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平成２９年度臨時・嘱託職員名簿登録者募集（南風原町教育委員会）
●南風原町教育委員会では次の職種について、臨時・嘱託職員名簿登録者の募集をしております。

月　　給：140,000円
勤 務 日：月～金
　※学校行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：週30時間勤務

④小・中学校学校事務（嘱託）
月　　給：160,000円
勤 務 日：月～金
　※学校行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：週30時間勤務
資　　格：小学校又は中学校教諭
　　　　　免許

⑤小・中学校学習支援員（嘱託）
時　　給：830円
勤 務 日：月～金
　※学校行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：8：15～16：45

⑥小・中学校特別支援教育支援員(臨時）

時　　給：800円(予定）
勤 務 日：月～金
　※学校行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：8：15～15：00

⑦小・中学校用務員(臨時）
時　　給：820円(予定）
勤 務 日：月～金
　※学校行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：8：15～17：00
資　　格：図書館司書
賞　　与：年２回支給あり

⑧小学校図書館司書（産休・育休代替）(臨時）
時　　給：（資格有）820円予定
　　　　　（資格無）800円予定
勤務時間：8：00～16：45
　　　　　※交代制早番勤務有
資　　格：調理師免許、資格無しも応募可
賞　　与：年２回支給あり

⑨調理員（学校給食共同調理場）(臨時）

月　　給：67,200円
勤 務 日：月～日
勤務時間：平日17：15～22：15
　　　　　土日  8：15～22：15
　　　　　　　　　　（２名体制）

⑮公民館管理人(嘱託）
時　　給：800円(予定）
勤 務 日：週５日
　　　　　（水曜日定休日）
勤務時間：午前担当8：30～12：30
　　　　　午後担当13：00～17：00

⑯文化センター用務員(臨時）
時　　給：800円(予定）
勤 務 日：週６日（水曜日定休日）
勤務時間：午後担当13：15～18：15

⑰文化センター受付事務(臨時）

月　　給：①150,000円　②84,000円
勤務時間：シフト制（週４～５日）
　　　　　8:30～15:30もしくは15:30～22:00
業務内容：陸上競技場・野球場管理運営業務、
　　　　　社会体育全般補助的業務、その他

⑫黄金森公園管理人（①事務嘱託員②嘱託員）

時　　給：800円(予定）
勤 務 日：月～金
勤務時間：午前担当    8：00～12：00
　　　　　午後担当  13：00～17：00

⑭公民館用務員(臨時）

時　　給：800円予定
勤務時間：8：30～12：30

⑪一般事務職
　（学校給食共同調理場）(臨時）

【お問い合わせ】①～⑧　学校教育課  ☎889-6181　　⑨～⑪　学校給食共同調理場  ☎889-3691
　　　　　　　　⑫～⑬　教育総務課  ☎889-2620　　⑭～⑮　中央公民館  ☎889-0568
　　　　　　　　⑯～⑰　文化センター  ☎889-7399

時　　給：（資格有）820円予定
　　　　　（資格無）800円予定
勤務時間：8：30～15：30
資　　格：調理師免許、
　　　　　資格無しも応募可

⑩調理パート（学校給食共同調理場）

月　　給：72,700円
勤務時間：①火・木 13：00～21：00　土 9：00～21：00
　　　　　②水・金 13：00～21：00　日 9：00～21：00
　　　　　※振替休日により月曜出勤も有り
　　　　　※祝祭日の場合：9：00～21：00

⑬花・水・緑の大回廊公園管理指導員（嘱託）

時　　給：1,020円　
勤 務 日：月～土（うち週５日勤務）
　　　　　※幼稚園行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：7：30～18：30の内7.75時間勤務※シフト制
資　　格：幼稚園教諭免許
賞　　与：年２回支給あり

①幼稚園教諭（臨時）

時　　給：830円　
勤 務 日：月～金
　　　　　※幼稚園行事の場合は日曜日出勤有り
勤務時間：8：15～14：00／13：30～18：30

③幼稚園特別支援教育支援員（臨時）

時　　給：1,020円　
業務内容：(1)幼稚園副担任および午後の預かり保育，加配
　　　　　(2)幼稚園土曜預かり
　　　　　(3)4歳児加配教諭
勤 務 日：(1)月～土（うち週５日勤務）※幼稚園行事の場合は
　　　　　日曜日出勤有り  (2)土曜日  (3)月～金　
勤務時間：(1)9：45～18：30
　　　　　(2)7：30～18：30(うち6時間)
　　　　　(3)8：15～14：15
資　　格：幼稚園教諭免許、保育士、小学校教諭、養護
　　　　　教諭免許のいずれか
賞　　与：（1）のみ年２回支給あり

②幼稚園教諭（副担任・預かり・加配等）（臨時）

条　　件　　65歳未満の方
待　　遇　　週20時間以上の勤務は雇用保険加入／週30時間以上の勤務は社会保険加入
　　　　　　年次有給休暇有り
応募方法　　市販の履歴書（顔写真貼付）を教育委員会（４階）まで持参又は郵送してください。
　　　　　　※履歴書に希望職種をご記入下さい。
　　　　　　※専門職の場合は、資格取得証明書若しくは免許の写しを添付して下さい。
    　　　　　※雇用条件等詳細は面接時にお知らせ致します。
申込期間　　平成29年２月中旬迄
選考方法　　書類選考を行い選考通過者のみ面接を実施。その後合否を決定いたします。
　　　　　　多数応募や勤務条件等により採用がない場合もございますので予めご了承下さい。
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平成29年度　臨時・嘱託職員名簿登録者募集（南風原町役場）

