
職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数

1 一般事務員 みよし市役所内の各課 8:30～17:15の間で割り振る時間
主に、入力や確認等の一般事務、
電話応対、窓口業務

987 ～ 1,073 どなたでも可 ７０人程度 人事課 ☎(32)8351

2 危機管理調整官 秘書課（みよし市役所5階）

平日の8:30～17:15（週4～5日程度）
と、特別職の公務があるは時間外
勤務及び休日勤務、合わせて週6
時間程度

特別職（市長、副市長）車両の運転
業務、危機管理調整業務

1,584 ～ 1,745

次のすべてに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・危機管理に関する幅広い知識が
ある人
・普通自動車免許を持ち、思いやり
を持った丁寧な運転ができる人

１人 秘書課 ☎(32)8032 

3 交通安全推進員 市内各所
平日の7:00～17：30の間で指定した
時間帯で、３時間１５分程度 （週５
日）

児童の登下校時の交通安全指導、
その他交通安全のための諸活動な
ど

986 ～ 1,169
平日の児童登下校時間に勤務でき
る人

１２人 防災安全課 ☎(32)8046

4 防災専門官
防災安全課（みよし市役所３
階）

平日の8:30～17：00（週５日）
消防防災の行事の補助、各種計画
等の見直し、策定事務の補助

1,584 ～ 1,953

次の全てに該当する人
・地域防災コーディネーターの資格
を有する人
・防災・災害対応業務の従事実績
がある人

１人 防災安全課 ☎(32)8046 

5
コミュニティ広場管
理人

明越会館
火～日　8：50～21：10の間で７時間
程度（週３～４日程度）

明越会館及び各地区コミュニティ広
場の利用受付業務、施設管理業務
（施設巡回、消耗品の維持、照明の
点灯、消灯、草刈り、簡易な清掃）
など

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・普通自動車運転免許を有する人
・屋外での作業ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

１人 協働推進課 ☎(32)8025

6
コミュニティ広場管
理人

明越会館
火～日　8：50～21：10の間で４時間
程度（週３～４日程度）

明越会館及び各地区コミュニティ広
場の利用受付業務、施設管理業務
（施設巡回、消耗品の維持、照明の
点灯、消灯、草刈り、簡易な清掃）
など

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・普通自動車運転免許を有する人
・屋外での作業ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

３人 協働推進課 ☎(32)8025
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7
おかよし交流セン
ター管理人

おかよし交流センター
火～日　8：50～21：10の間で７時間
程度（週３～４日程度）

おかよし交流センター及び北部地
区コミュニティ広場の利用受付業
務、施設管理業務（施設巡回、消耗
品の維持、照明の点灯、消灯、草
刈り、簡易な清掃）など

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・普通自動車運転免許を有する人
・屋外での作業ができるひと
・土、日、祝日に勤務ができる人

１人 協働推進課 ☎(32)8025

8
おかよし交流セン
ター管理人

おかよし交流センター
火～日　8：50～21：10の間で４時間
程度（週３～４日程度）

おかよし交流センター及び北部地
区コミュニティ広場の利用受付業
務、施設管理業務（施設巡回、消耗
品の維持、照明の点灯、消灯、草
刈り、簡易な清掃）など

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・普通自動車運転免許を有する人
・屋外での作業ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

１１人 協働推進課 ☎(32)8025

9 納税推進員 納税課（みよし市役所２階）

8:30～17:15の間で６～７時間（週４
～５日）
時間外勤務（平日及び休日の月６
～８時間程度）

市税滞納者への電話、文書による
納税催告など

1,014 ～ 1,295

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・税務事務または催告業務経験が
２年以上ある人

２人 納税課 ☎(32)8051

10 一般相談員 市民課
9:00～17:00の間で割り振る時間（平
日）

一般住民相談、各種専門相談業務の補
助、
 相談受付票の整理、件数の調査、集計
等

1,341 ～ 1,493 どなたでも可 １人程度 市民課 ☎(32)8012

11 一般事務員
市民情報サービスセンター（サ
ンネット）

9:45～18:15の間で５時間程度の２
交代制（週３～４日程度） 

 証明書の発行、市税の受領など窓
口業務及びエクセルなどの入力業
務

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

３人程度 
市民情報サービ
スセンター（サン
ネット）

☎(33)4150 

12
生活保護面接相談
員

福祉課 8:30～17:15（週4日）
生活保護の面接相談及び家庭等へ
の訪問

1,341 ～ 1,493
普通自動車免許を有し、簡単なパ
ソコン操作ができる人

１人 福祉課 ☎(76)5190 
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職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数報酬額 問い合わせ

