
 

２０１９年高槻選挙事務募集要項兼エントリーシート 

 

 ｽﾀｯﾌ No.     氏名        

 
❖希望される□に○、及び◆の各質問にお答えください。※こちらの内容は選挙採用のみに利用します。 

【Ａ：期日前投票受付事務 】 
 

内 容： 案内誘導、宣誓書記載の案内及び説明、受付・名簿対照、投票用紙交付、 

      その他期日前投票に付随する事務処理 等 

 

日 程：  ※事前研修参加必須→７月４日（木）午後から予定  約 1.5 時間 

高槻市総合センター   給与：日給 1,500 円 

※研修に参加できない方は、このお仕事にエントリーはできません 
       

下記各期日前投票所にて勤務します。給与：時給 1,000 円  

※②イオン高槻店のみ交通費 1 日 500 円支給有 

      A 日程:7/5(金)～7/20(土）→①高槻市総合センター ②イオン高槻店 

      B 日程 7/13(土)～7/20(土）→③小寺池図書館 ④服部図書館 

  

条 件： 事前研修(高槻市役所)に参加可能な方、日雇派遣の原則禁止の例外に該当、63才定年制 

  

◆勤務希望場所について、第一希望から順番に数字を記入して下さい。 

7/5(金)～7/20(土） 16日間の内、9 日位の勤務 時間固定・休憩なし 

 高槻市総合センター（JR高槻・阪急高槻徒歩 8分） 早番  8:25～14:15 

 高槻市総合センター（JR高槻・阪急高槻徒歩 8分） 遅番 14:10～20:00 

 イオン高槻店 (JR 高槻駅から市営バス 駐車場有 500/日車通勤可) 早番 8:45～14:35 

 イオン高槻店 (JR 高槻駅から市営バス 駐車場有 500/日車通勤可)   遅番 14:25～20:15 

7/13(土)～7/20(土） 8日間の内、 5日位の勤務  時間固定・休憩なし 

 小寺池図書館 (阪急富田・JR摂津富田徒歩 3～5分) 早番 9:30～14:30 

 小寺池図書館 (阪急富田・JR摂津富田徒歩 3～5分) 遅番 14:15～19:15 

 服部図書館  (JR 高槻駅から市営バス 早番 9:30～14:30 

 服部図書館  (JR 高槻駅から市営バス 遅番 14:15～19:15 

注）イオン高槻店以外は車通勤不可です。 

 

◆就業期間の間で出勤できない日を記入してください（採用時は下記を参考にシフトを決定します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０１９年高槻選挙事務募集要項兼エントリーシート 

 

 ｽﾀｯﾌ No.     氏名        

 
❖希望される□に○、及び◆の各質問にお答えください。※こちらの内容は選挙採用のみに利用します。 

 

【Ｂ：投票事務 】 日給 14,000 円 ※前日設営は日給 2,000円 

 

期 間： ★7/21（日） 

     ※7/20（土）に前日設営のお仕事が 1時間程度ございます。時間は未定 

ご参加できない方は、このお仕事にエントリーはできません。 

 

場 所： 58ケ所あり ※裏面参照  小・中学校のみ車・バイク通勤可 

 

内 容： 投票所入場整理券による受付業務、入場整理券と選挙人名簿の対象業務、投票用紙の交付 

 

時 間： 6：30～20：30（休憩 60分）実働 13時間 

 

その他： 勤務時間中は外出厳禁。昼食持参 

 

【Ｃ：開票事務 】 日給 4,000円  

 

期 間：  ★7/21（日） 

 

場 所： 高槻市総合スポーツセンター(JR高槻・阪急高槻よりﾊﾞｽ) 車・ﾊﾞｲｸ通勤可 

 

時 間： 20：45～23：00（作業状況により前後する可能性有） 

 

内 容： 開票及び点検、片付け(軽作業)等、詳細は当日に指示があります   
  

 

投票・開票事務条件：日雇派遣の原則禁止の例外に該当、63才定年制、 

当日携帯メール出欠確認可能な方 

          ★投票は前日設営参加必須 

◆希望通勤手段に○の記入してください。 

※車・バイクは対人賠償保険無制限 対物賠償保険 1,000万以上加入必須 

 

