
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区センター、コミュニティハウスなどで一緒に働きましょう！ 

業務内容 受付事務、利用サポート、施設･備品管理、イベント補助、館内清掃など 

応募条件 
①健康で明るい方 

②簡単なパソコン操作ができる方     

雇用期間 
202３年４月１日～202４年３月 31日（成績良好者は職種により雇用期間

を 1 年単位で 3回又は 4 回更新可能。）          定年 70歳 

給与 
時給：１,０７１円～１,１１１円（職種・勤務時間帯による）  

交通費支給（上限あり） 有給休暇制度あり 

応募方法 

以下をみなみ区民利用施設協会（下段右側の所在地）まで郵送して下さい。 

・応募用紙（必要事項を記入の上、写真を貼付） 

・返信用封筒１通（郵便番号・住所・氏名を明記、８4 円切手を貼付） 

受験案内  応募用紙は、区内地区センター(永田地区センターを除く)・コミュニティハウス・こども 

ログハウス・六ツ川スポーツ会館で配布しています。 

また、このページからもダウンロードできます。    

 

【選考と日程】 

第一次審査（書類） 

合否結果通知 

２02３年１月 1３日（金）以降、返信用封筒にて 

ご連絡。 ※17 日までに届かない場合は、下記の問合せ先

までご連絡下さい。 

第二次審査（面接） 

第一次審査合格者対象 

202３年 1 月 18 日（水）、19 日(木)、20 日（金） 

【場所】浦舟コミュニティハウス 

日時は第 1 次審査合否結果通知に記載します。 

最終結果 202３年 1 月 24 日～２月３日着にて郵送します。 

 
※ご提出いただいた個人情報については採用試験の各種手続き以外に使用することはありません。ただし
採用者の個人情報は人事情報として使用します。また、提出書類は原則として返却いたしません。返却希
望の方はあらかじめお申し出ください。 

 

特定非営利活動法人 みなみ区民利用施設協会 

〒232-0024 横浜市南区浦舟町３－４６ 

浦舟複合福祉施設 10階 

電話：045-243-8411 FAX：045-232-9669 

【応募締切】202２年 12 月 20 日（火）当日まで必着 

 

【
【応募・問合せ先】 

 



募集要項（勤務条件および勤務内容詳細）
（2022年度実施）

 　 4～2人勤務の体制です（美化は１人勤務です）。

●【南センター】　　　　 住所：南太田2-32-1　　電話 ： 741 -  8812

※ 南センターには老人福祉センター「南寿荘」が併設されています。

●【大岡地区センター】　 住所：大岡1-14-1　　　電話 ： 743 -  2411

●【中村地区センター】　 住所：中村町4-270　     電話 ： 251 -  0130

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 12:45～17:00

夜間 16:45～21:00 1,091
　１週間連続の隔週勤務（日祝 除く）
（10分の休憩あり）

美化
（大岡地区
センター）

 8:30～1１:30 1,111  　週3～4回の交代勤務

施設の美化
（ロビーや廊下の掃除機かけ、階
段、トイレの清掃、 その他 モップ
がけや雑巾での清掃あり

美化
（南セン
ター）

 7:30～1２:30 1,111
 　日～火又は水～金の3日連続１日５時間
勤務
    土のみ2人で2.5時間交替勤務

施設の美化
（ロビーや廊下の掃除機かけ、階
段、トイレの清掃、 その他 モップ
がけや雑巾での清掃あり

    （注）地区センタースタッフは、午前・午後・夜間に担当が分かれています。

【別所コミュニティハウス】住所：別所3-4-1

 　 １人勤務の体制です。 電話 ： 721 -  8050  （募集人数：若干名）

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 13:00～17:00
（日祝は13：00～17：15）

夜間 17:00～21:00 1,091

【蒔田コミュニティハウス】住所：宿町３-５７-１ 

 　 １人勤務の体制です。   電話 ： 711 -  3377  （募集人数：若干名）

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 13:00～17:00
（日祝は13：00～17：15）

夜間 17:00～21:00 1,091

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・部屋の整理、点検、戸締り
・自主企画事業の補助
　　　　　　　　 　　　など

【主な勤務条件】
        ★労働基準法に基づく年次有給休暇あり　★成績良好な場合は1年ごとに更新可。（定年70歳）
        ★交通費支給（上限あり:片道245円）　　★労災保険加入あり　　　★無期労働契約転換制度あり

【勤務内容】
　　　　施設によって勤務日、勤務時間、仕事の内容が若干異なりますので、よくご確認下さい。

月～金 … 主に夜間勤務
　　（午前、午後の勤務もあり）
土…　午前、午後、夜間勤務
日・祝…　午前、午後勤務
４人による交替勤務（週３日程度）

1,071

1,071

勤務時間

1,071
月～金 … 主に夜間勤務
　　（午前、午後の勤務もあり）
土…　午前、午後、夜間勤務
日・祝…　午前、午後勤務
４人による交替勤務（週３日程度）

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・部屋の整理、点検、戸締り
・自主企画事業の補助
　　　　　　　　 　　　など

