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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　募集おしらせＨＯＴコーナー　募集

　平成30年度、市内小・中学校に教職員の代替などとして臨時的に勤務する方や、学校教育の補助を行う方を募集します。
勤務場所　市内小・中学校
仏1月26日（必着）までに、③～⑤八潮市臨時職員登録票（③は教員免許の写しも）⑥⑦は志願書を窓口または郵送で指導課へ（後日面接）、①②⑧～
⑩は随時受け付けています。※八潮市臨時職員登録票と志願書は指導課窓口または市ホームページより入手
※賃金や雇用期間など、詳しくはお問い合わせください。
物 ①②学務課☎  ３７８、③～⑩指導課☎  ３５８

臨時教職員等募集

臨時保育士等募集
賃金など　①～⑥時給950円～1,150円（職種により異なる）　⑦⑧ 市の規定により支給
雇用期間　①～⑥ 4月1日～9月30日　　⑦⑧ 4月1日～平成31年3月31日
仏1月31日までに、八潮市臨時職員登録票または履歴書（写真貼付、希望職種を記載）に、希望職種の資格を有する方は資格証明書の写し（資格取得
見込証明書）を添えて、窓口または郵送で①～③⑦⑧は保育課、④～⑥は子育て支援課へ
※面接日は、後日、申込者に通知します。※保育士および調理師は都道府県知事への登録が必要です。
物 ①～③⑦⑧保育課☎  ４８０、④～⑥子育て支援課☎  ８３９

職種 勤務日時 資格など 職務内容 募集人数

①�小・中学校臨時的任用教員 週 5日�
（ 1 日 7 時間45分）

小学校教員免許若しくは中学校教員免
許（各教科）を有する方

小・中学校における病気休暇や育児休業などで勤
務することができない教員の代替 随時募集

※県東部教育事務所の登録が
必要になります。②�小・中学校非常勤講師 週 1～ 2回�

（ 1 日 4 ～ 7 時間）
小・中学校における初任者研修などで不在となる
教員の代替

③�少人数指導補助教員
4月 1日～ 9月30日�
週 5 日�
（ 1 日 7 時間）

小・中学校における教員の補助 15人

④�語学指導補助員
4月 1日～ 9月30日�
週 3 ～ 5 日�
（ 1 日 4 ～ 7 時間）

学校教育に理解がある方
中学校 3年生の指導をするにあたり十
分な英語力を有する方
英会話が堪能な方

小・中学校における英語教員の補助、受験対応、
英文法指導、英会話指導 7人程度

⑤介助員� 週 3 日�
（ 1 日 7 時間）

学校教育に理解がある方

小・中学校の特別支援学級または通常学級で特別
な支援を必要とする児童生徒の補助・介助 13人程度

⑥�さわやか相談員
4月 1日～平成31年 3 月31日
週 5日�
（ 1 日 7 時間）

中学校における生徒の相談や援助、保護者の相談
など 5人

⑦�専任教育相談員
4月 1日～平成31年 3 月31日
週 2日�
（ 1 日 7 時間15分）

臨床心理士または取得予定の方および
各種発達検査ができる方

不登校児童生徒への対応、教育相談、発達相談、
諸検査などを行う。また、適応指導教室（フレン
ドスクール）を運営し、不登校児童生徒に適応指
導やカウンセリングの実施

2人

⑧�地域の人材活用支援員 随時 学校教育に理解がある方
小・中学校の学習支援や部活動などの補助
学校の教育活動への協力、帰国児童生徒や外国籍
児童生徒の支援

随時募集�⑨�学生ボランティア補助教員 随時 大学院や大学、専門学校などに在籍し、
将来教育に関する仕事を志す学生の方 小・中学校の学習支援や部活動などの補助

⑩�ジョイスタ（土曜勉強会）支援員
5月～ 2月の土曜日など月に
1～ 2回程度�
（ 1 日 3 時間）

学校教育に理解がある方 土曜日に実施する特別授業・補充授業・入試対策授
業・長期休業中のサマースクールなどの学習支援

職種 勤務日時 勤務場所 資格など 職務内容 募集人数

臨
時
職
員

①保育士

▼月～金曜日
午前 7時～午後 7時のうち
7時間45分（シフト制あり）または 4時間
（その他の勤務時間希望者は要相談）
▼土曜日（ 1カ月に 1回程度あり）
午前 8時～午後 0時30分　

市立保育所

保育士登録 保育所入所児童の保育 35人
程度

②調理師
月～金曜日
午前 8時30分～午後 5時15分（ 7時間45分）または
午前 8時30分～午後 1時30分（ 5時間）

調理師免許 保育所給食の調理 2人
程度

③�学童保育補助指導員
▼月～金曜日
午後 1時～ 6時30分（ 5時間30分）
▼土曜日および学校の休日（日曜日、祝日を除く）
午前 8時30分～午後 5時15分（ 7時間45分）

市立学童保育所
保育士登録、幼稚園・小・中・
高教諭などの資格または知識経
験を有する方

学童保育所入所児童の保育 5人
程度

④児童厚生員
日～土曜日（水曜日を除く）のうち 3～ 5日
午前 8時30分～午後 5時15分のうち 6時間30分～ 7時間
45分 だいばら児童館

保育士登録、幼稚園・小・中・
高教諭のいずれかの資格 児童の遊びの指導 3人

程度

⑤児童館事務員 日～土曜日（水曜日を除く）のうち 3～ 4日
午前 8時30分～午後 5時15分のうち 6時間30分

育児経験および事務経験のある
方

児童館事務、児童の遊びの
指導補助

2人
程度

⑥子育てひろば職員 月～金曜日のうち 2～ 4日
午前 9時30分～午後 3時30分（ 5時間） 市内施設 保育士登録または育児経験のあ

る方
ひろば利用者の子育てに関
する相談・援助など

5人
程度

非
常
勤
職
員

⑦学童保育指導員
▼月～金曜日
午後 1時～ 6時30分
▼土曜日および学校の休日（日曜日を除く）
午前 8時～午後 6時30分（週29時間、勤務時間の変更あり）

市立学童保育所
保育士登録、幼稚園・小・中・
高教諭などの資格または知識経
験を有する方

学童保育所入所児童の保育 2人
程度

⑧保育指導員

▼月～金曜日（下記時間のうち最長 3時間30分）
⑴午前 6時45分～ 8時30分　午後 4時25分～ 7時15分
⑵午前 7時15分～ 8時30分　午後 4時25分～ 6時40分
▼土曜日
午前 7時15分～ 9時　午後 0時25分～ 2時10分
その他の勤務時間希望者は要相談

市立保育所 保育士登録または知識経験を有
する方

保育所入所児童の朝・夕の
保育

2人
程度