【お問い合わせ】  総務課　☎８８９－4415

●南風原町役場では次の職種について、臨時・嘱託職員名簿登録者の募集をしております。

時　　給：800円（予定）
勤務時間：月～金
　　　　　8：30～17：15
業務内容：窓口・電話対応、
　　　　　入力作業・文書整理等

①一般事務職

時　　給：（クラス担任）1,020円
　　　  　 （その他の保育士）900円
勤務時間：月～土 7：30～18：15内での勤務　※シフト制
業務内容：担任保育士、一時預かり、支援センター等の保育業務
資　　格：保育士

④保育士（宮平保育所）
時　　給：800円（予定）
勤務時間：月～金　8：30～17：15
業務内容：町内の道路・トイレの清掃、草刈り作業等
　※体力や健康面に自信のある方を希望

⑤労務職

月　　給：150,600円　
勤務時間：月～土 10：00～18：00
  　　　　 （週30時間以内の勤務）※シフト制
業務内容：利用者の見守り・管理運営に関する業務
資　　格：児童厚生員、保育士、幼小中
　　　　　学校教諭のいずれか一つ

⑨児童厚生員（町立児童館）
月　　給：218,400円　
勤務時間：（ちむぐくる館）月～金 10：00～17：00
　　　　　（町役場）月～金 9：00～16：00
業務内容：特定保健指導等保健事業又は介護予防
　　　　　支援事業に関する業務
資　　格：保健師

⑩保健師（ちむぐくる館・町役場）

時　　給：800円（予定）
勤務時間：月～金
　　　　　8：00～12：00 又は
　　　　　13：00～17：00 ※固定制
業務内容：庁舎内外の清掃全般

②清掃員
時　　給：900円
勤務時間：月～金 8：30～17：15
業務内容：ゆうな園利用者の保
　　　　　育・療養に関する業務
資　　格：保育士

③保育士（ゆうな園）

月　　給：192,200円　
勤務時間：月～金 10：00～17：00
業　　務：介護予防支援事業に関
　　　　　する業務
資　　格：看護師

⑪看護師
月　　給：220,000円　
勤務時間：月～金 9：00～16：00
業　　務：包括的・継続的ケア
　　　　　マネジメント支援業務
資　　格：主任介護支援専門員

⑫主任介護支援専門員
月　　給：177,100円　
勤務時間：月～金 9：00～16：00
業　　務：手話通訳者派遣コー
　　　　　ディネートや窓口対応
　　　　　養成講座の実施
資　　格：手話通訳士・手話通訳者

条　　件　　65歳未満の方
待　　遇　　週20時間以上の勤務は雇用保険加入／週30時間以上の勤務は社会保険加入
        　　　　年次有給休暇有り※賞与①③④⑤のみ支給有り（年２回支給：支給合計額約１ヶ月分給与相当）
応募方法　　市販の履歴書（顔写真貼付）を総務課まで持参もしくは郵送。
　　　　　　※専門職の場合は、資格取得証明書若しくは免許の写しを添付して下さい。
　　　　　　※履歴書に必ず希望職種をご記入下さい。
申込期間　　平成29年２月中旬迄
選考方法　　書類選考を行い、選考通過者のみ面接を実施。その後、合否を決定いたします。
　　　　　　多数応募や勤務条件等により採用がない場合もございますので、予めご了承下さい。
任用期間　　【臨時】（①～⑧）平成29年４月１日～平成29年９月30日　※更新の可能性有
         　　　  【嘱託】（⑨～⑬）平成29年４月１日～平成30年３月31日　※更新の可能性有
そ の 他　　契約駐車場有り（月額支払）　※名簿登録の有効期間は、履歴書の提出から１年間です。

※詳細は町のホームページにて掲載しております。QRコードからもご確認いただけます。
　URL：http://www.town.haebaru.lg.jp/bunya/saiyou/

⑬手話通訳士

時　　給：900円
勤務時間：月～金 12：00～16：00
業務内容：担任保育士の昼休憩時
　　　　　に代替保育行う
資　　格：保育士

⑥昼休憩時代替保育士（宮平保育所）
時　　給：800円（予定）
勤務時間：8：30～17：15
業務内容：保育所内の給食等の
　　　　　調理補助
　　　　　月に５回前後の勤務

⑦登録調理員（宮平保育所）
時　　給：900円
勤務時間：8：45～17：45の間の
　　　　　シフト制
業務内容：担任保育士の代替で
　　　　　保育を行う
　　　　　月に５～10回程の勤務　
資　　格：保育士

⑧登録保育士（宮平保育所）

学校警備及び学校開放管理指導員(委託）
月　　給　84,100円（各学校２名体制の場合）
勤務時間　①平日　午後５時～翌午前８時　②休日　午前８時～翌午前８時　※学校休校日は時間変更有
応募方法　市販の履歴書（顔写真貼付）を教育委員会（４階）まで持参又は郵送してください。
　※欠員補充の際に、書類審査の上、ご連絡いたします。

【お問い合わせ】　教育総務課　☎889－2620


