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募集しています

保育所（園）・
認定こども園の
入所申し込みを
受け付けます

対　象　次の要件を満たす人
 認可保育所（園）・地域型保育事業
　①�市内在住で、来年４月から新しく入所を希望する人
　②�仕事や介護などで家庭保育が困難な人
 認定こども園
　●長時間利用（保育所機能）
　　①�市内在住で、来年４月から新しく入所を希望する人
　　②�仕事や介護などで家庭保育が困難な人
　●短時間利用（幼稚園機能）
　　①�市内在住で，来年４月から新しく入所を希望する人
申 し込み　申込書（提出先、各保育所・園に用意）を子育て支援課または
各支所地域振興課へ

※私立認定こども園への入園は、各園へ直接、申し込んでください。
保育所（園） ところ 定　員 保育時間 延長保育 対　象

公
　
立

円一保育所 円一町二丁目7番3号 180人

7：30〜18：00 なし 6カ月〜

糸崎保育所 糸崎三丁目5番1号 45人
幸崎保育所 幸崎能地三丁目14番1号 45人
中之町保育所 中之町一丁目4番12号 70人
高坂保育所 高坂町真良2153番地 30人
長谷保育所 長谷一丁目5番21号 60人
宗郷保育所 宗郷四丁目8番19号 70人
本郷保育所 本郷南五丁目8番1号 100人 7：00〜18：00 19：00まで 6カ月〜本郷ひまわり保育所 下北方一丁目8番1号 120人

久井認定こども園 久井町坂井原3024番地 長時間利用 90人 7：30〜18：00 19：00まで 6カ月〜
短時間利用 50人 8：30〜14：00 なし 3歳〜

大和認定こども園 大和町下徳良697番地2 長時間利用 135人 7：30〜18：00 19：00まで 6カ月〜
短時間利用 50人 8：30〜14：00 なし 3歳〜

私
　
立

聖心保育園 東町三丁目13番6号 120人 7：00〜18：00 19：00まで 4カ月〜

認定けいこうこども園 本町三丁目26番1号 長時間利用 90人 7：00〜18：00 19：30まで 3カ月〜
短時間利用 10人 8：30〜14：30 なし 3歳〜

愛光園保育所 館町二丁目2番12号 90人

7：00〜18：00

19：30まで 3カ月〜
紅梅保育所 西野三丁目8番18号 160人 19：00まで 生後8週〜
さくら保育園 宮浦六丁目21番12号 110人 19：30まで 生後9週〜あさかぜ保育園 沼田東町片島249番地3 80人 19：30まで
さんさんみなと保育園 港町一丁目6番6号コウサキビル2階 64人 20：00まで 4カ月〜

認定あやめが丘こども園 沼田西町惣定66番地308 長時間利用 80人 19：00まで 4カ月〜
短時間利用 10人 8：30〜14：30 なし 3歳〜

さんさんまりん保育園 港町三丁目6番29号サンライズマリン瀬戸１・
２階 70人 7：00〜18：00 20：00まで 4カ月〜

愛育認定こども園 本郷南三丁目４番７号 長時間利用 90人 7：00〜18：00 19：00まで 3カ月〜
短時間利用 20人 8：30〜14：00 なし 3歳〜

小
規
模
保
育

ドレミ園 宮浦三丁目24番15号（西陣マンション2階） 19人 7：30〜18：00 19：00まで 生後60日〜
満３歳未満

あんず保育園 幸崎町渡瀬１番１号 15人 7：00〜18：00 19：30まで 生後49日〜
満３歳未満

受 付期間　１日（火）～22日（火）
問子育て支援課
☎0848・67・6042

来年４月に愛育認定こども園が開園します
　来年４月、新たに愛育認定こども園（本郷南三丁目
４番７号）が開園します。
　入園を希望する人のうち、短時間利用（幼稚園機能）
は愛育認定こども園（☎0848・29・5663）へ、長時間利
用（保育所機能）は子育て支援課（☎0848・67・6042）
または各支所地域振興課へ申し込んでください。
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�問い合わせ先

非常勤職員を募集
任用期間　平成28年4月1日～平成29年3月31日
受 付期間　平成27年12月1日（火）～平成27年12月14日（月）

対　　　象　平成28年4月1日現在で65歳未満の人
選 考 方 法　書類審査・適性検査・面接
用意する物　申込書、応募資格を証明するものの写し
※応募資格など、詳しくは募集要項で確認してください。
※募集要項・申込書は各課・市ホームページに用意しています。

職　　種 報酬（日額） 勤務日・時間 主 な 業 務 内 容
※★は自動車の運転を伴います。 応　募　資　格 定　員 申し込み・

問い合わせ先

警備嘱託員 8,370円 1日7時間45分、
週29時間未満 日直・宿直 日直・宿直が可能な人 9人程度 総務広報課

☎0848・67・6022

事務嘱託員 6,530円 週5日、1日5時間50分 窓口業務・データ処理・書類整理 パソコン操作（ワード・エクセルなど）ができる人 若干名 職員課
☎0848・67・6025

登記嘱託員 6,530円 週5日、1日5時間50分 公有財産の不動産登記 不動産登記事務の知識・経験・技能のある人 １人 管財課
☎0848・67・6012

保健指導員 9,780円 週4日、1日6時間45分 保健福祉に関する保健指導・相談
★ 保健師または看護師の免許を持っている人 3人 保健福祉課

☎0848・67・6061栄養指導員 8,230円 週4日，1日6時間45分 保健福祉に関する栄養指導・相談
★ 管理栄養士または栄養士の資格を持っている人 1人

