
広報6 令和４年（2022年）１月15日号

市役所の郵便番号は個別番号です。田無庁舎敷地内：〒188－8666、保谷庁舎敷地内：〒202－8555で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

□会計年度任用職員とは
　１会計年度（各年４月１日から翌年３月31日まで）内の任期を定めて任用される一般職の非常勤職員です。年齢の上限
はなく、市外在住の方も受験可能です。報酬額は令和3年度実績です。詳細は、各問い合わせ先へご連絡ください。

一定の条件を満たす方は、
期末手当や社会保険の対象
となります。

令和４年度に採用する会計年度任用職員を募集します

行政経験事務職（10人程度）
試験日：２月７日㈪～10日㈭の間
で１日
受付期限：１月28日㈮
報酬：職務内容による▲

職員課n
　p042－460－9813

国民年金相談員（１人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額9,300円▲

市民課o
　p042－438－4020

福祉サービス指導等事務員（１人）
試験日：２月７日㈪
受付期限：１月28日㈮
報酬：日額１万800円▲

地域共生課n
　p042－420－2807

住居確保給付金就労支援相談員
（１人）
試験日：１月27日㈭
受付期限：１月21日㈮
報酬：月額19万5,300円▲

地域共生課n
　p042－420－2808

家庭相談員（１人）
試験日：２月11日㈷
受付期限：２月１日㈫
報酬：月額19万5,300円▲

生活福祉課n
　p042－460－9835

介護保険料収納推進員（１人）
試験日：２月４日㈮または５日㈯
受付期限：１月24日㈪
報酬：月額16万5,000円▲

高齢者支援課n　
　p042－420－2814

介護認定調査員（４人） 
試験日：２月５日㈯ 
受付期限：１月24日㈪ 
報酬：月額19万7,820円 ▲

高齢者支援課n  
　p042－420－2816

乳幼児等医療事務員（２人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月４日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

児童手当等事務員（１人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月４日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

保育園保育推進員（43人程度）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月10日㈭
報酬：時間額1,390円以上1,440円
以下▲

保育課n
　p042－460－9842

保育園看護支援員（１人程度）
試験日：２月19日㈯
受付期限：２月10日㈭
報酬：月額20万4,120円▲

保育課n
　p042－460－9842

学童クラブ指導員（20人程度）
試験日：２月13日㈰
受付期限：（窓口）２月３日㈭

（郵送）２月２日㈬（消印有効）
報酬：月額20万340円▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

子ども家庭専門員（１人程度）
試験日：２月13日㈰
受付期限：１月31日㈪
報酬：月額19万5,300円▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

消費生活相談員（２人）
試験日：２月４日㈮
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額１万3,000円▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

婦人相談専門員（１人程度）
試験日：２月４日㈮
受付期限：１月28日㈮
報酬：月額19万5,300円▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

エコプラザ西東京事務員（２人）
試験日：２月16日㈬
受付期限：２月３日㈭
報酬：時間額1,340円▲

環境保全課
　p042－438－4042

建築行政専門員（１人）
試験日：２月19日㈯
受付期限：１月31日㈪
報酬：月額19万5,300円▲

建築指導課o
　p042－438－4019

出納事務員（１人程度）
試験日：２月17日㈭
受付期限：１月28日㈮
報酬：月額16万8,800円▲

会計課n
　p042－460－9850

学校事務員（４人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月26日㈬
報酬：月額16万8,800円▲

教育企画課n
　p042－420－2822

西原総合教育施設受付管理員
（２人）
試験日：２月６日㈰
受付期限：１月26日㈬
報酬：時間額1,340円▲

教育企画課n
　p042－420－2823

就学相談員（３人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月27日㈭（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

学務課n
　p042－420－2824

中学校栄養職員（４人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月27日㈭（消印有効）
報酬：日額8,340円▲

学務課n
　p042－420－2825

学校司書（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：日額8,640円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

スクールアドバイザー（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

教育支援アドバイザー（１人）
試験日：２月２日㈬
受付期限：（窓口）１月25日㈫
(郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：日額１万2,500円▲