13 介護認定調査員
長寿介護課（みよし市役所２
階）

平日の9:00～17:00の間で7時間程
度
（週３～５日程度。出勤日数、時間
帯は応相談）

介護保険の要介護認定のための訪
問調査

1,331 ～ 1,459

パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができ、普通自動車運転免許を
有する、次の条件のいずれかを満
たす人
・実務経験年数のある看護師と同
等程度の資格を有する人
・保健師の資格を有する人
・介護支援専門員の資格を有する
人
・介護福祉士の資格を有する人
・介護認定調査員の経験を有する
人

５人 長寿介護課 ☎(32)8009

14 介護認定調査員
長寿介護課（みよし市役所２
階）

平日の9:00～16:00の間で5時間程
度
（週３日程度。出勤日数、時間帯は
応相談）

介護保険の要介護認定のための訪
問調査

1,331 ～ 1,459

パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができ、普通自動車運転免許を
有する、次の条件のいずれかを満
たす人
・実務経験年数のある看護師と同
等程度の資格を有する人
・保健師の資格を有する人
・介護支援専門員の資格を有する
人
・介護福祉士の資格を有する人
・介護認定調査員の経験を有する
人

３人程度 長寿介護課 ☎(32)8009

15 一般事務員
みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内１階）

 9:00～16:00（週５日）

指定介護予防支援事業所給付管
理入力・請求事務業務
地域包括支援センター業務の事務
及び補助

987 ～ 1,073 どなたでも可 １人
長寿介護課
みなよし地域包
括支援センター

☎(33)3502

16
養育支援訪問相談
員

子育て支援課（みよし市役所２
階）

月曜日～金曜日の9:00～16:30（週3
日程度）

18歳未満の子を養育中の家庭に訪
問し、育児相談・指導など

1,014 ～ 1,295

次の全てに該当する人
・普通自動車免許を有する人
・保健師、助産師、看護師、保育士
のいずれかの資格を有し、それらの
実務経験がある人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

２人程度 子育て支援課 ☎(32)8034 

17 家庭相談員兼
子ども家庭支援員

子育て支援課（みよし市役所２
階）

月曜日～金曜日の9:00～17:00（週4
日程度）

子どもや家庭のさまざまな問題（児
童虐待、家族関係、心身・言葉の発
達の遅れなど）の相談に応じ、必要
な指導・助言など

1,014 ～ 1,295

次の全てに該当する人
・普通自動車免許を有する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・下記のいずれかの資格を有する
人
　①大学で社会学、心理学、教育学
のいずれかを修めた人
　②医師の免許を有する人
　③社会福祉主事として2年以上児
童福祉の仕事に従事した人
　④上記①～③に準ずる人で、保
健師、助産師、看護師、保育士、教
育職員免許のいずれかの資格を有
し、相談支援業務に必要な学識経
験を有する人

２人程度 子育て支援課 ☎(32)8034 
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職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数報酬額 問い合わせ

18 見守り訪問員
子育て支援課（みよし市役所２
階）

月曜日～金曜日の9:00～16:00（週5
日程度）

生後10か月から1歳未満の乳児の
いる家庭を訪問し、養育等の相談
に対応し、商品券を配布する

1,014 ～ 1,295

次の全てに該当する人
・普通自動車免許を有する人
・保健師、助産師、看護師、保育士
のいずれかの資格を有する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

1人程度 子育て支援課 ☎(32)8034 

19 赤ちゃん訪問員
子育て支援課（みよし市役所２
階）

月曜日～金曜日の9:00～16:30（週3
日程度）

生後4か月頃までの乳児のいる家
庭を訪問し、養育等の相談・指導な
ど

1,014 ～ 1,295

全てに該当する人
・普通自動車免許を有する人
・保健師、助産師、看護師、保育士
のいずれかの資格を有する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