婦人相談員 6,530円 週5日、1日5時間50分 DV被害者の相談・指導・助言 業務について熱意と識見がある人 1人 社会福祉課
☎0848・67・6058家庭児童相

談員 6,530円 週5日、1日5時間50分 児童問題に関する相談・指導・助言 大学で心理学などを修めた人、または社会福祉主事として児童福祉分野の職務経験が2年以上ある人など 1人

就労支援相
談員 7,870円 週5日、1日5時間50分 生活保護受給者の就労相談・支援 就職・福祉について専門知識がある人 1人

社会福祉課
☎0848・67・6059診療報酬明

細書点検事
務嘱託員

7,870円 週5日、1日5時間50分 生活保護の診療報酬明細書の点検 医療事務の資格を持っている人、または医療機関などでの医療事務経験が１年以上ある人 1人

障害支援区
分認定調査
嘱託員

8,450円 週5日、1日5時間50分 障害福祉サービス申請者への訪問
調査★

介護支援専門員、保健師、看護師、理学・作業療法士、社会
福祉士、社会福祉主事、介護福祉士、ヘルパー1級などの
資格を持っている人

2人 社会福祉課
☎0848・67・6060

介護認定調
査嘱託員 8,450円 週5日、1日5時間50分 要介護認定申請者への認定訪問・

調査★
介護支援専門員、保健師、看護師、理学・作業療法士、社会
福祉士、介護福祉士、ヘルパー１級などの資格を持ってい
る人

若干名 高齢者福祉課
☎0848・67・6240　�
0848・67・6055保健指導員 9,780円 週4日、1日6時間45分 高齢者の保健福祉に関する保健指

導・相談★ 保健師または看護師の免許を持っている人 1名

診療報酬明
細書点検事
務嘱託員

7,870円 週5日、1日5時間50分 大和診療所での診療報酬明細書点
検・医療事務

医療事務の資格を持っている人、または医療機関などでの
医療事務経験が１年以上ある人 2人 保険医療課

☎0848・67・6056看護師嘱託
員 8,450円 週5日、1日5時間50分 大和診療所での看護師業務 看護師または准看護師の資格を持っている人 4人

児童クラブ
指導員 5,410円 週6日、1日4時間50分 小学生の健全育成に関する指導

①保育士などの資格、各種教諭免許を持っている人②大学
などで教育学などを専修する学科・課程を卒業した人③高卒
以上で類似する業務の経験がある人

15人
程度 子育て支援課

☎0848・67・6045母子・父子自
立相談員 6,530円 週5日、1日5時間50分 母子家庭や父子家庭などの自立支

援に必要な業務 業務に対する必要な識見と熱意のある人 1人

人権相談員 7,870円 週5日、1日5時間50分
人権問題などに関する相談・指導・
助言、人権文化センターの業務補
助

社会的信望があり、人権問題に深い認識と理解のある人、
または人権啓発に関わる指導・相談の経験が3年以上ある人 2人 人権推進課

☎0848・67・6044

消費生活相
談員 9,110円 週4日、１日6時間45分 消費生活に関する相談への対応・

啓発など
消費生活専門相談員などの資格を持っている人、または相
談業務の経験が3年以上ある人など 2人程度 商工振興課

☎0848・67・6072
営農指導嘱
託員 9,150円 週5日、1日5時間50分 農業振興と農産物の生産指導★ 業務について必要な識見がある人 1人 農林水産課

☎0848・67・6077
特別支援教
育学習支援
員

10,460円 週3日、1日7時間45分 通常の学級における発達障害のあ
る児童・生徒の学習支援 小学校または中学校の教員免許を持っている人 3人程度

学校教育課
☎0848・67・6155

特別支援介
助員

時間単価
1,120円

週3日または週4日
1日6時間から7時間45分

障害のある幼児・児童・生徒の日常
生活の介助・安全確保 障害者の介助や支援などの経験がある人 15人

程度
学校図書館
司書 9,110円 週4日、1日6時間45分 市立学校での図書館整備・読書推

進 図書館司書の資格を持っている人 若干名

青少年指導
相談員 10,460円 週3日、1日7時間45分

土曜日勤務あり 青少年問題に関する相談・指導 小学校または中学校の教員免許（養護・栄養教諭を除く）を持
っている人 2人

青少年支援
相談員 10,460円 週3日、1日7時間45分 青少年の問題行動に関する相談・

指導 業務について豊かな識見と熱意のある人 1人

教育相談指
導員 10,590円 週4日、1日6時間45分 生徒指導上の諸問題と学校経営上

の課題に関する相談・指導
学校教育・指導に関しての専門的な知識・経験と熱意がある
人 1人

生涯学習相
談員

7,870円 週5日、１日5時間50分 市内の公民館・コミセンでの生涯
学習の推進と相談

社会・学校教育の指導経験、または生涯学習について豊かな
識見がある人 5人程度 生涯学習課

☎0848・64・213710,460円 週3日、１日7時間45分

図書館司書 9,110円 週4日、1日6時間45分
※土・日曜日出勤あり 大和図書館での図書館業務 図書館司書の資格を持っている人 1人 中央図書館

☎0848・62・3225

学芸員 7,870円 週5日、１日5時間50分 博物館業務 大学で歴史・民俗学を専攻し、学芸員の資格を持っている人 若干名 文化課
☎0848・64・9234


