
2020年（令和2年）2月 2

職名・業務内容 勤務日 給与（時給相当額） 資格など 勤務地 募集人数
一般事務
（窓口業務、入力業務、庶務全般、国勢調査、相談
員、支援員、指導員、守衛など）

7時間45分×週5日、
6時間×週5日、7時間×週5日 964円～ 不問

※一部要件あり
本庁、保健所、三支所、なは市民活動支援センター
市関係機関、監査委員事務局など 約400人

保育士・保育教諭
（担任、ヘルパー、年休代替など各職種あり）

6時間×週5日、7時間×週5日、7時間45
分×週5日（担任）
その他短時間勤務あり

1,166円～、
1,251円～
（担任）

保育士、保育教諭、保健師、看
護師など

認定こども園、公立みらいこども園、子育て支援セ
ンター、こども発達支援センター、保健所など 219人

保健師 6時間×週5日、7時間30分×週4日 1,360円～ 保健師、助産師など 本庁、保健所、こども発達支援センター 14人

専門的な資格を要する職務または困難な業務
（相談員、通訳、学芸員など） 6時間×週5日 1,251円～ 要件あり 本庁、歴史博物館、識名園、玉陵 29人

専門的な資格を要する職務または困難な業務
福祉関係（障がい福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活
保護、母子保健）に関する業務

6時間×週5日、7時間45分×週4日 1,251円～ 要件あり
保護課、ちゃーがんじゅう課、特定健診課、地域保
健課、子育て応援課、障がい福祉課、こどもみらい
課、人事課

約200人

福祉に関する相談員、一般事務、児童館職員など 6時間×週5日　その他勤務形態あり 964円～ 要件あり 児童館、女性センター、福祉政策課、障がい福祉課、
こども政策課 10人

栄養士 6時間×週5日 1,205円～ 栄養士 健康増進課、こども園給食センター 4人

レセプト点検・医療事務業務 6時間×週5日 1,166円～ 要件あり 保護課、ちゃーがんじゅう課、保健総務課、障がい
福祉課、国民健康保険課 38人

調理員 6時間×週5日または6時間×週6日 964円～ 不問 こども園給食センター 12人

環境整備員（ごみ収集員） 7時間×週5日 964円～ 不問 クリーン推進課 22人

市長事務部局　問い合わせ先：人事課☎861-7499

職名・業務内容 勤務日 給与（時給相当額） 資格など 勤務地 募集人数

一般事務（窓口業務、入力業務、庶務全般など） 6時間×週5日、7時間45分×週4日 964円～ ワード・エクセルなど簡単なPC
操作能力、普通自動車免許

総務課、料金サービス課、下水道課、水道管理課、
水道工務課 12人

保健師 7時間45分×週4日 1,360円～ 保健師 総務課 1人

パソコンヘルプデスク 6時間×週5日 1,251円～ 要件あり 企画経営課 1人

那覇市上下水道局　問い合わせ先　総務課☎941-7801

職名・業務内容 勤務日 給与（時給相当額） 資格など 勤務地 募集人数

一般事務（窓口業務、入力業務、庶務全般など） 964円～ 不問 ①予防課　②総務課 ①1人　②2人

救命講座普及啓発推進員 6時間×週5日 1,044円～ 救急救命士、看護師、応急手当
普及員 救急課 3人

保健師 1,360円～ 保健師 総務課 1人

那覇市消防局　問い合わせ先：総務課☎867-0119

職名・業務内容 勤務日 給与 資格など 勤務地 募集人数

会派事務員
6時間×週5日

日額6,264円～ ワード・エクセルなど簡単なPC
操作能力 庶務課 5人

運転手 月額151,354円～ 中型自動車運転免許（中型限定解除） 庶務課 2人

那覇市議会事務局　問い合わせ先：庶務課☎862-8108

職名・業務内容 勤務日 給与 資格など 勤務地 募集人数

選挙事務従事者
7時間45分×週5日
期間：4月1日～8月31日（予定）
（時期によって時間外勤務あり）

日額7,471円 不問 選挙管理委員会事務局 若干名

那覇市選挙管理委員会　問い合わせ先：事務局☎951-3215　

職名・業務内容 勤務日 給与（時給相当額） 資格など 勤務地 募集人数
一般事務
（窓口業務、入力業務、庶務全般、学校事務、用務員など）
※用務員の勤務日はホームページ参照

