
１　募集職種及び主な業務内容 窓口応対多し 電話応対多し 運転業務あり

市民宅等への訪問業務あり

区分
番号

　（注）　　　　　　　のマークがない職種についても、窓口応対業務及び電話応対業務が発生する場合があります。

　（注）　※区分番号２は任用更新の可能性がない職種です。

　　　　　　 また、区分番号８は、任用更新回数は上限３回まで、最長４年の職種です。詳しくは、３ 任用期間をご覧ください。

２　採用予定日　　　　　 平成28年(2016年)４月１日

３　任用期間　　　 原則１年以内とします。

任用の更新については、勤務成績が良好でかつ必要と認められた場合は、上限４回までとし、最長５年となります。

但し、年齢65歳に達した日以後の最初の3月31日に退職となります。

※区分番号２の職種については、任用更新がありません。

※区分番号８の職種については、任用更新回数は上限３回まで、最長４年となります。

1 消費生活相談員
商品やサービスの契約等の消費生活全般に関する苦情や問い合わせ等に
ついて、市民から相談を受け、適切なアドバイスを行うなどの相談業務

　　　　　　　　１月24日（日）に実施する他の採用試験の重複応募はできません（応募は１職種に限ります）
　　　　　　　　　　※一般事務などの資格職以外の職種は別冊になっています。

平成27年度（2015年度）

横須賀市非常勤職員（１年任用 資格職）採用試験受験案内

横須賀市役所総務部人事課

職　種 業　務　内　容

4 介護認定調査員（ケアマネジャー） 介護保険の認定調査及び関係事務

5 歯科衛生士
乳幼児・成人歯科健康診査等での歯科保健指導、乳幼児・児童・生徒・成
人等集団への歯科保健指導、歯科保健に関する窓口・電話相談業務

2 ※点訳指導員
点訳図書校正・製作指導、点訳ボランティアの養成、視覚障害者への点字・
パソコン指導、視覚障害者への生活相談

3
要援護高齢者相談員
　（ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士）

援護を必要とする高齢者の相談・処遇・指導並びに関係機関からの情報収
集・提供業務

8 保育士（保育園）＊更新回数上限３回 市立保育園における保育業務

6 こども青少年相談員（臨床心理士）
発達のおくれ、家族関係、思春期の問題行動など、生活する上での様々な
不安や悩みを抱える４歳～20歳までの児童・青少年及び保護者に対する面
接及び電話・メールによる相談他

7 助産師
こんにちは赤ちゃん訪問
周産期支援に係る教室、相談業務

9 一時保護所児童指導員（児童相談所） 一時保護所入所児童の生活指導及び事務補助事業等

13 教育相談員（臨床心理士）

小・中学生を対象とした、学校生活に関わる教育相談（電話、面接による市
民からの相談等）
面接、コンサルテーション、見立て（検査含む）、心理教育（訪問も含む）、支
援教育課内の連携、緊急支援、学校との連携

11
学校司書
　（小学校又は中学校教員免許ほか）

司書教諭の仕事の補助、学校図書館を中心とした学習環境の整備、学校
図書館を活用した授業の支援

12
外国語活動アドバイザー
　（小学校英語指導者資格）

外国語活動に関する業務（教育委員会主催の活動研修講座における講師・
準備・運営、校内研修における講師・指導助言、カリキュラム作成及び教材
の整備、文科省委託研究の推進、その他所属長が命ずる職務）

10
学力向上放課後教室サポートティーチャー
　（小学校又は中学校教員免許ほか）

授業中や放課後の時間を利用し、学習内容の定着状況に課題のある児童・
生徒を対象とした個別学習指導や、少人数での補習等を含む学習指導
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４　受験資格及び採用予定人数

（1）　年齢条件 平成28年４月１日現在で65歳未満の人（昭和26年４月２日以降に生まれた人）

（2)　採用予定人数及び受験資格等

区分
番号

1 名

2 名

3 名

4 名

5 名

6 名

7 名

8 名

9 名

10

11 名

12 名

13 名

(3)　本市に通勤可能な人

(4)　次のいずれかに該当する人は、受験できません。

　地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する人

（欠格条項）

ア　成年被後見人、被保佐人（民法の一部を改正する法律（平成11年法律第 149号）附則第３条第３項の規定により従前の例に

　　よることとされる準禁治産者を含む。）

イ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

ウ　横須賀市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

エ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

　　団体を結成し、又はこれに加入した人

(5)　外国籍の人も受験は可能ですが、採用日において就労が制限される在留資格の人は採用されません。

また、採用後、｢公権力の行使」又は｢公の意思形成への参画」にあたる業務には従事できません。

職　種 人　数 受　験　資　格　等

消費生活相談員 1
消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、消費生活専門相談員のい
ずれかの資格を有するか、平成28年４月１日までにいずれかの資格を取得す
る見込みの人

