補助員】
時間単価：1,830円～2,300円

健康課o
採用人数：12人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【廃棄物電話対応等
事務補助員】

時間単価：1,013円

ごみ減量推進課
採用人数：４人程度
試験日：２月４日㈫
p042－438－4043

【清掃作業補助員】
時間単価：1,270円

ごみ減量推進課
採用人数：４人程度
試験日：２月４日㈫
p042－438－4043

【虐待防止支援員】
時間単価：1,610円

子ども家庭支援センター
採用人数：２人程度
試験日：２月２日㈰
p042－425－3303

【保育業務補助員
   （有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円
※健康課は有資格者のみ　
応募可　　　　　　　

健康課o
採用人数：10人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

保育課n
採用人数：71人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮の
間で１日
p042－460－9842
※応募締切：１月28日㈫

協働コミュニティ課
採用人数：25人程度
試験日：１月27日㈪～２月７日
㈮の間で１日
p042－439－0075

【看護業務補助員】
時間単価：1,600円～2,300円

健康課o
採用人数：35人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

健康課
採用人数：２人程度
試験日：１月28日㈫～２月３日
㈪の間で１日
p042－422－9897

【歯科衛生業務補助員】
時間単価：2,300円

健康課o
採用人数：20人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯の
間で１日
p042－438－4037

学校運営課o
採用人数：15人程度
試験日：１月15日㈬～２月７日
㈮の間で１日
p042－438－4073

【児童指導業務補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円

児童青少年課n
採用人数：112人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮の
間で１日
p042－460－9843
※応募締切：１月28日㈫

【子育てひろば事業補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,070円
　　　　　無資格1,013円

子ども家庭支援センター
採用人数：９人程度
試験日：２月１日㈯または２日㈰
p042－425－3303

【特別支援学級介助員】
時間単価：1,120円

教育企画課o
採用人数：18人程度
試験日：１月25日㈯～31日㈮
の間で１日
p042－438－4071

【心身障害児指導補助員
（有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,120円
　　　　　無資格1,013円

健康課
採用人数：12人程度
試験日：１月28日㈫～２月３
日㈪の間で１日
p042－422－9897

【部活動指導員】
時間単価：1,600円

教育指導課o
採用人数：20人程度
試験日：２月３日㈪
p042－438－4075

【学校用務補助員】
時間単価：1,270円

教育企画課o
採用人数：１人
試験日：２月15日㈯
p042－438－4070

【教育支援業務時間指導員】
時間単価：1,560円

教育支援課o
採用人数：若干名
試験日：２月３日㈪～21日㈮
の間で１日
p042－438－4077

【栄養業務補助員】
時間単価：2,300円

健康課o
採用人数：12人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【助産業務補助員】
時間単価：1,830円～2,300円

健康課o
採用人数：10人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4037

【育児支援訪問指導員】
時間単価：2,280円

子ども家庭支援センター
採用人数：15人程度
試験日：２月10日㈪～16日㈰
の間で１日
p042－425－3303

【育児支援訪問支援員】
時間単価：1,300円

子ども家庭支援センター
採用人数：15人程度
試験日：２月10日㈪～16日㈰
の間で１日
p042－425－3303

【調理作業補助員
   （有資格・無資格）】

時間単価：有資格1,090円
　　　　　無資格1,020円

保育課n
採用人数：20人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9842
※応募締切：１月28日㈫

【事務補助員】
時間単価：1,013円

総務法規課n
採用人数：２人程度
試験日：２月８日㈯～９日㈰の
間で１日
p042－460－9810

児童青少年課n
採用人数：１人
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9843

職員課n
採用人数：25人程度
試験日：２月３日㈪～14日㈮
の間で１日
p042－460－9813

子ども家庭支援センター
採用人数：２人程度
試験日：２月９日㈰
p042－425－3303

市民課n
採用人数：５人
試験日：２月15日㈯
p042－460－9820

文化振興課o
採用人数：１人
試験日：２月12日㈬
p042－438－4040

保険年金課n
採用人数：５人
試験日：２月８日㈯
p042－460－9822

産業振興課o
採用人数：２人
試験日：１月30日㈭～２月５
日㈬の間で１日
p042－438－4044

市民税課n
採用人数：20人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－460－9827

環境保全課
採用人数：３人程度
試験日：２月３日㈪～７日㈮の
間で１日
p042－438－4042

生活福祉課o
採用人数：３人
試験日：１月30日㈭または31
日㈮
p042－438－4025

道路管理課o
採用人数：１人
試験日：２月６日㈭または７日
㈮
p042－438－4055

高齢者支援課o
採用人数：15人程度
試験日：２月３日㈪～８日㈯の
間で１日
p042－438－4032

教育企画課o
採用人数：１人
試験日：２月２日㈰
p042－438－4071

健康課o
採用人数：32人程度
試験日：２月１日㈯～15日㈯
の間で１日
p042－438－4021

学校運営課o
採用人数：75人程度
試験日：１月15日㈬～２月７
日㈮の間で１日
p042－438－4073

子育て支援課n
採用人数：３人
試験日：２月12日㈬
p042－460－9840

教育指導課o
採用人数：43人程度
試験日：２月１日㈯～７日㈮の
間で１日
p042－438－4075

保育課n
採用人数：３人程度
試験日：１月27日㈪～２月７
日㈮の間で１日
p042－460－9842

教育支援課o
採用人数：１人
試験日：２月３日㈪～21日㈮
の間で１日
p042－438－4077

※募集要項を必ずご確認ください。
　�募集要項は、各問い合わせ先の窓口・職員課（田
無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案内（保谷庁舎
に問い合わせ先がある職種を除く）・市kで、
１月15日㈬から各職種の応募締切日まで配布し
ます。

※年齢の上限なし
※市外在住の方も受験可
※報酬額は市報発送時に想定される額です。
　詳細は平日に各問い合わせ先へご連絡ください。
※�一定の勤務条件を満たす方には、期末手当を支
給します。

〈申込にあたって事前にご確認ください〉


