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職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件

保育士
（50人程度）
市内公立保育園

保育士の資格を持ち、心身共に健康な人
（学生不可。ただし、3月末日までに卒業
見込みの人は応募可）

乳幼児の保育など
◦ 勤務日時＝月～金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く）、午

前8時30分～午後5時のシフト勤務（時間外勤務あり）
◦ 時給＝1,300円（期末手当あり）

看護師
（3人程度）
市内公立保育園

看護師の資格を持ち、心身共に健康な人 子どもの健康管理、乳児
保育の補助

◦ 勤務日時＝月～金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く）、午
前8時30分～午後5時（時間外勤務あり）

◦ 時給＝1,390円（期末手当あり）
時間外保育従事者A
（5人程度）
市内公立保育園 心身共に健康で、朝夕1日2回の出勤が

可能な人 朝夕の時間外保育業務

◦ 勤務日時＝月～金曜日と3週間に1回の土曜日（祝日を除く）
・ 時間外保育従事者A…午前7時～9時、午後4時45分～7

時（土曜日は午後3時45分～6時）のうち1日3.5時間
・  時間外保育従事者B…午前7時～9時、午後4時45分～8

時（土曜日は午後3時45分～6時）のうち1日4時間
◦時給＝保育士資格あり1,300円、資格なし1,200円

時間外保育従事者B
（4人程度）
橋賀台保育園

短時間保育士A
（30人程度）
市内公立保育園 保育士の資格を持ち、心身共に健康な人

（学生不可。ただし、3月末日までに卒
業見込みの人は応募可）

乳幼児の保育など

◦ 勤務日時＝月12～16日程度（日曜日・祝日を除く）、午
前7時～午後1時、午後1時～7時（赤荻保育園は午後1時
30分～7時）のうち1日5時間30分

◦時給＝1,300円
短時間保育士B
（30人程度）
市内公立保育園

◦ 勤務日時＝月10～20日程度（日曜日・祝日を除く）、午
前11時～午後3時のうち1日3時間

◦時給＝1,300円
子育て支援保育士
（3人程度）
長沼・大栄保育園

保育士の資格を持ち、心身共に健康な人
で、子育て支援について知識または経験
のある人

児童の保育、保護者か
らの育児相談などに関
するアドバイス

◦ 勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く）、午前8時30分～午後
5時

◦ 時給＝1,300円（期末手当あり）

児童ホーム支援員
（20人程度）
市内児童ホーム

18歳以上の心身共に健康な人 留守家庭児童（小学生）
の育成支援

◦ 勤務日時＝月～土曜日（祝日を除く）、午後1時30分～7時
のシフト勤務（土曜日、長期休業期間は午前7時30分から）

◦ 時給＝教員免許・保育士資格あり1,200円、免許・資格
なし1,160円

幼稚園講師（副担任）
（5人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭の免許を持ち、心身共に健康
な人（学生不可。ただし、3月末日までに
卒業見込みの人は応募可）

クラス担任の補助、バス
添乗

◦ 勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く。長期休業期間は週1日
程度）、午前7時45分～午後4時15分のシフト勤務（時間外
勤務あり）

◦ 時給＝1,300円（期末手当あり）

預かり保育従事者
（3人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許または保育士の資格を持
ち、心身共に健康な人（学生不可。ただし、
3月末日までに卒業見込みの人は応募可）

預かり保育中の園児の保
育

◦ 勤務日時＝週3～5日（土・日曜日、祝日を除く）、午前11
時～午後5時15分（長期休業期間は午前9時からのシフト
勤務）

◦ 時給＝1,300円
養護教諭
（1人）
大栄幼稚園

養護教諭の免許を持ち、心身共に健康な
人（学生不可。ただし、3月末日までに卒業
見込みの人は応募可）

園児の健康管理、園内の
環境管理

◦ 勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く。長期休業期間は週1
日程度）、午前8時～午後4時15分（時間外勤務あり）

◦ 時給＝1,450円（期末手当あり）

養護補助員
（5人程度）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許、保育士資格、介護福
祉士資格のいずれかを持ち、心身共に健
康な人（学生不可）

