
 

 

 

 

 

 

令和４年度 

 地区センター・コミュニティハウス・六浦スポーツ会館 

職 員 募 集 要 項 
 

 

 

 

 

応募にあたっての注意事項 

１ 地区センター 

   主  任…午前、午後、夜間のローテーション勤務 

   スタッフ…午前、午後、夜間の固定勤務 

２ 柳町コミュニティハウス、並木コミュニティハウス 

主  任…午前、午後、夜間のローテーション勤務 

   スタッフ…午前、午後、夜間のローテーション勤務 

３ 小・中学校に設置されたコミュニティハウス 

  スタッフは夜間を中心としたローテーション勤務 

 

 

 

    ＮＰＯ法人 金沢区民協働支援協会 採用係  ＴＥＬ：７８８－０４５９ 

※当協会ホームページ https://www.officekanazawa.org/ 
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※ ２施設まで希望できます。（主任とスタッフの併願は出来ません。） 

指 定 管 理 施 設 

金沢区民協働支援協会は金沢区役所から指定を受け、区内の３地区センター・柳町コミュニティ

ハウス・並木コミュニティハウス・六浦スポーツ会館を管理しています。 

（主任とスタッフの併願は出来ません。） 

＊指定管理施設の労働条件＊ 

賃金等 

主 任 

・午前・午後勤務は時給 1,187円 夜間は時給 1,245円 

・原則として 1日 4時間 15分以内 月 77時間以内 

・就業規則による有給・年末年始休暇あり ・労災保険加入 

スタッフ 

・午前・午後勤務は時給 1,045円 夜間は時給 1,074円  

・1日 4時間 15分 半月勤務 原則として 15日間以内 

・就業規則による有給・年末年始休暇あり ・労災保険加入 

雇用条件 

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日  試用期間 3ヵ月 採用前研修あり 

＊勤務状態により 1年ごとの更新が可能です（指定管理期間内で３回まで）。 

＊継続勤務は 4年間可能です。ただし定年は 68歳です。 

＊ワード、エクセルの操作を理解していること。 

＊１ヶ月の交通費は、最安ルートでかつ上限額 10,000円です。 

≪主 任≫ 

募 集 金沢地区センター１名、釜利谷地区センター１名、能見台地区センター１名  

勤 務 

土・日・祝日を含むローテーション勤務（業務対応により変更があります。） 

・午前勤務   8：45～13：00 

 ・午後勤務  12：45～17：00 

 ・夜間勤務  16：45～21：00（日・祝日を除く） 

 

仕事内容 

・館長、副館長業務補佐  ・利用の受付(予約システムの操作)  

・自主事業の企画・実施等  ・ホームページの更新   

・用具の貸出・管理  ・図書の貸出・返納整理（金沢地区センターを除く） 

・施設の管理・清掃等   

 

 ≪地区センタースタッフ≫ 

募 集 

金  沢  午前ｽﾀｯﾌ ３名、午後ｽﾀｯﾌ ２名、夜間ｽﾀｯﾌ ２名 

釜 利 谷  午前ｽﾀｯﾌ ２名、午後ｽﾀｯﾌ ２名、夜間ｽﾀｯﾌ ２名   

能 見 台  午前ｽﾀｯﾌ ２名、午後ｽﾀｯﾌ ２名、夜間ｽﾀｯﾌ １名   

勤 務 

土・日・祝日の勤務もあり（業務対応により変更があります。） 

勤務日は施設によって異なります。 

・午前ｽﾀｯﾌ   8：45～13：00 

 ・午後ｽﾀｯﾌ  12：45～17：00 

 ・夜間ｽﾀｯﾌ  16：45～21：00（日・祝日を除く） 

仕事内容 
・利用の受付(予約システムの操作あり)  ・図書の貸出・返納整理（金沢を除く） 

・施設の管理・清掃等  ・事業の実施補助等   ・用具の貸出・管理 
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≪柳町コミュニティハウス、並木コミュニティハウスのスタッフ≫ 

募 集 
柳町コミニュティハウス ２名、並木コミュニティハウス ３名 

 ※六浦スポーツ会館の募集はありません 

勤 務 

土・日・祝日を含むローテーション勤務（業務対応により変更があります。） 

・午前勤務  8：45～13：00 

・午後勤務 12：45～17：00 

・夜間勤務 16：45～21：00（日・祝日を除く） 

仕事内容 
・利用の受付(予約システムの操作あり、柳町は無し)  ・用具の貸出・管理       

・図書の貸出・返納整理  ・施設の管理・清掃等  ・事業の実施補助等 

 

