臨時職員・一般嘱託職員を募集します
職種
臨時職員

事務職

一般嘱託職員

事務職

事務職（障がい者）

問 人事課 ☎537-5604

業務内容

応募資格・条件など

正規職員の事務補助
（窓口での申請書等受付
業務など）

パソコンの基本操作が
できる人

各種申請書・届出等の受
付業務、窓口業務、案内
業務、申請書記載事項等
のデータ入力業務など

賃金・報酬

試験内容

採用予定者数

筆記試験
面接試験

日額 6,890 円

パソコンの基本操作が
できる人
身 体 障 が い、 知 的 障 が い、
精神障がい（発達障がいを
含む）、その他の心身の機能
の障がいがある人

個人面接試験
（一般嘱託職員受験者のうち、
１次合格者のみ） …２月 ２日㈯
採用説明会（臨時職員受験者のうち、
合格者のみ） …………２月 ９日㈯

⃝試 験会 場：市役所第２庁舎６階 大研修室ほか

60 人
程度

5人
程度

１次

月額 184,000 円

筆記試験
面接試験
２次

１人
程度

個人面接試験

一般嘱託職員は、
4月以降に採用します。ま

ページでダウンロードも可）を確認し、同課へ。

た、一般嘱託職員と臨時職員の試験は併願

※臨時職員は、4月から６月末までの間、成績上位
の人の中から順次採用します。採用期間は、1年
以内（最長で2020年３月末まで）です。
※採用予定者数や賃金・報酬は変更になることがあります。

公立保育所の臨時職員（保育士・調理員）を募集します
問 保育・幼児教育課 ☎585-6015

市内の公立保育所で働く人を募集しています。登録制で、随時採用します。
採用期間や勤務時間については、お問い合わせください。
象： •保育士…保育士の有資格者

保育現場で働きたい人のために、相談など

•調理員…資格や経験は必要ありません

を受け付けています。詳しくは、県保育士・

⃝ 選考方法：書類審査、面接

保育所支援センター（☎551-5513）へ。

金： •保育士…日額8,060円
•調理員…日額6,990円

⃝ 申 込 み：事前に電話で面接日時を確認し、履歴書（写真貼付）、保育士は保育士証の写しを
持参のうえ、直接、保育・幼児教育課（本庁舎１階12番窓口）へ。

市の機構が一部変わります
市では、新たな行政需要や多様化する市民の皆さんの要望に
迅速かつ的確に応えていくため、組織機構の整備を行っていま
す。２月に実施予定の機構改革の主な内容をお知らせします。

■大分市動物愛護センターの設置[２月17日実施予定]
大分県と共同で設置し、運営するおおいた動物愛護センター
の開所に伴い、保健所衛生課の動物愛護担当班を廃止し、同セ
ンター内に新たに衛生課の課内室として「大分市動物愛護セン
ター」を設置することにより、犬・猫の譲渡の推進、動物愛護思想
の普及啓発などに取り組んでいきます。

11

市報おおいた H31.１.１

１ ５日㈯

⃝日時： 月

できます（一般嘱託職員として不採用の場
職員として採用されることがあります）
。

⃝申 込 み：人事課（本庁舎４階）、各支所で配布している試験案内・申込書（市ホーム

新年の「初読み」
本との出会いを楽しもう

図書館員がテーマ別に選んだ３
冊の本を、
中身が見えない福袋に
入れて貸し出します。市民図書館
（J:COM ホルトホール大分内）と
コンパルホール分館で、合わせて
200袋限定、
先着順です。
初読みで、本との新しい出会いを
楽しみませんか。

合でも、採用試験で成績上位の場合は臨時

⃝申込 期限：１月９日㈬〈消印有効〉

⃝賃

本の福袋を貸し出します
お知らせ

⃝試 験 日：筆記試験、面接試験（集団・個人）……………………………… １月19日㈯

⃝対

おおいたナビ

問 人事課 ☎537-5604
福祉保健部
大分市保健所
衛生課

生活衛生担当班
動物愛護担当班
食品衛生担当班
衛生検査担当班
大分市動物愛護
センター

新設

廃止

午前９時～（なくなり次第終了）

問 市民図書館 ☎576-8241

大分市成人記念集会
イベント

節目の年に
成人式で思い出を

平成10年４月２日～平成11年４月１日に生まれた人を対象
に、J:COM ホルトホール大分で平成31年大分市成人記念
集会を開催します。なお、大分市に住民票がなくても参加
できます。

１ 13日㈰

消防出初式
イベント

１年間の
安全を願って

新春恒例の消防出初式を開催
します。消防車両の行進や、消
防局・消防団合同の訓練、古典
はしご操法などのほか、数量限
定で吉野鶏めしの無料配布も
行います。

１ 13日㈰

⃝日時： 月

午前９時～11時30分
⃝場所：平和市民公園
多目的広場
※公 園 東 側 に 駐 車 ス
ペースを設けていま
すが、
駐車台数に限り
がありますので、公共
交通機関をご利用く
ださい。
⃝その他：雨 天 時は、消防局４階 講 堂に消防 関 係 者のみ
が集まり、式典を行います。この場合は、当日午
前６時から音声案内
（☎533 -1800）でお知らせ
します。

問 消防局総務課 ☎532-2188

⃝月日： 月

◎ J:COM ホルトホール大分 大ホール
正午～ 式典
（午前11時30分開場）
・開会イベント（県立大分南高
等学校吹奏楽部・書道部によ
るパフォーマンス）
・市長・市議会議長からのメッセージ
・実行委員によるトーク企画 ゲスト：大野 タカシ氏
◎ J:COM ホルトホール大分 小ホール
午前10時30分～ 感謝の手紙コーナー、記念撮影ス
ポット、飲み物コーナー など
◎ 大分いこいの道
午前10時30分～ 語らい広場 ※式典の中継を行います。
⃝ その 他
・個人宛ての案内状は発送しません。
・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
・手話通訳者、要約筆記者を配置しています。
・車いすを利用する人や介助が必要な人は、近くの係員
に声を掛けてください。
・飲酒している人は、入場できません。
・危険物や酒類の持ち込み、ドローンなどを飛行させる
ことは、固く禁じます。
・会場内および人混みでは、自撮り棒などの使用はご遠
慮ください。

問 社会教育課 ☎537-7039

憲法記念講演会
イベント

日本史上初の夏・冬パラリンピック
金メダリストによる講演会

パラトライアスロン選手である
土田 和歌子氏を招き、逆境や
困 難を乗り越 えて世界に羽ば
たいた経 験や原 動力などにつ
いてお話しいただきます。定員
は300人で、多数時は抽選。入
場は無料です。申込みは、電話
または 市ホームページの 専用
フォームに必要事項を記入し、
１月25日㈮までに市長室へ。

土田 和歌子氏

１ 27日㈰

⃝日時： 月

午後２時～３時30分
⃝場所：コンパルホール３階
多目的ホール
⃝演題：
「今を受入れ、今を越える
～出会い、そして挑戦～」

申込専用フォームは
こちらから

問 市長室 ☎537-5600
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