日常的に支援を必要とす
る幼児の介助

◦ 勤務日時＝週3～5日（土・日曜日、祝日、長期休業期間を
除く）、午前8時30分～午後3時30分のシフト勤務（時間外
勤務あり）

◦ 時給＝1,190円

勤務期間＝平成29年4月1日～30年3月31日
応募期間＝1月20日㈮（当日消印有効）まで
応募・問い合わせ先＝保育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町760）・☎20-1607
＊保育士は地域限定保育士の資格取得見込みの人も含む。面接は1月下旬～2月上旬（日時は応募締め切り後、通知します）

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間 応募・問い合わせ先など

給食補助員
（1人）
市内小中学校

心身共に健康な人

給食の配膳など
◦ 勤務日時＝年間190日程度（学校給食実

施日）、午前10時～午後2時30分
◦ 時給＝990円

◦ 1月16日㈪（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 教育総務課（市役所5階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1580

　面接は1月27日㈮
用務員
（1人）
市内小中学校

校舎内外の清掃、学校管
理事務の補助、給食の配
膳など

◦ 勤務日時＝年間120日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前8時～午後3時45分

◦ 時給＝990円

事務・受け付け補助員
（2人）
赤坂ふれあいセンター

基本的なパソコン操
作と接客ができる人

受け付け、館内整理など
の管理業務、事務補助

◦ 勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝
日を含む）、午前8時30分～午後5時

◦ 時給＝920円

◦ 1月17日㈫（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 高齢者福祉課（市役所議会棟1階 〒 
286-8585 花崎町760）・☎20-1 
537

　面接は2月7日㈫

保育園・幼稚園・児童ホームで非常勤職員を募 集

※横組みのため17ページから読んでください。
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勤務期間＝平成29年4月1日～30年3月31日
応募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真を貼って直接または郵送で各応募先へ（生涯スポーツ課は直接のみ）

平成29年度非常勤職員を

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間 応募・問い合わせ先など

学校図書館司書
（30人程度）
市内小中学校

司書または司書教諭
の資格を持ち、パソ
コン操作ができる人

学校図書の選定・管理、
学校図書館の環境整備、
読書指導の補助など

◦勤務日時
・ 学校図書館司書…週3～5日（土・日曜

日、祝日を除く。長期休業中は6日程
度の勤務あり）、午前8時～午後4時15
分

・ 外国人英語講師…週3～5日（土・日曜
日、祝日を除く。長期休業中は最大4
日程度の勤務あり）、午前8時30分～午
後4時15分

・ 日本語教育補助員…週2～4日（土・日
曜日、祝日、長期休業期間を除く）、午
前8時30分～午後0時30分

◦ 時給＝1,200円（外国人英語講師は2,410
円）

◦ 1月13日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 教育指導課（市役所5階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1582

＊ 外国人英語講師は在留カード・ビ
ザ・パスポート・日本の自動車運転
免許（持っている人）のコピーも添付

　 面接は1月24日㈫または25日㈬（学
校図書館司書）、2月2日㈭または3
日㈮（外国人英語講師）、1月27日㈮

（日本語教育補助員）

外国人英語講師
（50人程度）
市内小中学校

標準的な英語を話し、
日本語をある程度話
すことができる人

学級担任や英語担当教師
と共に、英語（主に聞く、話
す）を教える。教材・教具の
作成など

日本語教育補助員
（15人程度）
市内小中学校

スペイン語・タイ語・
フィリピン語・中国
語・韓国語・モンゴ
ル語のいずれかで意
思疎通ができ、通訳・
翻訳ができる人

スペイン語・タイ語・フィ
リピン語・中国語・韓国
語・モンゴル語を母語とす
る児童生徒への日本語指
導の実施、学校からの通
知文の翻訳、保護者会・
面談での翻訳など

養護補助員
（40人程度）
市内小中学校

障がいのある児童・
生徒の支援に誠意を
持って取り組める人

特別支援学級などに在籍
する障がいのある児童・
生徒への支援 ◦ 勤務日時＝月～金曜日（祝日、長期休業

期間を除く）、午前8時～午後3時45分
◦ 時給＝1,190円（特別支援教育支援員

は1,450円）

◦ 1月13日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 教育センター（〒286-0033 花崎町
143-6）・☎20-2922