１人程度 子育て支援課 ☎(32)8034 

20 保育士 市内保育園（応相談）
7:30～19:00の間で、7時間程度（週
4～5日程度）

乳児・幼児クラスの担任保育士の
補助など

1,014 ～ 1,295 保育士の資格を有する人 ５５人程度
子育て支援課
(保育担当)

☎(32)8034 

21 保育士 市内保育園（応相談）
7:30～10:30の間で、2～3時間程度
（週4～5日程度）

早朝保育時間の保育士の補助など 1,014 ～ 1,295

次のいずれかを満たす人
・保育士の資格を有する人
・幼稚園、小学校、養護教諭の資格
を有する人
・保健師、看護師、準看護師の資格
を有する人
・指定保育士養成校に在学する人

２０人程度
子育て支援課
(保育担当)

☎(32)8034 

22 保育士 市内保育園（応相談）
16:00～19:00の間で、2～3時間程
度（週4～5日程度）

延長保育時間の保育士の補助など 1,014 ～ 1,295

次のいずれかを満たす人
・保育士の資格を有する人
・幼稚園、小学校、養護教諭の資格
を有する人
・保健師、看護師、準看護師の資格
を有する人
・指定保育士養成校に在学する人

１５人程度
子育て支援課
(保育担当)

☎(32)8034 

23 保育園業務員 市内保育園（応相談）
8:30～17:00の間で、7時間程度（週
5日）

給食の配膳、園舎・園庭の環境整
備など

園児と関わることが好きな人 １０人程度
子育て支援課
(保育担当)

☎(32)8034 

24 一般事務員 市内保育園（応相談）
8:30～17:00の間で、６～７時間程度
（週４～５日程度）

各保育園での書類やチラシ作製な
ど

1,014 ～ 1,073
パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

６人
子育て支援課
(保育担当)

☎(32)8034 

986
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職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数報酬額 問い合わせ

25 児童厚生員 各児童館及び集会所
9:45～17:15の間で、3時間15分程
度（週5日）

児童の育成指導及び必要な事務、
行政区、学校その他の関係機関と
の連携、地区における子ども会、子
育てクラブ等の地域組織活動の育
成助長に関する業務など

1,014 ～ 1,073 どなたでも可 ５０人程度
子育て支援課
(健全育成担当）

☎(32)8034

26 児童厚生員補助員 各児童館及び集会所
13:00～17:00の間で、3時間程度
（週3～5日程度）

児童厚生員の補助業務 どなたでも可 若干名
子育て支援課
(健全育成担当）

☎(32)8034

27
母子・父子自立支
援員

子育て支援課(みよし市役所2
階)

月曜日～金曜日の9:00～17:00（週5
日程度）

配偶者のない者で現に児童を扶養
しているもの及び寡婦に対し、相談
に応じ、その自立に必要な情報提
供及び指導を行うこと、又は職業能
力の向上及び求職活動に関する支
援を行うことなど

1,014 ～ 1,073
相談業務や求職支援業務に携わっ
たことがある人

１人
子育て支援課
(健全育成担当）

☎(32)8034

28 よつば支援員 児童発達支援事業所よつば
8:00～17：00の間で、7時間30分程
度（週5日）

児童発達支援事業所での児童の療
育全般

1,014 ～ 1,295

簡単なパソコン操作（ワード）がで
き、普通自動車免許を有する、次の
いずれかに該当する人
・保育士または社会福祉士、精神保
健福祉士の資格を有する人
・幼稚園、小学校、中学校、高等学
校および特別支援学校の教員免許
を有する人
・児童指導員の免許を有する人

３人程度
児童発達支援事
業所よつば

☎(32)1133

29 よつば支援員 児童発達支援事業所よつば
8:00～17：00の間で、4～7時間30分
（週3～5日）

児童発達支援事業所での児童の療
育全般

1,014 ～ 1,295

簡単なパソコン操作（ワード）がで
き、普通自動車免許を有する、次の
いずれかに該当する人
・保育士または社会福祉士、精神保
健福祉士の資格を有する人
・幼稚園、小学校、中学校、高等学
校および特別支援学校の教員免許
を有する人
・児童指導員の免許を有する人

