
臨時・非常勤職員  募集！臨時・非常勤職員  募集！
～あなたの力を市政に～

申し込み方法など
所定の申込書に必要事項を記入・押印し、写真を貼付して本人が下記の『担
当課窓口』へ直接持参してください。提出の際、簡単な面接を行います。

本庁１階（総合案内窓口）、3支所、新都心銘苅庁舎市民サービスセンター、各公民館・
図書館、本庁11階（那覇市教育委員会 総務課）、上下水道局3階（上下水道局 総務課）

平成27年度

【那覇市役所】

申込書配布場所

※資格を要する職種は、「資格書の写し」または、「資格取得見込証明書」を
　提出してください。
※申込書提出後、選考のうえ決定します。
※応募されても欠員の状況等により採用されないことがあります。

※那覇市公式ホームページからもダウンロード可能（上下水道局申込書を除く）
※採用時期、期間、勤務条件および給与などは職種により異なります。
　くわしくは各担当課へお問い合わせください。

担当課・お問い合わせ先

臨
時
職
員

非
常
勤
職
員

こども政策課
☎861-2110
4月以降も随時受付

職　種

一般事務

月曜日～金曜日
(１日7時間45分、週5日)

日額  6,260円 不要(ただし、ワード、エクセルなどパソコン
操作のできる方)

2月2日(月)～
27日(金)
(平日の12:00～13:00、
土日、祝日を除く)

若干名
(市内在住者を優先)

人事課（人事グループ）
☎861-7499

環境整備員
(ごみ収集) 日額  6,680円 不要

ケースワーカー

保健師

土木技師

建築技師

臨時保育士

幼稚園教諭

幼稚園預かり
保育指導員

月曜日～土曜日のうち週5日
7:30～18:30の間の
7時間45分勤務(シフト制)

月曜日～金曜日
(学級担任)8:15～16:45
(預かり保育)10:15～18:45

月曜日～金曜日
13:45～18:45

日額  7,590円 社会福祉主事任用資格をお持ちの方

日額  9,360円 保健師資格をお持ちの方

日額10,250円 大学で専門課程（土木・建築）を修了し、実務
経験5年以上の方等。詳細は担当課要確認

日額  7,000円 保育士資格者
(平成27年3月取得見込み可)

2月2日(月)～
3月13日(金)
※4月1日採用者

20名程度
こどもみらい課
☎861-6903
4月以降も随時受付

日額  7,000円 幼稚園教諭免許取得者
(平成27年3月取得見込み可)

2月2日(月)～
16日(月)
※4月1日採用者

20名程度
こども政策課
☎861-2110
4月以降も随時受付

時給     950円
幼稚園教諭免許取得者か保育士資格取得者
(平成27年3月取得見込み可)

2月2日(月)～
16日(月)
※4月1日採用者

20名程度

勤務日 賃　金 資格など 募集期間 募集人員

【那覇市教育委員会】
担当課・お問い合わせ先

臨
時
職
員

非
常
勤
職
員

職　種 勤務日 賃　金 資格など 募集期間

特別支援教育ヘルパー

臨時教諭

一般事務

学校図書事務

調理員

運転手(給食運搬車)

建築技師

機械技師若しくは電気技師

特別支援非常勤ヘルパー

特別支援教育相談員(臨床心理)

非常勤講師

用務員

学校事務補助員

調理員

非常勤事務員(学校給食センター)

財務会計入力事務員

社会教育指導員

環境整備員

学校駐車事務支援員

情報機器保守点検指導員

プラネタリウム操作技師

図書館補助員

図書館カウンター要員

きら星学級支援員

臨床心理士

教育相談員

専門指導員

教育相談支援員他

月曜日～金曜日

(週5日,１日7時間45分）

日額  6,260円

日額  9,710円

日額  6,260円

日額  6,670円

日額  6,260円

日額  6,260円

日額 10,250円

日額 10,250円

時給     930円

日額 12,560円

日額  8,060円

時給     930円

時給     930円

時給     930円

時給     930円

時給     930円

月額115,300円

日額  9,470円

時給     930円

日額  8,480円

日額  9,550円

時給     990円

時給     930円

時給  1,020円

日額 12,560円

日額 10,600円

日額 10,600円

時給  1,000円

不要

中学校教諭免許

不要(ただし、エクセル、ワードなどのパソコン操作ができる方)

司書資格又は教諭免許

不要

マニュアル車運転免許

建築関係職の実務経験5年以上の者

機械設備若しくは電気設備関連職の実務経験5年以上の者

不要

臨床心理士

中学校教諭免許

不要

不要(ただし、エクセル、ワードなどのパソコン操作ができる方)

不要

不要(ただし、エクセル、ワードなどのパソコン操作ができる方)

自動車運転免許

不要(ただし、エクセル、ワードなどのパソコン操作ができる方)

担当課要確認

図書館司書

不要

担当課要確認

担当課要確認 2月2日(月)～27日(金)
(平日の12:00～13:00、土日、祝日を除く)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日のうち2日または3日の交代勤務(8:15～16:45）

月～金曜日(1日4時間または5時間）

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

土、日のうち1日(1日7時間30分)

月～金曜日(1日6時間)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日7時間30分)

月～金曜日のうち4日(1日4時間程度) 教育相談課(真和志庁舎4階)

917-3506

917-3510

2月2日(月)～27日(金)

(平日の12:00～13:00、

土日、祝日を除く)

2月2日(月)～27日(金)

(平日の12:00～13:00、

土日（図書館は休館日）、

祝日を除く)

【那覇市上下水道局】
担当課・お問い合わせ先職　種 勤務日 賃　金 資格など 募集期間

臨時職員

非常勤職員

一般事務

一般事務

月曜日～金曜日(週5日7時間45分) 日額  6,260円
不要
(ただし、エクセル・ワード等のパソコン操作ができる方)

2月2日(月)～27日(金)
上下水道局総務課
☎941-7801

月曜日～金曜日(週5日6時間) 時給     930円

学校教育課

総務課

832-7868

917-3500

学校給食課 917-3507

施設課 917-3503

学校教育課

917-3506

917-3506

917-3510

総務課 917-3500

学校給食課 917-3507

学務課

生涯学習課

施設課

917-3505

917-3502

917-3503

教育研究所

牧志駅前ほしぞら公民館

中央図書館(与儀公園隣り)

917-3524

917-3443

917-3449

教育相談課(真和志庁舎4階) 832-7868

62015 年（平成27年）2月