4時間×週5日、5時間×週5日、
6時間×週5日、7時間×週5日、
7時間30分×週4日

964円～ ワード・エクセルなど簡単なPC
操作能力　※一部他要件あり

本庁、各小中学校、給食センター、教育相談課、牧
志駅前ほしぞら公民館　など 約160人

図書事務　②は土日勤務あり ①7時間45分×週5日　②7時間30分×週
4日　③6時間×週5日 1,044円～ 司書資格、①は教員免許でも可 ①各小中学校　②各図書館、人材育成支援センター

③教育研究所 39人

図書館（室）カウンター要員　※土日勤務あり 7時間30分×週1日 964円～ 不問 ①人材育成支援センター　②各図書館 ①3人　②20人

教諭 ①6時間30分×週5日　②7時間×週5日 1,305円～ 教員免許 ①各小中学校　②教育相談課 ①17人　②3人

①きら星学級支援員　②むぎほ学級支援員 ①6時間×週5日　②7時間30分×4日 1,166円～ 教員免許、保育士資格など 教育相談課 ①9人　②5人

教育相談員、心理士、スクールソーシャルワーカーなど 7時間30分×週4日 1,251円～ 要件あり 各小中学校、教育相談課、学校教育課 45人

特別支援教育ヘルパー ①6時間×週5日　②7時間×週5日 964円～ 不問 学校教育課 ①66人　②22人

①社会教育指導員　②人材育成支援員 7時間30分×週4日 1,044円～ 要件あり ①各公民館　②人材育成支援センター ①12人　②2人

調理員 7時間×週5日、6時間×週5日 964円～ 不問 単独校調理場、学校給食センター 78人

栄養士 7時間45分×週5日 調整中 栄養士または管理栄養士 曙小学校 1人

情報機器保守点検指導員 6時間×週5日 1,251円～ 要件あり 教育研究所 4人

教育委員会　問い合わせ先：総務課☎917-3500

令和2年度
那覇市会計年度任用職員募集

/あなたの力をお貸しください!! /

令和2年4月1日より会計年度任用職員制度が始まります。地方公務員法等の改正により、地方公共団体で働く臨時・非常勤職員は、「会計年度任用職員」に変わることになりました。

会計年度任用職員とは　
任期の定め（１会計年度内）のある一般職の地方公務員です
申込期間
令和 2年1月27日 ( 月 ) ～2月10日 ( 月 )　
平日 8時 30 分～17時15分（12時～13 時を除く）
申込方法
所定の申込書に必要事項を記入・押印し、写真を貼付して、採用を希望する課へ事前に連絡
の上、提出してください（併願不可）。申込書提出後、書類選考および面接試験により合格者を
決定します。　※郵送による申し込みの場合は、必ず簡易書留郵便で送付してください。 
郵送申込期限：令和 2 年 2 月10 日（月）（当日消印有効）

申込用紙配布場所
総合案内窓口（本庁舎1 階）、各支所（真和志、首里、小禄）、公民館、図書館、教育委員会総務
課（本庁11 階）、上下水道局　※市ホームページからもダウンロードできます
諸手当　　市の規定により通勤費用を支給します。期末手当を 6 月と 12 月に年 2.6 月分
（初年度1.95 月分）支給します。　※期末手当は、一定の要件を満たす場合に支給
募集年齢　　１８歳以上（高校生不可）　※職種により要件あり

一覧表には、代表的な職種を掲載しています。
詳しい募集情報は市ホームページをご確認ください。