要援護高齢者相談員
　（ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士）

1
ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士のいずれかの資格を有する人
丁寧かつ的確な受付ができ、簡単なパソコン操作ができる人
第一種普通自動車運転免許を取得している人（公用車の運転業務あり）

介護認定調査員（ケアマネジャー） 1
ケアマネジャー（介護支援専門員）資格保持者で、かつ平成21年度以降に神
奈川県又は横須賀市主催の認定調査員研修を受講済みの人
第一種普通自動車運転免許を取得している人（公用車の運転業務あり）

※点訳指導員 1 点字指導員の資格を有する人

助産師 1
助産師の資格を有する人
第一種普通自動車運転免許を取得している人（公用車の運転業務あり）

保育士（保育園）
＊更新回数上限３回 6
保育士の資格を有するか、平成28年４月１日までに取得見込みの人
（地域限定保育士（神奈川県）含む）

歯科衛生士 1
歯科衛生士の資格を有する人
ワード、エクセル等の操作が可能な人
第一種普通自動車運転免許を取得している人(公用車の運転業務あり)

こども青少年相談員（臨床心理士）
日本臨床心理士会認定 臨床心理士の資格を有する人
相談業務の経験がある人
ワード・エクセル等のパソコンの基本的な入力が可能な人

2

学力向上放課後教室サポートティーチャー
　（小学校又は中学校教員免許他）

小学校教員免許又は中学校教員免許のいずれかを有する人
又は学校教育法規定の学校における教員経験者

学校司書
　（小学校又は中学校教員免許ほか）

17
小学校又は中学校の教員免許を有し、かつ図書の選書に関する知識又は経
験を有する人
ワード・エクセル等の操作が可能な人

一時保護所児童指導員（児童相談所） 2
保育士の資格（地域限定保育士（神奈川県）含む）
又は教員免許を有する人

40名程度

外国語活動アドバイザー
　（小学校英語指導者資格）

2
小学校英語指導者資格を有し、かつTOEIC840点またはTOEFLiBT97点程度
以上又はそれに準じる検定資格を有する人

教育相談員（臨床心理士） 2 日本臨床心理士会認定 臨床心理士の資格を有する人



５　第１次試験（書類選考） エントリーシート（別紙）による書類選考

６　第２次試験（面接試験） 第１次試験合格者に別途期日を指定します。

７　報酬・勤務条件等

区分
番号

日額報酬 円

勤務日数 週２日程度（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 8:30～15:15、9:30～16:15、10:15～17:00のシフト制（休憩60分）

勤務場所 消費生活センター（本町2-1　総合福祉会館2階）

月額報酬 円

勤務日数 週３日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 9:15～16:00（休憩60分）

勤務場所 点字図書館（本町2-1　総合福祉会館4階）

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（原則 土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 8:30～17:15（休憩60分）

勤務場所 市役所本庁舎

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 8:30～17:15（休憩60分）

勤務場所 市役所厚生会館及び本庁舎、戸別訪問のための市内および近隣地域巡回

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 8:30～17:15(休憩60分)
ただし、月1回程度、業務の都合で8:00～16:45の場合あり

勤務場所 保健所(西逸見町1-38-11)(出張あり)

月額報酬 円

勤務日数 週３日勤務（①月・水・木勤務②月・木・金勤務　祝日は除く）

勤務時間 9:30～17:15(休憩60分)

勤務場所 はぐくみかん（小川町16）

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 9:00～15:45(休憩60分)

勤務場所 中央健康福祉センター（西逸見町1-38-11）

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（原則 土・日曜日、祝日は除く）※月１回程度土曜勤務あり

勤務時間 7:00～19:00の間で、７時間45分（休憩45分）のシフト勤務

勤務場所 市内公立保育園

月額報酬 円

勤務日数 週５日勤務（６シフト制）

勤務時間 Ａ勤務　7:00～15:45　　Ｂ勤務　8:30～17:15　　Ｃ勤務　9:15～18:00

Ｄ勤務　13:00～21:45（Ａ～Ｄ勤務は休憩60分）　　Ｅ勤務　12:30～0:00（休憩75分）

Ｆ勤務　6:30～12:30（休憩45分）　※Ｆ／Ｅ勤務は継続勤務

勤務場所 児童相談所（はぐくみかん　小川町16）

時給 円

勤務日数 週４日以内勤務（原則 土・日曜日、祝日は除く。年数回程度土日勤務の可能性あり）

勤務時間 8:30～12:30又は12:30～16:30のシフト勤務

勤務場所 市内市立小・中学校

月額報酬 円

勤務日数 週３日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 8:30～15:30(休憩60分)