２人程度
児童発達支援事
業所よつば

☎(32)1133

30 よつば作業療法士 児童発達支援事業所よつば
8:00～17：00の間で、4～7時間30分
（週1～4日）

児童発達支援事業所での児童の療
育及び療育への支援等

1,294 ～ 1,315

次のすべてに該当する人
・作業療法士の資格を有する人
・児童の仕事の経験がある、または
関心が高い人
・普通自動車運転免許を有する人

若干人
児童発達支援事
業所よつば

☎(32)1133
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31 よつば言語聴覚士 児童発達支援事業所よつば
8:00～17：00の間で、4～7時間30分
（週1～4日）

児童発達支援事業所での児童の療
育及び療育への支援等

1,273 ～ 1,315

次のすべてに該当する人
・言語聴覚士の資格を有する人
・児童の仕事の経験がある、または
関心が高い人
・普通自動車運転免許を有する人

若干名
児童発達支援事
業所よつば

☎(32)1133

32 保育士 親子通園ルームふたば
平日の9：00～16：30の間で6時間
30分程度（週４日程度）

親子通園ルームふたばでの支援業
務等

1,014 ～ 1,295 保育士の資格を有する人 ５人程度
親子通園ルーム
ふたば

☎(32)0213

33 助産師 健康推進課
平日の9：00～17:00の間で、7時間
程度（週３～４日程度）

母子保健コーディネーター業務 1,331 ～ 1,459 助産師の資格を有する人 1人程度 健康推進課 ☎(34)5311

34 保健師 健康推進課
平日の9：00～17：00の間で、5～7
時間程度（週２～５日程度）

乳幼児健診の補助業務、母子保健
コーディネーター業務の補助業務、
特定健診・特定保健指導

1,331 ～ 1,459 保健師の資格を有する人 １０人程度 健康推進課 ☎(34)5311

35 看護師 健康推進課
平日の9：00～16:30の間で、4～6時
間程度（週２～４日程度）

乳幼児健診の補助業務 1,331 ～ 1,459 看護師の資格を有する人 ３人程度 健康推進課 ☎(34)5311

36 歯科衛生士 健康推進課
平日の9：00～16：30の間で、5.5～
6.5時間程度（週２～３日程度）

母子歯科健診の補助業務、成人歯
科健診の補助業務

1,048 ～ 1,224 歯科衛生士の資格を有する人 3人程度 健康推進課 ☎(34)5311

37 管理栄養士 健康推進課
平日の9：00～17：00の間で、6時間
程度（週２～５日程度）

母子栄養指導の補助業務、特定健
診・特定保健指導、高齢者保健事
業と介護予防の一体的な実施保健
指導

1,294 ～ 1,315 管理栄養士の資格を有する人 ４人程度 健康推進課 ☎(34)5311

6 / 12 ページ
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38 一般事務員 みよし市就労支援センター
9:00～13:00と13:00～17:00で割り振
る４時間程度（週３～４日程度）

主に、来所者の窓口業務及びパソ
コンデータ入力等の一般事務

1,014 ～ 1,073 どなたでも可 ２人 産業課 ☎(32)8015

39 環境作業員
みよし市役所、リサイクルス
テーション他

8：30～17：00の間で割り振る時間
（週3～5日程度）

資源ごみの運搬・仕分け・整理・計
量・廃棄物の運搬、草刈りなど

986 ～ 1,169
中型自動車免許（８ｔ限定可、AT限
定不可）を有する、屋外で作業がで
きる人

2人～3人 環境課 ☎(32)8018

40 土木作業員 みよし市管理の道路施設
平日の8:30～17:00
（週３～４日）

道路維持管理作業（草刈・修繕作
業など）

986 ～ 1,169
中型自動車免許（8t限定可、AT限
定不可）を有する、屋外で作業がで
きる人

５人程度 道路河川課 ☎(32)8020 

41 公園作業員 みよし市内の公園
平日の8:30～17:00
（毎月第２・４・５金曜日は休み）

公園内の草刈りや修繕作業など 986 ～ 1,169

次の全てに該当する人
・中型自動車免許(8t限定可、AT限
定不可)を有する人
・屋外で作業ができる人
・刈払機等での草刈を経験したこと
がある人

５人程度 公園緑地課 ☎(32)8024

42 公園作業員 みよし市内の公園 平日の8:30～17:15（週４日） 公園巡視や修繕作業など 986 ～ 1,169
・中型自動車免許(8t限定可、AT限
定不可)を有する人