【地区センター】　（募集人数：若干名）

・受付、パソコン操作、集計
・簡単な清掃、整理整頓
・部屋の点検、戸締り
・図書貸出
・自主企画事業の補助　 など

　１週間連続の隔週勤務
（10分の休憩あり）

勤務時間

勤務時間



【睦コミュニティハウス】 住所：睦町1-25

 　 ２人勤務の体制です。 電話 ： 741 -  9436　 （募集人数：若干名）

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 12:45～17:00
（日祝は13：00～17:15）

夜間 16:45～21:00 1,091

【浦舟コミュニティハウス】 住所：浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設10Ｆ

 　 １人勤務の体制です。 電話 ： 243 -  2496 （募集人数：若干名）

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 13:00～17:00
（日祝は13：00～17：15）

夜間 17:00～21:00
又は16:45～21:00

1,091

【永田台コミュニティハウス】住所：永田みなみ台6-1永田台小学校内

 　 １人勤務の体制です。 電話 ： 721 -  0730 （募集人数：若干名）

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 13:00～17:00

夜間 17:00～21:00 1,091

【永田みなみ台公園こどもログハウス】（募集人数：若干名）

 　 ２人勤務の体制です。
住所：永田みなみ台４　  電話 ： 742 - 1169

時給(円) 勤務形態 業務内容

午前  8:45～13:00

午後 13:00～17:00

　　 

　   

勤務時間

勤務時間

1,071

1,071

月…午前・午後・夜間の勤務
水、木、土、日…主に夜間勤務
（火曜・金曜は休館日）
４人による交替勤務（週２～3日程度）

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・部屋の整理、点検、戸締り
・自主企画事業の補助
　　　　　　　　　　　　など

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・点検、戸締り
・自主企画事業の実施
　　　　　　　　　　　　など

月～金 … 主に夜間勤務
土…　午前、午後、夜間勤務
日・祝…　午前、午後勤務
8人による交替勤務（週３～4日程度）
（10分の休憩あり）

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・部屋の整理、点検、戸締り
・自主企画事業の補助
・図書貸出　　　　　　　など

・受付、パソコン操作、集計
・館内外清掃（トイレ含む）
・部屋の整理、点検、戸締り
・自主企画事業の補助
・図書貸出　　　　　　　など

1,071
午前・午後の各時間帯を2人一組による
交替勤務 （週3 ～4日程度）

月～土…午前、午後、夜間勤務
日・祝…午前、午後勤務
副館長とスタッフ4人による交替勤務
（週３～4日程度）

勤務時間

勤務時間

1,071



年 月 日

ｰ

～

～

～

～

　当協会が運営管理を行う地区センター等の施設は、横浜市が設置する公の施設であり、地域住民が自主的な活動や相互
交流を行う場として、誰もが気軽に利用できることなどが条例等により定められています。また、施設スタッフには、利
用者へのより良いサービスの提供や活動への積極的な支援が求められています。これらを踏まえ、あなたなら、施設ス
タッフとしてお客様にどのような対応を心がけますか。できるだけ多くの視点から述べてください。

この募集を何で知りましたか ： 

写真貼付

縦4cm×横3cm

本人単身
正面・無帽
胸から上

３か月以内に
撮影したもの

施設で　掲示板　口コミ　ホームページ　タウンニュース　その他（　　　　　　　）

令和４年度実施

（記入不要）

令和５年度採用 特定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会スタッフ採用応募用紙

受付No.受付日

電話番号

（必ず記入のこと）

施設名

携帯 ｰ

午後スタッフ
午後スタッフ

六ツ川一丁目コミュニティハウス
浦舟コミュニティハウス

氏　　名

現 住 所

〒

生年月日 昭和 ・ 平成

美　化

生　（満 歳）

スタッフ

　南センター

　中村地区センター
　大岡地区センター

午前スタッフ
午前スタッフ
午前スタッフ

午後スタッフ

夜間スタッフ
夜間スタッフ
夜間スタッフ

「希望」欄に、○を3つ以上つけてください。（同一施設の異なる職種、異なる施設の同一の職種でもかまいません。）
 勤務場所等は、ご希望に添えない場合があります。

令和５年４月１日現在で記入

ふりがな

美　化
美　化

図　　書

スタッフ
スタッフ
スタッフ

スタッフ
スタッフ

六ツ川台コミュニティハウス睦コミュニティハウス
施設名

永田台コミュニティハウス

蒔田コミュニティハウス スタッフ 六ツ川スポーツ会館
別所コミュニティハウス スタッフ 永田みなみ台公園こどもログハウス スタッフ

職種等 希望 職種等 希望 職種等 希望

ｰ

職種等 希望

職種等 希望 職種等 希望施設名

職務内容社名・団体名

ｰ

職　　歴

自宅 ｰ

期間

応募の動機

　次の質問に回答をお願いします。

資格・特技

地域活動や
ボランティア
の経験・内容