＊ 特別支援教育支援員は教員免許状
のコピー、更新確認書（更新済み
の人）も添付

　 面接は1月30日㈪または31日㈫（養
護補助員）、2月1日㈬（特別支援教
育支援員）、2月7日㈫（教育センター
指導員）

特別支援教育支援員
（20人程度）
市内小中学校

教員免許（小学校ま
たは中学校）を持ち、
発達障がいのある児
童・生徒の支援に知
識・経験のある人

小中学校の通常の学級に
在籍する発達障がいのあ
る児童・生徒への支援

教育センター指導員
（2人）
教育センター

講師・教員などの経
験者で、パソコン操
作ができる人

教材などの作成や教育に
関する資料・情報の収集・
整理

◦ 勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝日
を除く）、午前8時30分～午後4時15分

◦ 時給＝1,200円

教育支援センター
指導員
（7人）
ふれあいるーむ21

不登校児童・生徒へ
の学校復帰のための
支援に誠意を持って
取り組める人

不登校児童・生徒への適
応指導、保護者の相談、
学校との連絡調整など学
校復帰の支援

◦ 勤務日時＝週3日（土・日曜日、祝日を
除く）、午前8時45分～午後4時45分

◦ 時給＝1,200円

◦ 1月13日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 教育支援センター（〒286-0033 
花崎町143-6）・☎20-1414

　面接は2月6日㈪
施設管理人
（43人）
各公民館

基本的なパソコン操
作と接客ができる人

受け付け、館内整理など
の管理業務、事務補助 ◦ 勤務日時＝週3・4日（土・日曜日を含

む）、午前8時30分～午後5時（施設保
守員は午前9時から）

◦ 時給＝920円（施設保守員は960円）

◦ 1月13日㈮午後5時（必着）まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦ 中央公民館（〒286-0017 赤坂1-1-
3）・☎27-5911（1月9日（月・ 祝）・
10日㈫は休館）

　面接は1月24日㈫または25日㈬

公民館の施設保守員
（1人）
各公民館

日曜大工程度の修理
ができる人 館内の設備や備品の修繕

施設管理人
（10人）
中郷・十余三・滑河・
高岡運動施設 健康で、全ての時間

帯に勤務できる人
受け付け、施設の保守管
理

◦ 勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝
日を含む）、①午前9時～午後5時②午
後5時～9時（豊住ふれあい健康館は①
午前8時45分～午後5時②午後5時～9
時15分）

◦時給＝960円（②は1,010円）

◦ 1月16日㈪午後5時15分まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦ 生涯スポーツ課（市役所5階）・☎
20-1584

　 面接は1月30日㈪または31日㈫
施設管理人
（9人）
豊住ふれあい健康館

（旧豊住運動施設）

防犯まちづくり指導
員
（2人）
防犯事務所

警察官経験者で、普
通自動車運転免許を
持ち、心身共に健康
な人

地域防犯推進員への指導、
青色防犯パトロール車へ
乗車しての巡回など

◦ 勤務日時＝月10日程度（月～金曜日）、
シフトで①午前9時15分～午後5時②午
後0時45分～8時30分③午後0時15分
～8時（10～3月は午前11時15分～午後7
時）

◦ 時給＝1,890円 ◦ 1月16日㈪（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦ 交通防犯課（市役所2階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1527

　 面接は1月下旬

駅前番所員
（1人）
駅前番所

駅前番所（市営交番）での
立番・JR成田駅周辺の巡
回

◦ 勤務日時＝月9日程度（土・日曜日、祝日
を含む）、午後6時～午前1時15分

◦ 時給＝2,030円（午後10時以降2,538円）

駅前番所員
（2人）
移動駅前番所

青色防犯パトロール車（移
動えきばん車）へ乗車して
の巡回・駐留など

◦ 勤務日時＝月9日程度、シフトで①月～
金曜日の午後6時～午前0時②土・日曜
日、祝日、年末年始の午前10時15分
～午後6時③土・日曜日、祝日、年末
年始の午後6時～午前0時

◦ 時給＝2,030円（午後10時以降2,538円）

募 集


