
2020年度非常勤職員の募集 　非常勤職員(会計年度任用職員)を募集します。
詳細は試験案内または市 HPをご覧ください。

【職員課人財育成担当】
人数	 	一般事務70人程度、保育士80人程度、ふれあい補助員40人程度、病院事務員60人程度、看護補助員30

人程度、看護師50人程度、その他は若干名
対象	 18歳以上。資格、経験などは試験案内または市 HP参照
待遇	 	時間基準額(時給)は下表のとおり。別途交通費支給。勤務条件により期末手当支給
任期	 	2020年4月1日㈬～ 2021年3月31日㈬
申込	 	12月5日㈭(必着)までに申込書など(11月15日㈮～市役所職員課・市政情報コーナー、市立病院などで

配布。 市 HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ崎市役所職員課、 または〒253-0042本村5-15-1市立病院病
院総務課へ郵送。 いずれも持参も可

選考	 	原則として、作文(申込時に提出)と面接(1月に実施予定)
職種・業務 時給（円） 勤務地 問合

保育園施設スタッフ 1020 保育園

職員課
人財育成担当

施設用務員 1020 小出支所、市民の森、氷室椿庭園、青少年広場
夜間管理業務員 1020 市民ギャラリー、公民館など
現場作業業務、電話交換業務 1020 市役所
一般事務、広報編集業務、障害者就労支援業務 1030 市役所ほか
市民ギャラリー業務 1030 市民ギャラリー
保育補助 1030 保育園
救命講習指導員 1030 消防署
清掃作業員、収集作業業務 1060 環境事業センター
休日夜間戸籍業務、保育コンシェルジュ業務 1120 市役所
保育士 1120 保育園
手話通訳嘱託員、交通安全教育指導員 1300 市役所診療報酬明細書点検業務 1440
療育相談保育士 1440 こどもセンター
介護認定調査業務 1540

市役所生活保護面接相談員、生活保護就労支援相談員、生活困窮者就
労支援員、生活保護子ども支援相談員、生活保護安全相談員 1600

健康管理事務 1620
保健指導業務、歯科衛生業務、保健師、新生児訪問指導員、看護師、栄養士 1620 保健所
生活困窮者自立相談支援員、母子・父子自立支援員、家庭児童相談員 1800 市役所
女性相談員 1900 男女共同参画推進センターいこりあ
療育相談員 1900 こどもセンター
消費生活相談員 2000 市役所相談支援包括化推進員 2200
乳幼児心理発達相談員 2400 保健所
療育相談言語聴覚士 2800 こどもセンター
幼児のことばの教室指導員 3100 茅ヶ崎小学校
療育相談心理判定員、巡回療育相談員 3300 こどもセンター
歯科医師 4880 保健所
教育施設業務員、学校給食調理員 1020 小中学校

教育総務課
総務担当

学校司書、ふれあい補助員 1120
社会教育嘱託員 1120 市役所、公民館など
訪問相談員 1300 教育センター
心の教育相談員 1300 小中学校
相談指導補助員 1300 あすなろ教室
文化財保護専門員 1440 市役所ほか
学芸専門員 1440 文化資料館
学校看護介助員 1620 小中学校
心理相談員 2800 教育センター
スクールソーシャルワーカー、特別支援教育相談員 3300 市役所
給食調理員、リハビリテーション科補助業務 1020

市立病院
市立病院
病院総務課
総務担当
☎(52)1111

病院事務員 1030
病院栄養士、病院管理栄養士 1150
看護補助員 1220
診療情報管理士、会計収納員 1300
臨床検査技師、視能訓練士 1320
准看護師 1440
細胞検査士 1450
看護師、助産師 1560
薬剤師 1740
病院臨床心理士 3300

校生徒会、神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校演劇部、
茅ヶ崎市立中島中学校〈少年非行防止功労者〉大内秀
子〈優良運転者(30年)〉小林清泰〈優良運転者(10年)〉三
橋大〈交通安全ポスター優秀賞〉飯嶌乃

み さ き

咲、長坂詩織、
西山心乃花、長谷川葵音、芳田幸弥〈交通安全標語優
秀賞〉上村颯介、樫井彩結香、堤内祥子、氷室優里、
安波暁人〈防犯ポスター優秀賞〉岡野結愛、加藤永

と わ

羽、
橋本麗

れ い

、目瀬桜子、𠮷野沙良〈防犯標語優秀賞〉飯森
心
こ こ な

咲菜、石井颯人、玉井里咲、中田小琴、峯田理央
問合 �安全対策課安全対策担当

人権啓発講演会①コンテスト入賞者の作品朗読②「夢
をあきらめない生き方〜スポーツから学んだこと」

日時 �11月30日㈯13時30分〜15時50分
場所 �湘南台文化センター市民シアター(藤沢市湘南台)
講師 �②山口香

かおり

さん(ソウルオリンピック柔道メダリスト)
定員 �600人〈申込制(先着)〉
申込 �11月29日㈮17時までに☎で(藤沢市HPまたはFAX0466�

(50)8436も可)
ほか �託児2歳〜未就学児6人〈申込制(先着)。11月20日㈬まで〉
問合 �藤沢市人権男女共同平和課☎0466(50)3501

東洋大学生涯学習セミナー
「日本文化への扉としてのマンガ・アニメ」

日時 �12月5日㈭13時30分〜15時
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
講師 �紀

き の

葉
よ う こ

子さん(東洋大学社会学部教授)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月18日㈪〜(市HPも可)�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