 徒歩  自転車    車(保険加入済)  バイク(保険加入済) 

 

◆ 投票事務・開票事務の方は、当日出欠確認等を携帯メールで行いますが可能ですか？ 

 

   □ 可能です。     □ 不可です。→勤務の確認が取れない為、エントリーできません。 

 

◆ 投票事務の方は、前日設営※7/20(土)可能ですか？ 

 

   □ 可能です。     □ 不可です。→エントリーできません。    

 

 

→裏面へ続く・・ 
 

 

 

 

 



 

 

 

◆ご希望の投票所に○を記入して下さい。複数ある場合は優先順位に数字を①②等記入して下さい。 

 
 

 区番 投票場所 住所  区番 投票場所 住所 

 2 松原小学校 沢良木町 18-1   41 北大冠小学校 宮野町 10-5 

 3 第六中学校 永楽町 10-3  42 西大冠小学校 城南町 3-1-1 

 6 住民会館まきたｾﾝﾀｰ 牧田町 8-3  43 竹の内小学校 竹の内町 60-1 

 7 土室小学校 上土室 6-10-1  44 柱本小学校 柱本新町 10-8 

 8 芥川小学校 真上町 1-2-3  45 津之江小学校 津之江北町 7-1 

 9 芥川公民館 芥川町 4-20-12  46 冠小学校 大冠町 2-40-2 

 10 川西小学校 川西町 1-34-7  47 北清水小学校 安岡寺町 6-2-1 

 11 磐手小学校 安満西の町 27-1  48 真上公民館 真上町 2-16-6 

 12 古曽部町自治会館 古曽部町 3-3-3  49 郡家小学校 郡家新町 68-1 

 15 清水小学校 宮之川原 4-20-1  50 寿栄小学校 栄町 3-11-2 

 18 如是小学校 如是町 2-3  51 赤大路小学校 赤大路町 15-1 

 19 第３中学校 芝生町 2-49-5  52 庄所ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 南庄所町 3-3 

 20 桜ヶ丘公民館 南町 7-23  53 南平台小学校 南平台 5-20-1 

 21 第４中学校 大畑町 4-4  54 芝谷中学校 芝谷町 3-1 

 22 阿武野小学校 氷室町 4-4-5  55 北日吉台小学校 日吉台三番町 4-20 

 23 春日ふれあい文化ｾﾝﾀｰ 春日町 22-1  56 芝生小学校 芝生町 3-30-1 

 24 桜台小学校 登町 9-1  57 大冠小学校 天川町 42-2 

 25 南大冠小学校 大塚町 1-4-8  58 玉川牧田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 牧田町 26-3 

 26 五領小学校 五領町 12-1  59 阿武山小学校 阿武野 2-1-2 

 29 唐崎公民館 唐崎 4-18-21  60 山手町公民館 山手町 1-5-3 

 30 富田小学校 昭和台町 1-1-1  61 安岡寺小学校 安岡寺町 1-60-1 

 31 総持寺団地集会所 総持寺町 7-2  62 堤運動広場体育館 堤町 3-1 

 32 富田支所 富田町 5-17-1  63 寿町公民館 寿町 3-35-2 

 34 第２中学校 群家本町 52-1  64 津之江会館 津之江町 1-40-4 

 35 日吉台小学校 日吉台 1-24-18  65 北清水公民館 清水台 1-7-1 

 36 第９中学校 松が丘 1-17-1  66 真上小学校 西真上 2-17-1 

 37 淀の原町公民館 高槻市淀の原町 55-1  67 阿武山中学校 奈佐原 1-2-1 

 38 柳川小学校 西町 2-1  68 旧天神山図書館 天神町 2-6-17 

 39 玉川橋団地第二集会所 玉川 2-43-1  69 西阿武野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 阿武野 1-10-2 

≪投票事務希望の方≫ 小学校・中学校はバイク・車を止める所があります。それ以外はありません。 

  ◆株式会社 KOSMO◆ 


