
22017 年（平成29 年） 2 月

職　種

《那覇市役所》

臨
時
職
員

非
常
勤
職
員

勤　務　日 賃　金 資格など 募集期間 募集人数 担当課・問い合わせ

一般事務 
環境整備員（ごみ収集） 
ケースワーカー 
保健師

【公立保育所】
保育士

【幼稚園】
預かり保育指導員（臨時）

【認定こども園】
保育教諭

【公立保育所】
保育士
　①時間延長型対応
　②休憩対応

保育所パート

【幼稚園】
預かり保育指導員（非常勤）

原則として、月曜日～金曜日
（１日７時間４５分、週５日勤務）

月曜日～土曜日のうち5日
（7時30分～18時30分）
*延長保育実施保育所は
7時30分～19時30分の間の
7時間45分勤務（シフト制）

月曜日～金曜日
10時15分～18時45分

月曜日～土曜日のうち5日
7時30分～19時30分の間の
7時間45分（シフト勤務）

月曜日～土曜日
①16時30分～19時30分、週2～6日
②11時～16時の間の4時間、週1～6日

月曜日～金曜日
13時45分～18時45分

日額 　6,470円

日額　 6,900円
日額 　7,790円

日額 　9,600円

日額　7,970円

日額　8,550円
（平成29年4月予定額）

時給　　980円

時給　　950円

時給　　980円

【担任保育士】
日額　 8,480円

【その他保育士】
日額　 7,970円

若干名

20人程度

4人

11人

各5人程度

10人程度

12人

2月1日（水）～28日（火）
（平日の12時～13時　

※土日、祝日を除く）

随　時
※面接の時間を電話で

ご予約ください。

人事課人事G
（本庁舎5階）
☎８６１-７４９９

こどもみらい課
☎861-6903

こどもみらい課
☎861- 6903

こども政策課
☎８６１-２１１０

こども政策課
☎８６１-２１１０

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方

不　要

不　要（　　　　　　　）

社会福祉主事任用資格

満65歳未満で
保育士資格を有する方

（平成29年3月資格取得見込み可）

幼稚園教諭免許または保育士資格
（平成29年3月資格取得見込み可）

幼稚園教諭免許、保育士資格、
小学校教諭免許、養護教諭免許
のいずれか一つを有する方

（平成29年3月資格取得見込み可）

満65歳未満で保育士資格を有する方
（平成29年3月資格取得見込み可）

満65歳未満の方

幼稚園教諭免許または保育士資格
（平成29年3月資格取得見込み可、
その他相談可）

保健師資格

職　種

《那覇市教育委員会》

臨
時
職
員

非
常
勤
職
員

他

勤　務　日 賃　金 資格など 募集期間 担当課・問い合わせ
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 
特別支援教育非常勤ヘルパー
学校駐車事務支援員 
環境整備員 

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） 
社会教育指導員 
青少年交流推進指導員 
財務会計入力補助員 
図書館補助員 
図書館カウンター要員 
臨床心理士 
子ども寄添主任支援員（主任SSW） 
教育相談員 
専任指導員 
きら星学級支援員 
教育相談支援員 

月曜日～金曜日
（1日7時間45分、週5日）

月曜日～金曜日（1日6時間）

月曜日～金曜日（1日6時間）

月曜日～金曜日（1日6時間）

月曜日～金曜日のうち４日
（1日7時間30分）

土曜日、日曜日のうち１日（１日７時間３０分）

月曜日～金曜日のうち４日（1日4時間：主に午前）

月曜日～金曜日（1日4時間または5時間）

月曜日～金曜日のうち４日（1日7時間30分）

月曜日～金曜日のうち４日（1日7時間30分）
月曜日～日曜日のうち４日（1日7時間30分）

火曜日～日曜日のうち４日（1日7時間30分）

月曜日～金曜日のうち４日（1日7時間30分）

月曜日～金曜日のうち2日または
3日の交代勤務（8時15分～16時45分）

日額　 6,470円
日額　 9,950円
日額　 6,470円
日額　 6,880円
日額　 6,470円
時給　　950円
時給　　950円
日額　 9,670円

時給　　950円

時給　　950円
時給　　950円
時給　　950円
月額118,500円
時給　　950円
時給　　950円
時給　1,010円
時給　　950円
日額 12,630円

日額 10,710円
日額 10,710円
時給　1,260円
時給　1,000円

時給　1,430円

2月1日（水）～28日（火）
（平日の12時～13時

※土日（図書館は休館日）、
祝日を除く）

学校教育課　☎917-3506
学校教育課　☎917-3510

総　務　課　☎917-3500

学校給食課　☎917-3507
学校教育課　☎917-3506

施　設　課　☎917-3503

総　務　課　☎917-3500

学校給食課　☎917-3507

生涯学習課　☎917-3509
学　務　課　☎917-3505

教育相談課
（真和志庁舎４階）
☎917-3508

不　要
中学校教諭免許
不　要

不　要

生涯学習課のホームページを参照

司書資格または教諭免許
不　要
不　要
不　要

不　要

不　要

不　要
図書館司書

臨床心理士資格
社会福祉士又は精神保健福祉士

教育相談課のホームページ参照

普通自動車運転免許

生涯学習課　☎917-3502

中央図書館 （与儀公園隣り）
☎917-3449

職　種

《那覇市上下水道局》

臨
非

勤　務　日 賃　金 資格など 募集期間 担当課・問い合わせ
月曜日～金曜日(7時間45分、週5日)
月曜日～金曜日(6時間、週5日)

日額　6,470円
時給　　950円

2月1日(水)～28日(火)
（平日12時～13時　※土日、祝日を除く）

那覇市上下水道局総務課
☎941-7801不　要

一般事務（臨時） 
一般事務（非常勤） 

あなたの
力を

市政に！！

　

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方（　　　　　　　）

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方

（　　　　　　　）

不　要（　　　　　　　）

不　要（　　　　　　　）

ただし、ワード・エクセルなど
のパソコン操作のできる方（　　　　　　　）

月曜日～土曜日
7時30分～9時と17時～18時30分の
1日2回勤務、週6日

所定の申込用紙に必要事項を記入・押印し、写真を貼付のうえ、ご本人が『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。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。

●申込方法
　など ・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。
・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。
　詳しくは担当課へお問い合わせください。
・勤務日、賃金は平成29年1月現在のものです。一部変更になる可能性
　もあります。
・本庁舎の駐車場は有料です。公共交通機関をご利用ください。

総合案内窓口（本庁舎１階）、各支所（真和志、首里、小禄）、銘苅証明発行センター、各
公民館・図書館、教育委員会総務課（本庁舎11階）、上下水道局総務課（上下水道局3階）
※市ホームページからもダウンロードできます。

●申込用紙
　配布場所

平成29年度

那覇市臨時・非常勤職員 募集！那覇市臨時・非常勤職員 募集！職員証 職員証

注意事項


