
令和３年度　会計年度任用職員募集一覧 追加募集分

健康
保険

雇用
保険

税務課 同左 5 税徴収嘱託員 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前8時30分から午後7時までの内7時間
（休憩1時間除く）

日額 7,435円～9,916円 有 有
金融機関等窓口業務実務経験者または債権徴収業務経
験者でパソコン操作（Word、Excel等）ができる人
普通運転免許

市税徴収業務補助

市民課 同左 12 一般事務補助 パートタイム
定員
到達

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日

交代制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
また、火曜日窓口延長対応有り。
①午前8時30分から午後4時30分まで（休憩1時間除く）
②午前9時15分から午後5時15分まで（休憩1時間除く）

日額 6,660円～7,700円 有 有 パソコン操作（Word、Excel等）ができる人
窓口受付業務
証明書発行等、届出受付・入力・審査等
マイナンバーカード事務

市民協働課 同左 206 一般事務補助 パートタイム
定員
到達

令和3年4月1日から令和3年5月31日まで
月曜日～金曜日
の内週４日

午前8時30分から午後5時までの内6時間
（休憩1時間除く）

日額 5,709円～6,600円 有 有 パソコン操作（Word、Excel等）ができる人
区長会事務、男女共同参画事務、市民協働事務の
資料作成等
※配属番号207と合わせての募集となります。

市民協働課 同左 207 一般事務補助 パートタイム
定員
到達

令和3年6月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前8時30分から午後5時までの内7時間
（休憩1時間除く）

日額 6,660円～7,700円 有 有 パソコン操作（Word、Excel等）ができる人
区長会事務、男女共同参画事務、市民協働事務の
資料作成等
※配属番号206と合わせての募集となります。

子育て支援課 同左 32 一般事務補助 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和3年4月30日まで 月曜日～金曜日
午前8時30分から午後5時までの内7時間
（休憩1時間除く）

日額 6,660円～7,700円 無 無 パソコン操作（Word、Excel等）ができる人 子ども医療費助成、放課後児童健全育成事業

子育て支援課
子ども家庭
センター

35 一般事務補助 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
土日祝日の内１
日程度

午前8時30分から午後5時までの7時間30分
（休憩1時間除く）

日額 7,136円～8,250円 無 無 パソコン操作（Word、Excel等）ができる人 子ども家庭センター窓口業務

子育て支援課
子ども家庭
センター

37 保育士 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
土日祝日の内１
日程度

午前8時30分から午後5時までの7時間30分
（休憩1時間除く）

日額 7,820円～9,549円 無 無 保育士資格又は幼稚園教諭免許 子ども家庭センター窓口業務、子育支援

保育幼稚園課 市内保育園 43 保育士 フルタイム 15 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内４日間

午前7時から午後7時までの内7時間45分
（休憩1時間除く）

月額 169,706円～219,632円 有 有 保育士資格 入所児童の保育、保育に関する事務

保育幼稚園課 市内保育園 46 保育士（朝） パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日 午前7時から午前10時までの内2時間 日額 2,085円～2,546円 無 無 保育士資格 入所児童の保育（朝パート）

保育幼稚園課 市内保育園 47 保育士（夕） パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日 午後4時から午後7時までの内2時間 日額 2,085円～2,546円 無 無 保育士資格 入所児童の保育（夕パート）

保育幼稚園課 市内保育園 48 保育士（朝・夕） パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前7時から午前10時まで及び午後4時から午後7時までの
内4時間

日額 4,170円～5,093円 有 有 保育士資格 入所児童の保育（朝・夕パート）

保育幼稚園課 市内保育園 49 保育士（３日） パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内３日間

午前7時から午後7時までの内7時間45分
（休憩1時間除く）

日額 8,081円～9,868円 有 有 保育士資格 入所児童の保育、保育に関する事務

保育幼稚園課 市内保育園 52 保育士 パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内５日間以内

午前7時から午後7時までの内
週4時間以上14時間以内

時給 1,042円～1,273円 無 無 保育士資格
入所児童の保育
※フルタイム保育士が不足する場合に限る

保育幼稚園課 市内保育園 116 保育士 パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内４日間

午前7時から午後7時までの内5時間
（休憩1時間除く）

日額 5,213円～6,366円 有 有 保育士資格
入所児童の保育、保育に関する事務
※社会保険加入の有無は報酬額によります。
※フルタイム保育士が不足する場合に限る

保育幼稚園課 市内保育園 117 保育士 パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内４日間

午前7時から午後7時までの内6時間
（休憩1時間除く）

日額 6,256円～7,639円 有 有 保育士資格
入所児童の保育、保育に関する事務
※フルタイム保育士が不足する場合に限る

保育幼稚園課 市内保育園 118 保育士 パートタイム 若干名 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内４日間

午前7時から午後7時までの内7時間45分
（休憩1時間除く）

日額 8,081円～9,868円 有 有 保育士資格
入所児童の保育、保育に関する事務
※フルタイム保育士が不足する場合に限る

保育幼稚園課 市内保育園 44 調理師 フルタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
月曜日～土曜日
の内５日間

月～金：午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分
（休憩1時間を除く）
土：午前8時30分から午後0時30分までの4時間

月額 164,194円～213,272円 有 有 調理師免許 給食調理、給食に関する事務

保育幼稚園課 市内保育園 45 調理師 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日 午前8時30分から午後0時30分までの4時間 日額 4,035円～5,093円 有 有 調理師免許 給食調理

長寿福祉課 同左 57 介護認定調査員 パートタイム
定員
到達

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前9時から午後4時までの内
週8時間以上15時間以内

時給 951円～1,310円 無 無 介護支援専門員、認定調査経験5年以上、普通運転免許 要介護認定訪問調査業務

学校教育課 市内小中学校 204 看護師 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前8時から午後3時45分までの内7時間
（休憩45分除く）

月額 132,363円～160,527円 有 有
看護師免許
パソコン操作（Word、Excel等）ができる人

特別支援学級補助業務（医療的ケア児支援）

社会教育課 同左 97 学芸員 パートタイム 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 週４日
午前8時30分から午後5時までの内7時間
（休憩1時間除く）

日額 7,828円～8,913円 有 有
学芸員資格（考古学又は民俗学専攻）
普通運転免許・パソコン操作（Word、Excel等）ができ
る人

文化財事務補助

学校給食課 市内給食センター 99 調理師 パートタイム
定員
到達

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日
午前8時から午後4時までの7時間
（休憩1時間除く）

月額 126,557円～157,828円 有 有 調理師免許所持者を優先しますが、無資格者も可 学校給食調理

学校給食課 市内給食センター 100 調理師（午前） パートタイム 2 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 月曜日～金曜日 午前7時30分から午後0時までの内4時間 月額 61,216円～76,343円 無 有 調理師免許所持者を優先しますが、無資格者も可
学校給食調理等
（センター稼働日のみ：１９３日）

募集所属 勤務先所属
配属
番号
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