教育指導課n
　p042－420－2828

学校生活支援員（５人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮
(郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：時間額1,250円▲

教育指導課n
　p042－420－2828

副校長業務支援員（２人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月28日㈮

（郵送）１月26日㈬（消印有効）
報酬：時間額1,570円▲

教育指導課n
　p042－420－2826

教育相談員（若干名）
試験日：１月30日㈰
受付期限：１月24日㈪
報酬：日額１万2,500円以上１万
6,100円以下▲

教育支援課n
　p042－420－2829

文化財保護専門員（１人）
試験日：２月５日㈯
受付期限：１月28日㈮
報酬：時間額2,700円▲

社会教育課n
　p042－420－2832

公民館専門員（５人程度）
試験日：２月６日㈰
受付期限：（窓口）１月26日㈬

（郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：月額17万2,800円▲

柳沢公民館
　p042－464－8211

公民館保育員（14人程度）
試験日：２月５日㈯
受付期限：（窓口）１月26日㈬

（郵送）１月24日㈪（消印有効）
報酬：時間額1,150円▲

柳沢公民館
　p042－464－8211

図書館専門員（月額制）（11人程度）
試験日：１月31日㈪
受付期限：１月15日㈯～22日㈯
報酬：月額14万400円以上18万
720円以下▲

中央図書館
　p042－465－0823

図書館専門員（時間額制）（２人程度）
試験日：１月31日㈪
受付期限：１月15日㈯～22日㈯
報酬：時間額1,440円▲

中央図書館
　p042－465－0823

〈共通の注意事項〉
● 募集要項を必ずご確認ください。
● 募集要項は、担当課の窓口・職員課（田無庁舎５階）・市kで、１月17日㈪から各職種の受付期限終了日まで配布します。
※図書館専門員（月額制・時間額制）は１月15日㈯から各図書館の窓口にて配布・受付を行います。
　なお、市kでは全職種一斉で１月17日㈪に掲載します。予めご了承ください。

専任職

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

職員課n
　p042－460－9813

事務補助員（障害者枠）
報酬：時間額1,041円▲

職員課n
　p042－460－9813

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

健康課o
　p042－438－4037

事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

学務課np042－420－2825
※具体的な業務は学校給食費関係事務
または中学校給食配膳事務に分かれます。

看護業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

看護業務補助員
報酬：時間額1,600円▲

保育課n
　p042－460－9842

栄養業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

栄養業務補助員
報酬：時間額1,250円（職員代替の
場合）▲

学務課n
　p042－420－2825

助産業務補助員（不定期）
報酬：時間額2,300円▲

健康課o
　p042－438－4037

心身障害児指導補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格1,120円・
無資格1,041円▲

健康課
　p042－422－9897

保育業務補助員（有資格）
報酬：時間額1,070円▲

健康課o
　p042－438－4037

保育業務補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格 1,070円・
無資格 1,041円▲

保育課n
　p042－460－9842

調理作業補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格1,090円・
無資格1,041円▲

保育課n
　p042－460－9842

児童指導業務補助員（有資格・無資格）
報酬：時間額 有資格 1,070円・
無資格 1,041円▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

廃棄物電話対応等事務補助員
報酬：時間額1,041円▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

養護補助員
報酬：時間額1,390円▲

教育指導課n
　p042－420－2826

特別支援学級介助員
報酬：時間額1,120円▲

学務課n
　p042－420－2824

部活動指導員
報酬：時間額1,600円▲

教育指導課n
　p042－420－2827

〈共通の注意事項〉
● 勤務を希望される方は事前の登録が必要です。
● 登録案内を必ずご確認ください（担当課の窓口・市kで、１月17日㈪から配布します）。
● 欠員が生じた場合に条件の合う方へ連絡し、後日面接を行います。必ず

面接または採用されるわけではありませんので、ご了承ください。

【登録制】補助職

注目！

一緒に
働いてみませんか