 

 

 

受  託  管  理  施  設 

金沢区役所から委託を受け、区内の小・中学校に併設されているコミュニティハウスを管理します。 

＊受託管理施設の労働条件＊ 

賃 金 等 

・午前・午後勤務は時給 1,045円 夜間は時給 1,074円  

・1日 4時間 15分  月 6～8日程度（夜間中心） 

・就業規則による有給・年末年始休暇あり  労災保険加入  

雇用条件 

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 試用期間 3カ月 採用前研修あり 

＊勤務状態により 1年ごとの更新が可能です。 

＊継続勤務は 4年間可能です。ただし定年は 68歳です。 

＊ワード、エクセルの操作を理解していること。 

＊１ヶ月の交通費は、最安ルートでかつ上限額 10,000円です。 

 

 

≪コミュニティハウススタッフ≫ 

募 集 
六浦南 １名、小田 ２名、大道 １名、並木北 ２名 

 ※富岡、西金沢、八景コミュニティハウスの募集はありません 

勤 務 

土・日・祝日を含むローテーション勤務   

＊原則：火曜・金曜は除く（施設により開館日に違いがあります） 

・午前勤務   8：45～13：00     

・午後勤務  12：45～17：00     

・夜間勤務  16：45～21：00      

 ＊原則 1人勤務 

仕事内容 
・利用の受付      ・図書の貸出・返納整理   ・ホームページの更新補助 

・施設の管理・清掃等  ・事業の企画・実施補助等  ・用具の貸出・管理 
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〒236－0028  金沢区洲崎町１－１８ 

NPO法人 金沢区民協働支援協会 採用係あて 

 

§ 応募方法 § 

 次の２点を下記枠内の住所に郵送または持参してください。 

１ 所定の応募用紙（主任とスタッフの併願は出来ません。） 

２ 合否通知用の返信用封筒（定型：長３程度） 

  ・返信用封筒には住所、氏名を記入し、切手（８４円）を貼付してください。 

（１次選考の結果を受検者全員に郵送で通知します。） 

 

 

 

§ 締切 § 

令和 4 年 1 月 6 日（木）必着 

 

§ 選考方法・選考結果の通知 § 

   １次選考合格者の方には１次選考の結果と２次選考の詳細を一緒に郵送で通知します。 

最終の合否結果は令和 4年 2月上旬になります。 

   主任の選考  

  ・1次選考 令和 4年 1月 13日（木） 書類選考 

  ・2次選考 令和 4年 1月 24日（月） 小論文選考 

  ・面接選考 令和 4年 1月 24日（月）～1月 28日（金） 面接 

 地区センタースタッフ・コミュニティハウススタッフの選考  

  ・1次選考 令和 4年 1月 13日（木） 書類選考 

  ・2次選考 令和 4年 1月 24日（月）～1月 28日（金） 面接 

 

§ 募集要項/応募用紙配布場所 § 

 地区センター、コミュニティハウス、六浦スポーツ会館、金沢区民協働支援協会事務局にて配布します。 

 当協会ホームページにも掲載します。応募用紙を印刷して使用できます。 

 

金沢地区センター 金沢区泥亀 2－14－5 ℡：784-5860 

釜利谷地区センター 金沢区釜利谷南 1－2－1 ℡：786-2193 

能見台地区センター 金沢区能見台東 2－1 ℡：787-0080 

柳町コミュニティハウス 金沢区柳町 1－3 ℡：785-2403 

並木コミュニティハウス 金沢区並木 2-8-1  ℡：781-7110 

六浦スポーツ会館 金沢区六浦南 5－19－2 ℡：788-5428 

六浦南コミュニティハウス(六浦南小学校内) 金沢区六浦南 3－22－1 ℡：785-7474 

小田コミュニティハウス（小田中学校内） 金沢区富岡西 1－73－1 ℡：775-3600 

富岡コミュニティハウス（富岡小学校内） 金沢区富岡西 7－13－1 ℡：775-0549 

大道コミュニティハウス（大道小学校内） 金沢区大道 2－3－1 ℡：788-2626 

西金沢コミュニティハウス（西金沢学園分校舎内） 金沢区釜利谷西 4－8－1 ℡：701-1727 

八景コミュニティハウス（八景小学校内） 金沢区泥亀 1－21－2 ℡：790-1757 

並木北コミュニティハウス（並木第一小学校内） 金沢区並木 1－7－1 ℡：774-3405 
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