
会計年度任用職員（４月１日付け任用）を募集

　ハローワーク草津（草津公共職業安定所）〔☎ （562）3720〕、ジョブプラザ守山〔☎ （583）
873９〕または担当課まで申し込み。試験日や当日の持ち物など詳しくは、市ホームページを
ご確認ください。
　業務内容は「そのほか所属長が指示する業務」を含みます。

募集情報

募集情報

募集情報については、市ホームページまたは広報もりやまに順次掲載します。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

担当課 職種・業務内容 資格・経験の要件 人数 募集期間・電話

秘書広報室 事務員
（秘書・広報業務にかかる事務）

・普通自動車運転免許
・ パソコン操作が可能な人 1人 3月1０日（木）まで

☎・有   （582）1113

税務課 事務員
（市民税に関する窓口事務） ・ パソコン操作が可能な人 1人 2月28日（月）まで

☎・有  （582）1115

ごみ減量
推進課

分別指導員
（ごみ分別の対応、電話・窓口対応、データ入力事務など）・普通自動車運転免許 1人 2月25日（金）まで

☎・有   （58４）４６92

市民協働課

会館コーディネーター
〔学区におけるまちづくり活動（子育て、青少年、福祉）
に関する支援業務、地区会館、公民館の庶務業務〕 ・普通自動車運転免許

・パソコン操作が可能な人

2人 2月25日（金）まで
☎・有   （582）11４8

まちづくり参加促進コーディネーター
（市民や市民団体のまちづくり活動への支援に関する
業務）

1人 2月25日（金）まで
☎   （582）11４9

市民課

事務員
（窓口案内、マイナンバー関連事務、窓口事務、データ
入力、電話対応など）

・ パソコン操作が可能な人

2人 3月４日（金）まで
☎ ・有  （582）1122

事務員（育休代替）
（郵送請求事務、窓口事務、電話対応） 1人

3月11日（金）まで
☎ ・有  （582）1122

事務員
（窓口事務、データ入力、電話対応） 1人

健康福祉
政策課

面接相談員
（生活困窮者などの面接相談に関すること、生活保護制
度の説明などに関すること）

・ 生活保護関係業務に相当の専
門的知識を有する人、または
社会福祉士・社会福祉主事の
資格を有する人で、3年以上
の福祉分野の相談業務経験

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人
2月25日（金）まで
☎・有   （582）1123

事務員
（電話・窓口対応、戦没者などの遺族特別弔慰金に関す
る事務、社会を明るくする運動に関する事務など）

・普通自動車運転免許
・ パソコン操作が可能な人 1人

生活支援
相談課

自立相談支援員
（生活困窮者自立相談支援事業に関すること、市民相談
に関すること）

・ 社会福祉士または社会福祉主
事の資格、または、福祉・教
育・医療分野などの相談業務
に、おおむね1年以上従事し
たことがある人

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人 3月1７日（木）まで
☎   （582）11６1

担当課 職種・業務内容 資格・経験の要件 人数 募集期間・電話

生活支援
相談課

自立相談支援員（ひきこもり支援担当）
〔生活困窮者自立相談支援事業（ひきこもり支援）に関す
ること、市民相談に関すること〕

・ 社会福祉士または社会福祉主
事の資格、または、福祉・教
育・医療分野などの相談業務
に、おおむね1年以上従事し
たことがある人

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人 3月1７日（木）まで
☎   （582）11６1

国保年金課
事務員

〔後期高齢者医療制度などに関する徴収業務（納付折衝、
訪問徴収）、窓口電話応対、相談業務など〕

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人 1人 2月28日（月）まで

☎・有   （582）112０

長寿政策課
社会福祉士

〔高齢者の権利擁護（高齢者虐待、成年後見制度など）に
係る相談支援業務など〕

・社会福祉士資格
・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人 3月４日（金）まで
☎   （58４）5４７４