２人程度 公園緑地課 ☎(32)8024

43
みよし未来塾支援
員

みよし市内（市民活動センター
またはおかよし交流センター）

13:30～17:00の間で割り振る時間

みよし未来塾支援員（夏季）
令和５（2023）年８月１日（火）から２
５日（金）までの１２日間
※土・日曜日、８月７日（月）、１１日
（金）から１７日（木）、２１日（月）を
除く

987 ～ 1,073
中学生・高校生の学習補助ができ
る人

８人程度 教育行政課 ☎(32)8028

44
みよし未来塾支援
員

みよし市内（市民活動センター
またはおかよし交流センター）

13:30～17:00の間で割り振る時間

みよし未来塾支援員（冬季）
令和５（2023）年１２月２６日（火）、２
７日（水）、令和６（2024）年１月５日
（金）の３日間

987 ～ 1,073
中学生・高校生の学習補助ができ
る人

８人程度 教育行政課 ☎(32)8028
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45 一般事務員 石川家住宅
8:45～16:45の間で割り振る時間（週
2～3日）

石川家住宅受付業務、講座運営、
施設管理の補助

1,014 ～ 1,073 土、日、祝日に勤務できる人 ２人 資料館 ☎(34)5000

46 一般事務員 資料館、収蔵庫、石川家住宅
火曜日～金曜日の8:30～17:15の間
で割り振る時間

資料館収蔵資料の整理及び展示作
業補助

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・ダストアレルギーのない人
・真夏、真冬に屋外で作業できる人

１人 資料館 ☎(34)5000

47
埋蔵文化財調査推
進員

資料館、収蔵庫 8:30～17:15の間で割り振る時間 埋蔵文化財保護全般 1,014 ～ 1,295 真夏、真冬に屋外で作業できる人 １人 資料館 ☎(34)5000

48
埋蔵文化財発掘調
査員

資料館、収蔵庫 8:30～17:15の間で割り振る時間 埋蔵文化財の整理及び発掘調査 1,014 ～ 1,295 真夏、真冬に屋外で作業できる人 ３人 資料館 ☎(34)5000

49 埋蔵文化財整理員 資料館、収蔵庫 8:30～17:00の間で割り振る時間 埋蔵文化財の整理等 1,014 ～ 1,073 真夏、真冬に屋外で作業できる人 ６人 資料館 ☎(34)5000

50 一般事務員
みよし市教育センター（学びの
森）

8:30～17:15の間で５時間程度の２
交代制（週３日程度（応相談））

相談予約の受付・管理、施設内の
管理・清掃、電話・窓口応対等

1,014 ～ 1,073
パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

３人程度 学校教育課 ☎(32)8026

51 学校業務員 市内小中学校

7:30～16：30の間で７時間（週５日、
または週平均２．５日）、学校行事
のある土日に勤務あり
※通年

小中学校内の清掃・環境保全、給
食の準備・配膳・片付け、昇降口の
開錠、学校間及び市役所への文書
の配達・買い出し等の学校雑務全
般

普通自動車運転免許を有し、自家
用車を使って通勤ができる人

１５人程度 学校教育課 ☎(32)8026986
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52 学校配膳員 市内小中学校
9：00～15：00の間で１日４時間（週
５日）
※学校給食配膳日のみ

給食の準備・配膳・片付け どなたでも可 ２０人程度 学校教育課 ☎(32)8026

53
学校業務員（公達・
ゴミ回収）

学校教育課（みよし市役所２
階）・市内小中学校・みよし市教
育センター（学びの森）

8：30～12：00（週２日）
※通年

市役所と小中学校間の文書・荷物
等配達業務、小中学校可燃ごみ回
収業務

普通自動車運転免許を有する人 ２人程度 学校教育課 ☎(32)8026

54
学校業務員（環境
管理作業員）

市内小中学校（複数校勤務あ
り）

9：00～12：00（1校当たり、月３日程
度）
※通年

校務主任の補佐（学校敷地内の除
草作業、花壇・植栽の手入れ等）

どなたでも可 ６人程度 学校教育課 ☎(32)8026

55
小中学校図書館司
書補助員

小学校２校または中学校１校

8：30～16：00の間
小学校：原則１日４時間程度（週５
日）
中学校：１日３～５時間程度で週２
日前後
いずれも採用決定後、各学校にて
応相談
※一部夏休み勤務あり