かながわ食の安全・安心基礎講座「輸入食品の安全・安
心に関する検疫所の業務と事業者の取り組みについて」

日時 �12月18日㈬14時〜16時(13時30分〜受け付け)
場所 �市役所本庁舎会議室2
講師 �厚生労働省横浜検疫所職員、日本水産株式会社職員
対象 �県内在住・在勤の方30人〈申込制(抽選)〉
申込 �11月15日㈮〜12月5日㈭に☎または講座名、住所・氏

名・電話番号を記入し、県生活衛生課FAX045(210)8864
へ(電子申請も可)

ほか �抽選結果は12月11日㈬までに郵送で通知
問合 �県生活衛生課食品衛生グループ☎045(210)4940(直通)

防災・消防
セルフスタンドで安全な給油を
給油前に必ず静電気除去シートにタッチ

　ガソリンはわずかな火花で引火し、大惨事につなが
る恐れがあります。給油前に必ず「静電気除去シート」
に触れましょう。また、軽油専用車にガソリンを給油
してしまうなど、適合しない燃料を給油する「誤給油」
を防ぎ、運転する自動車の油種を確認しましょう。
問合 �予防課危険物担当

防災ラジオ有償配布の一時中止
2020年4月配布再開 予約受付中

　現在有償で配布している防災ラジオの在庫がなく
なったことから、一時的に配布を中止しています。配
布再開は2020年4月を予定しており、現在予約受付中
です。販売金額は5000円(通信料含む)です。なお、防
災ラジオの放送内容は防災行政用無線と同一で、ちが
さきメール配信サービス(要事前登録)、自動音声案内
テレドーム☎0180(99)4591(有料)、テレビ神奈川(tvk)
データ放送、市HPで確認できます。
問合 �防災対策課防災担当

全国瞬時警報システム(Jアラート)の試験放送
防災行政用無線など

　Jアラートは、国から地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を人工衛星などで瞬時に伝えるシステムです。
日時 �12月4日㈬11時ごろ
内容 �「これはJアラートのテストです」を3回繰り返し、

「こちらは防災ちがさきです」で放送終了
ほか �メール配信サービス、防災ラジオなどでも同時配信
問合 �防災対策課防災担当

女性専用普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �12月15日㈰9時〜12時
場所 �消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の女性25人〈申

込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜12月6日㈮に☎で
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

後期危険物取扱者保安講習会
日時 �2020年1月21日㈫〜3月6日㈮のうち1日
対象 �危険物取扱者免状の取得者で、危険物の取り扱い

作業に従事している方〈申込制(先着)〉
申込 �11月29日㈮〜申込書(11月19日㈫〜市役所予防課、

消防署各出張所で配布。県危険物安全協会連合会
HP で取得も可)を〒238-0011横須賀市米が浜通
1-7-2サクマ横須賀ビル204号一般社団法人県危険
物安全協会連合会へ郵送

ほか �費用4700円(受講料)
問合 �予防課危険物担当、県危険物安全協会連合会☎

046(826)2177

採用
市役所の職員①事務(障害者)②管理栄養士
③保健師④獣医師・薬剤師

人数 �若干名
採用 �①〜④2020年4月1日㈬

申込 �11月22日㈮までにe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験11月30日㈯。詳細は試験案内(市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽株式会社伊藤園＝4万3849円 ▽株式会社ジャパ
ンビバレッジホールディングス＝4万8233円 ▽斉藤弘美
＝木製おもちゃ等 ▽佐川美智子＝書籍 ▽中日本高速道
路株式会社＝図鑑 ▽伊比輝治＝書籍

〈子ども未来応援基金へ〉(6月27日〜9月30日)

▽茅ヶ崎中央ロータリークラブ=50万円 ▽ハーモニッ
ク松林=10万9479円 ▽三橋義明=10万円 ▽田中孝明=1
万円 ▽長谷川圭佑=1万円 ▽藤川萌美=1万円 ▽中澤忍
=5000円 ▽匿名=653万円

〈社会福祉協議会へ〉 ▽小松澤美千代=1万円 ▽カトリッ
ク茅ヶ崎教会バザー委員会=5万円 ▽匿名=2万円、564円
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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111）・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

広報紙へのご意見・ご感想を　広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 内「広報ちがさき」の「広報ちがさきア
ンケートフォーム」からお寄せください。