地域包括
支援
センター

認知症初期集中支援員（介護系）
（認知症高齢者宅への訪問・支援など）

・ 精神保健福祉士、社会福祉士、
介護福祉士のいずれかの資格

・ 認知症ケア実務経験3年以上
または、在宅ケアで3年以上
の実務経験

・普通自動車運転免許

1人 3月3日（木）まで
☎   （581）０33０

在宅医療・介
護連携サポー
トセンター

事務員
（在宅医療・介護連携に関する事務）

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人 1人 3月3日（木）まで

☎ ・有  （581）０3４０

介護保険課 介護保険認定調査員
（介護保険の認定調査など）

・ 保健師、看護師（准看護師含
む）、社会福祉士、社会福祉
主事、介護福祉士、介護支援
専門員のいずれかの資格

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

3人
程度

3月11日（金）まで
☎ ・有  （582）112７

障害福祉課

事務員
（各種サービスの受付、電話対応など）

・障害者手帳を所持する人
・パソコン操作が可能な人 1人

3月４日（金）まで
☎ （582）11６8

認定調査員
（障害支援区分の認定調査など）

・ 社会福祉士、社会福祉主事、
精神保健福祉士、介護福祉士、
介護支援専門員、保健師、看
護師（准看護師含む）のいず
れかの資格

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人

保育
幼稚園課

看護師
（特別支援児および医療的ケアを要する園児の看護業務
など）

・看護師免許 2人
3月9日（水）まで
☎ ・有  （582）1129事務員

〔園の運営にかかる事務処理（予算管理、会計処理、一般
事務）など〕

・パソコン操作が可能な人 1人

こども家庭
相談課

事務員
（児童手当関係の窓口・電話対応、児童手当にかかる事
務など）

・パソコン操作が可能な人

1人

2月25日（金）まで
☎ ・有  （582）113７

事務補助員
（児童手当・児童扶養手当関係の窓口・電話対応など） 1人

事務員
（児童扶養手当関係の窓口・電話対応、児童扶養手当に
かかる事務など）

1人
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担当課 職種・業務内容 資格・経験の要件 人数 募集期間・電話