司書教諭の補助（図書室整備・図
書購入補助等）、学校図書館の開
館、児童生徒への図書の貸し出し
等の利用指導など

1,014 ～ 1,073
パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

８人程度 学校教育課 ☎(32)8026

56
小中学校非常勤講
師

市内小中学校

8：30～16：30の間
詳細は採用決定後、各学校にて応
相談
※夏休み等は原則勤務なし（一部
例外あり）

小中学校非常勤講師
小学校または中学校の教員免許状
を有する人

必要に応じて 学校教育課 ☎(32)8026

57
外国語活動対応非
常勤講師

市内小学校（複数校勤務あり）

8：30～16：30の間
勤務日数等の詳細については応相
談
※夏休み等は勤務なし

小学校の外国語・外国語活動の授
業準備・補助・教材研究・テストの添
削等

中学校教員免許状（英語）を有する
人

４人程度 学校教育課 ☎(32)8026

58
外国人児童生徒日
本語指導員

市内小学校（複数校勤務あり）

8：30～16：30の間
勤務日数等の詳細については応相
談
※夏休み等は勤務なし

外国人や帰国子女のうち、日本語
学習が必要な児童生徒への日本語
指導

1,014 ～ 1,295 日本語教育に関する知識がある人 ４人程度 学校教育課 ☎(32)8026

986

2,820（予定）
※変更可能性あ

り

2,820（予定）
※変更可能性あ

り

986

986
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職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数報酬額 問い合わせ

59
学校アドバイザー
（授業・教科・特別
支援）

市内小学校（複数校勤務あり）
8：30～14：00の間（週４日程度）（応
相談）
※夏休み等は勤務なし

教員経験の少ない教員に対する授
業構想、指導技術、授業分析など
に関する指導

小学校または中学校の教員免許状
を有する人で教職の経験者

９人程度 学校教育課 ☎(32)8026

60 部活動指導員 市内小中学校
平日の夕方２時間程度（週３日程
度）及び土日祝日の部活動活動時
間帯

部活動の実技指導、指導計画の作
成、大会・練習試合等の引率、用
具・施設の点検・管理、保護者への
連絡、事故対応等

各種部活動の経験者 必要に応じて 学校教育課 ☎(32)8026

61
特別支援教育対応
教員補助者

市内小中学校

8：30～16：30までの間で、４～７時
間程度（週４～５日程度）（詳細は採
用決定後、各学校にて応相談）
※学校行事のある土日勤務あり、
夏休み等は原則勤務なし（勤務条
件に応じて一部例外あり）

特別な教育的支援の必要な児童生
徒の学校生活における担当教員の
補助

1,014 ～ 1,073 どなたでも可 ３５人程度 学校教育課 ☎(32)8026

62
心の教室・子どもの
相談員

市内小中学校

8：30～16：00までの間で３～５時間
程度（週３～４日程度）
詳細は採用決定後、各学校にて応
相談
※夏休み等は勤務なし

児童生徒を対象とした相談活動 1,014 ～ 1,295 子どもの相談活動の経験者 １２人程度 学校教育課 ☎(32)8026

63
適応指導教室指導
員

みよし市教育センター（学びの
森）

9：30～14：30（出勤日数は応相談）

適応指導教室へ通う児童生徒への
学習支援・体験活動・相談活動、該
当児童生徒の在籍校との情報交換
など

1,014 ～ 1,295 教職経験者 ３人程度 学校教育課 ☎(32)8026

64
適応指導教室主任
指導員

みよし市教育センター（学びの
森）

9：30～14：30（週５日）

・適応指導教室への入室を希望す
る児童生徒及び保護者との面談
・適応指導教室へ通う児童生徒へ
の学習支援・体験活動・相談活動、
該当児童生徒の在籍校との情報交
換など

小学校または中学校の教員免許状
を有する人
教職経験者

１人 学校教育課 ☎(32)8026

65
ハートケア教育サ
ポーター

みよし市教育センター（学びの
森）

9：00～15：00（週４日）

・いじめ、不登校への対応を中心と
した児童生徒及び学校の支援
・適応指導教室の運営に関するコン
サルテーションを行い、支援の充実
を図る
・学校や保護者を対象とした相談活
動、学校訪問、家庭訪問

