
公益財団法人かわさき市民活動センター 

 

 

1 勤務内容 

□こども文化センター 

子どもの見守り、児童や市民活動団体への支援、施設の管理、団体利用の申込受付業務等を行います。 

□わくわくプラザ 

小学校のわくわくプラザ室を拠点として、遊びを中心に子どもたちをサポートする業務です。 

（子どもの見守り・行事の企画運営・おやつの提供・受付事務など） 

 

2 勤務時間・日数 
シフト制。日数は週 3 日程度（応相談）。基本的な勤務時間は次のとおりです。 

※６時間を超える勤務には１時間の休憩があります。 

  

・こども文化センター…平日・土曜日は 18 時から 21 時の夜間勤務が中心です。（9 時 30 分から 18 時

の間で勤務していただく場合もあります。） 

日曜・祝日は 9 時 30 分から 18 時の間。 

 

・わ く わ く プ ラ ザ…1 日の勤務時間は 3～5 時間程度。 

平日は放課後から 19 時の間。土曜日は 8 時 30 分から 18 時の間。 

土曜日以外の学校休業日（夏休み等）は 8 時から 19 時の間。 

 

3 勤務場所 
  希望される勤務時間・日数と各施設の応募状況とを照らし合わせた上で、裏面に記載されたこども文

化センター・わくわくプラザのうち、いずれかをご紹介します。 

 

4 給与・契約期間 
 ・時 給…こども文化センター1,１１８円  わくわくプラザ１,１２３円 ＋ 50 円（処遇改善手当） 

（202３年 4 月からの時給です。当財団の経営状況等により改定する場合があります） 

 ・交 通 費…交通機関を利用した場合、１回の勤務につき１,5００円を上限として実費支給 

・契約期間…１年（面接を行い、成績良好の場合は更新をお願いする場合があります） 

・そ の 他…有給休暇、定期健康診断あり 

 

5 応募資格 

・18 歳以上で児童の健全育成に熱意のある人。 

・高校卒業程度以上 

・契約期間 1 年ごとの更新で、更新の上限は 65 歳までとなります。 

・65 歳以上の方は、シニアスタッフとしての採用枠があります。 

・外国籍の方も応募可。（在留カードの写し等提出書類有）   

 

6 選考方法 
こども文化センターで随時面接を行います。 

※施設の選考状況によっては、ご案内できない場合がございますのでご了承ください。 

   

7 応募手続き 
興味のある方は、下記までお問い合せください。 
かわさき市民活動センター ＴＥＬ：０４４－４３０－５６２７（担当：職員係） 

 

 

 
2023 年 4 月改訂 

 

こども文化センター・わくわくプラザ臨時職員の募集案内 

お気軽にお問い合せください♪ 



こども文化センター 一覧表 

 

区名 各こども文化センター名 こども文化センター連絡先 こども文化センター管轄のわくわくプラザ小学校名 

川

崎

区 

旭町 222-1451 旭町 宮前   

日進町 230-1818 川崎 京町   

渡田 344-7425 田島 向   

大師 266-8874 大師 四谷   

藤崎 222-7711 藤崎 川中島   

殿町 277-7660 殿町 東門前   

田島 366-2806 渡田    

浅田 366-0271 浅田 小田   

小田 355-3754 新町 東小田   

幸

区 

南河原 511-4963 南河原 幸町   

幸 544-1489 戸手 御幸 西御幸  

下平間 544-2925 下平間 古市場 古川  

南加瀬 588-6567 南加瀬 夢見ヶ崎   

小倉 599-4153 小倉 東小倉   

北加瀬 599-6848 日吉    

中

原

区 

小杉 722-8290 今井 小杉   

新丸子 711-0368 上丸子 西丸子   

住吉 411-1749 住吉 東住吉   

井田 752-1260 井田 下小田中   

平間 522-8077 平間 下河原   

玉川 433-8546 玉川 下沼部   

西加瀬 434-6408 苅宿 木月   

新城 788-8055 新城    

大戸 777-6580 大戸 大谷戸   

宮内 752-6055 宮内 中原   

高

津

区 

上作延 865-1634 上作延 南原   

高津 822-6429 高津 下作延 久地  

二子 844-6818 坂戸 久本   

東高津 813-0770 東高津    

末長 877-5540 末長 新作 橘  

子母口 755-7771 久末 子母口   

梶ヶ谷 852-4542 梶ヶ谷 西梶ヶ谷   

宮

前

区 

宮崎 888-2755 宮崎 宮崎台   

有馬 855-2166 西有馬 有馬 鷺沼  

野川 788-2202 西野川 野川 南野川  

宮前平 855-1884 富士見台 宮前平 土橋  

平 865-1032 向丘    

白幡台 977-8600 白幡台 平   

多

摩

区 

枡形 911-5761 東生田    

長尾 932-1155 稲田 長尾   

錦ヶ丘 955-6232 南生田 生田   

三田 934-2476 三田    

菅 944-0666 菅 東菅   

中野島 932-0971 中野島 下布田   

南菅 945-8169 南菅 西菅   

麻

生

区 

百合丘 955-4445 百合丘 西生田   

東百合丘 954-4493 長沢 南百合丘   

千代ヶ丘 955-1535 金程 千代ヶ丘   

王禅寺 989-1601 王禅寺中央 東柿生   

虹ヶ丘 987-3654 虹ヶ丘    

柿生 988-9891 柿生    

白山 988-4931 真福寺    

麻生 954-4888 麻生    