子育て
応援室

家庭相談員（虐待対応専門員）
（児童虐待相談および家庭などへの支援、関係機関との
連絡調整などのケースワーク業務、児童虐待防止啓発
など）

・普通自動車免許
・パソコン操作が可能な人
・ 下記①～③のいずれかを満た

すこと
① 社会福祉士、精神保健福祉士、

保健師、助産師、看護師、教
育職員免許法に規定する普
通免許状のいずれかを有す
ること

② 保育士であり、2年以上指定
施設で相談援助業務に従事
し指定講習会を修了

③ 社会福祉主事たる資格を得
た後、3年以上児童福祉事業
に従事など

1人 2月25日（金）まで
☎  （582）1159

発達支援課

心理判定員
〔心身の発達に遅れや偏りなどのある障害児（者）の相談
および療育などの発達支援業務〕

・ ４年制大学を卒業した人で、
心理学あるいはその近接領
域を専攻した人

・ ＷＩＳＣおよびＫ式発達検査
などの心理検査を実施でき
る人

・ 大学卒業後、発達に関する心
理臨床経験を2年以上有する
人（大学院での実習経験を含
む）

・ 臨床心理士、臨床発達心理士
などの関連資格（取得見込み
も含む）

2人

2月22日（火）まで
☎・有   （582）1158

言語指導員
〔幼児の構音（発音）指導およびことばの教室での指導業
務〕

・ 保育士資格、幼稚園・小学校
教諭免許、言語聴覚士のいず
れかの資格、または、言語指
導経験がある人

・普通自動車運転免許

1人

発達支援コーディネーター
（園で実施している発達支援の助言、園や対象児の支援
ニーズの把握）

・ 保育士資格、幼稚園教諭免許
のいずれかの資格

・ 保育園、幼稚園、こども園な
どでの特別支援教育の経験

・普通自動車運転免許

1人

教育指導員（育休代替）
（障害児の療育業務）

・ 保育士資格、幼稚園教諭免許、
作業療法士のいずれかの資
格

1人

土木管理課 緑化保全員
（公園緑地の維持管理に関する業務など）

・ 労働安全衛生規則第3６条第
8号（大径木等）に規定されて
いる特別教育を修了した人

（見込み含む）
・ 普通自動車運転免許（ＡＴ限

定不可）

1人 2月18日（金）まで
☎ ・有（582）113４

道路河川課
土木作業員

（道路･河川施設の維持修繕作業、剪
せん

定
てい

・除草作業業務、
市道や準用河川・普通河川のパトロール業務）

・ 労働安全衛生規則第3６条第
8号（大径木等）に規定されて
いる特別教育を修了した人

（見込み含む）
・ 土木作業の実務経験がある人
・ 普通自動車運転免許（ＡＴ限

定不可）

1人 2月18日（金）まで
☎ （582）115７

建築課
事務員

〔耐震化対策の促進に係る業務の補助、住宅係業務の補
助（市営住宅・空き家対策）〕

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人 1人 3月４日（金）まで

☎   （582）1139

商工観光課
企業内人権啓発推進員

（企業内人権啓発業務、企業内人権教育推進協議会事務
局業務など労政事務全般）

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人 1人 3月1０日（木）まで

☎ ・有  （582）1131

担当課 職種・業務内容 資格・経験の要件 人数 募集期間・電話

地域振興課
事務員

（自転車購入補助金事務、S N Sによる情報発信や地方
創生に関する事務）

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人 1人 2月28日（月）まで

☎ （582）11６5

経営総務課 事務員
（上下水道料金に関する事務など） ・パソコン操作が可能な人 1人 2月2４日（木）まで

☎ ・有（582）113６

教育総務課

学校用務事務補助員（用務員）
〔市立小中学校の用務および事務にかかる補助業務（環
境整備・管理運営補助）など〕

・特になし
　 （刈払機取扱作業者の資格を

有していることが望ましい）
2人

3月1日（火）まで
☎ ・有（582）11４０

中学校事務員
（市立中学校の予算管理、電算処理、一般事務など） ・パソコン操作が可能な人 2人

学校教育課

教員支援アドバイザー
（小中学校教員の資質向上を図るための指導・支援） ・ 小学校または中学校教諭免許

・教職経験が25年以上ある人
・ 学校現場において、教員の授

業の指導を行った経験のあ
る人

3人
2月28日（月）まで
☎ ・有（582）11４1特別支援教育推進員

（市内小中学校の特別支援教育の対象者への支援、各校
園の担当教員などへの指導・支援）

1人

保健給食課

栄養士
（学校給食の策定および実施、発注業務、献立作成、給
食だよりの発行、栄養指導に関すること、中学校給食の
推進に関わること）

・栄養士免許
・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人

3月1６日（水）まで
☎・有  （582）11４3養護教諭

（市内小中学校の児童・生徒、教職員などの健康管理事
務、保健指導に関する業務、市内教職員の研修および連
絡調整に関すること）

・養護教諭免許
・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人

社会教育・
文化振興課

青少年育成推進員
（守山市青少年育成市民会議事務局に関する業務、青少
年健全育成に関する業務など）

・ 青少年育成事業に関わった経
験のある人

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人

3月3日（木）まで
☎ ・有  （582）11４2

公民館指導員
（公民館における講座・地域教育学級の企画運営、まちづ
くり推進など社会教育指導業務、窓口などの会館業務な
ど）

・ 社会教育主事任用資格または
社会教育・生涯学習に関する
見識もしくは経験のある人

・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人

事務員
（文化振興に関する業務など）

・文化・芸術に関心のある人
・普通自動車運転免許
・パソコンが可能な人

1人

図書館

司書
（カウンター業務、資料整理、おはなし会など図書館業
務全般、貸館受付業務など）

・図書館司書資格
・普通自動車運転免許
・パソコン操作が可能な人

1人 3月9日（水）まで
☎ ・有  （583）1６39

返本業務
（返ってきた本を棚に戻す作業） ・特になし 1人 3月1０日（木）まで

☎ ・有  （583）1６39

　地下で発生している水道管の漏水を早期に発見し、修理することによって水資源の有効利用を図り、また漏水によ
る道路の陥没などの二次災害を防止するため、道路上から水道メーター付近までの範囲で漏水調査を行います。
　道路上から水道メーター付近まで実施するため、調査員が敷地内に立ち入って調査を行う場合もありますので、
ご理解とご協力をお願いします。調査員は腕章を着用し、上下水道事業所が発行した、漏水調査業務の調査員で
あることを証明する「身分証」を携帯しています。
　今回の漏水調査において、上下水道事業所および業務委託業者から金銭などの請求を行うことはありません。
もし不審に思われた場合は、身分証の提示を求めるか、施設工務課へお問い合わせください。
時 2月1４日～3月11日（金）午前９時～午後5時、午後９時～午前3時
所 守山・吉身・小津学区の一部　業務委託業者　株式会社サンリーク
問 施設工務課　☎（582）1128　5（582）5780

漏水調査のお知らせ
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