普通自動車運転免許及び小学校ま
たは中学校の教員免許状を有する
人で教職の経験者

２人程度 学校教育課 ☎(32)8026
2,820（予定）

※変更可能性あ
り

2,820（予定）
※変更可能性あ

り

1,600

2,820（予定）
※変更可能性あ

り
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職名 勤務場所 勤務時間 勤務内容 必要な資格・経験等 人数報酬額 問い合わせ

66 一般事務員 みよし市立学校給食センター 9:30～14：30の4時間（週５日）
主に、入力や確認等の一般事務、
電話応対

1,014 ～ 1,073
パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人

１人 給食センター ☎(32)0100

67 一般事務員
三好公園総合体育館、きたよし
地区公園管理事務所

火曜日～土曜日の8:30～21:15、日
曜日の8:30～17:15の間で、４～７時
間４５分程度（週３日程度。出勤日
数、時間帯は応相談） 

受付業務など 987 ～ 1,046

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

8人程度 スポーツ課 ☎(32)8027

68 一般作業員 旭グラウンド
火曜日～日曜日（祝日含む。）の
8:30～17:00（週４～５日程度）

旭グラウンド芝、施設管理業務など 955 ～ 1,142 普通自動車運転免許を有する人 １人 スポーツ課 ☎(32)8027

69 一般作業員 三好公園内運動施設
火曜日～金曜日の8:30～17:00（週
４日）

三好公園陸上競技場芝、施設管理
業務など

955 ～ 1,142 普通自動車運転免許を有する人 ２人 スポーツ課 ☎(32)8027

70 一般事務員 図書館学習交流プラザ
火曜日から日曜日までの8：30～
17：15までの間で５～７時間程度
（週４～５日程度）

生涯学習講座企画･運営補助 1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・生涯学習に関する知識があり、講
座の企画および運営の経験がある
人
・英語でコミュニケーションができ、
２か国語以上の言語で日常会話が
できる人
・パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人
・普通自動車運転免許を有する人
・夜間、土日祝日勤務が可能な人

２人 生涯学習推進課 ☎(34)3111 

71 一般事務員 図書館学習交流プラザ
火曜日から日曜日までの8：30～
17：15までの間で５～７時間程度
（週４～５日程度）

生涯学習講座企画･運営補助 1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・生涯学習に関する知識があり、講
座の企画および運営の経験がある
人
・パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人
・普通自動車運転免許を有する人
・夜間、土日祝日勤務が可能な人

４人 生涯学習推進課 ☎(34)3111 
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72 一般事務員 図書館学習交流プラザ
火曜日から日曜日までの8：30～
17：15までの間で５～７時間程度
（週４～５日程度）

一般事務作業、受付業務など 1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード、エクセルな
ど）ができる人
・夜間、土日祝日勤務が可能な人

２人程度 生涯学習推進課 ☎(34)3111 

73 子ども読書活動推
進員

図書館学習交流プラザ
火曜日から日曜日までの8：30～
17：15までの間で５～７時間程度
（週４～５日程度）

子ども読書活動推進業務 1,014 ～ 1,295

次の全てに該当する人
・図書館司書、または図書館司書補
の資格を有する人
・公共図書館・学校図書館で児童担
当として勤務経験を有する人
・本の読み聞かせなどに関する知
識があり、指導アドバイスができる
人
・パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人
・普通自動車運転免許を有する人
・夜間、土日祝日勤務が可能な人

１人 生涯学習推進課 ☎(34)3111 

74 一般事務員 緑と花のセンター
8:30～17:00の間で、５～７時間程度
（週３日程度、月曜日を除く）

窓口業務、電話対応、施設の準
備、一般事務や施設維持管理業務
の補助業務など

1,014 ～ 1,073

次の全てに該当する人
・パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる人
・土、日、祝日に勤務ができる人

１人程度 緑と花のセンター ☎(34)6111

※みよし市役所内の一般事務職については、提出いただいた登録申込書を基に選考をさせていただき、勤務条件等が合う方にのみ面接等の依頼をさせていただきます。

※各小中学校に勤務する職種については、勤務先の学校によって記載された勤務時間と前後する場合があります。
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