勤務場所 市内市立小・中学校

職　種 報酬及び勤務条件等

1 消費生活相談員

9,400 加入保険：なし

3
要援護高齢者相談員
　（ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士）

191,300 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

4 介護認定調査員（ケアマネジャー）

191,300 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

2 ※点訳指導員

74,700 加入保険：なし

7 助産師

183,000 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

8 保育士（保育園）
＊更新回数上限３回

207,100 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

5 歯科衛生士

207,100 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

6 こども青少年相談員（臨床心理士）

168,100 加入保険：雇用保険(10月以降 健康保険・介護保険・厚生年金)

9 一時保護所児童指導員（児童相談所）

221,300 加入保険：健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険

10
学力向上放課後教室サポートティーチャー
　（小学校又は中学校教員免許ほか）

1,548 加入保険：なし

11
学校司書
　（小学校又は中学校教員免許ほか）

89,000 加入保険：なし



月額報酬 円

勤務日数 週３日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 9:00～17:45(休憩60分)

勤務場所 教育研究所(久里浜6-14-3)

月額報酬 円

勤務日数 週３日勤務（土・日曜日、祝日は除く）

勤務時間 9:15～17:00（休憩60分）

勤務場所 市役所本庁舎

※　月額報酬の他に、本市の規定に基づき１日580円を上限として交通費が支給されます。

※　勤務時間が正規職員の1/2以上の職種で、勤務成績が良好な場合、６月と12月に約３～24万円の報償金を支給します。

　　平成28年10月以降健康保険・介護保険・厚生年金保険に加入となります（雇用保険は平成28年４月から加入）。

　　また、今後、関連する法律の改正等があった場合は変更となる場合があります。

８　申込方法及び受付期間 ※電子メール、ファックスによる申し込みはできません。　

１．横須賀市非常勤職員（資格職）採用試験申込書(別紙）　 １通　　（自筆・写真２枚貼付）

 　（注）写真（裏面に氏名を記入）　 申し込み前３か月以内に撮影　上半身、脱帽、背景なし　縦４㎝、横３㎝

２．エントリーシート（自筆）

○　郵便申込みの場合

（あて先）〒238-8550　横須賀市小川町11番地　横須賀市役所総務部人事課

・封筒の表面に採用試験申込書在中と赤字で記入してください。

・受付票返送のあて先となる郵便番号、住所及び氏名を封筒の表面に記入し82円切手を貼った

　返信用定形封筒を必ず同封してください。

　（定型外封筒を使用の場合には120円切手を貼って下さい。）

・なお、一般書留・簡易書留によらない郵便事故については、一切考慮しません。

受験案内配布日から　平成２８年１月２８日（木）消印まで有効

 ・平成28年２月３日（水）までに受付票が返送されない場合は、４日（木）午後５時までに下記の問合せ先まで

　ご連絡ください。

○　持参申込みの場合

 　受付場所は、横須賀市役所総務部会議室（本庁舎（１号館）５階）

 　　　　　　　　　　横須賀市小川町１１番地　（京浜急行横須賀中央駅から徒歩７分）

　平成２８年１月６日（水）～８日（金） 　　受付時間は、午前９時から午後５時まで

　※持参による申し込みは上記期間のみとなります。

９　注意事項ほか

（1） 受付後は、提出いただいた書類は一切返却しません。また、受付後の応募職種の変更はできません。

（2） 受験にあたっては、第三者からの紹介などは、一切受けておりません。万一、紹介行為などがあった場合

　　は、横須賀市職員倫理条例に抵触することとなり、受験をご遠慮いただくこととなります。

（3） 採用日以降は、兼業禁止となりますので、あらかじめご了承ください。

（4）　第１次採用試験の結果を請求することができます。なお、電話・郵便・電子メール・ファックスによる請求はできません。

　　請求方法は受験者本人が受付票をお持ちの上、次のとおり指定する場所及び期間におこしください。

　　それ以外の方法で請求することはできません。

ア　請求者　　第１次試験の不合格者（受験者本人に限る。）

イ　内容　　　 第１次試験の順位、総合得点

ウ　場所　　　 総務部人事課（本庁舎（１号館）５階）

エ　期間　　　 第１次試験合格発表日から１か月間（土日祝日を除く）（午前９時～午後５時）

受付期間

※　加入保険に（10月以降 健康保険・介護保険・厚生年金保険）とあるものは、厚生年金保険法等の改正により、

加入保険：雇用保険(10月以降 健康保険・介護保険・厚生年金)

申
込
方
法

提出書類

受付期間

申込方法

　（２通り

12
外国語活動アドバイザー
　（小学校英語指導者資格）

114,900

13 教育相談員（臨床心理士）

168,100 加入保険：雇用保険(10月以降 健康保険・介護保険・厚生年金)

電話　046-822-8174（直通）

採用試験に関する問合せ先　横須賀市総務部人事課　〒238-8550　横須賀市小川町11番地

あります。）


