令和２年４月採用予定
市費教員等
１ 市費教員
業務内容 阿南市立の小学校および中学校での児
童・生徒の指導等
勤務時間 8:00～16:45（７時間45分）
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見
込みの方を含む）
給与等 月額180,700円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に小学
校または中学校の教員免許状の写し（免
許状または資格取得見込み証明書も可）
を添えて学校教育課へ提出してください。
２ 特別支援教育支援員①
業務内容 阿南市立の小学校および中学校で支援を
要する児童・生徒の指導等
勤務時間 8:30～15:30（６時間）
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見
込みの方を含む）
給与等 日額6,011円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に小学
校または中学校の教員免許状の写し（免
許状または資格取得見込み証明書も可）
を添えて学校教育課へ提出してください。
３ 特別支援教育支援員②
業務内容 阿南市立の小学校および中学校で支援を
要する児童・生徒の指導等
勤務時間 8:30～15:30（６時間）
応募資格 支援を要する児童・生徒の支援等ができ
る方
給与等 日額5,471円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課へ提出してください。
〈１～３共通事項〉
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ
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保健センター職員
業務内容
応募資格

保健センターにおける保健事業業務補助
保健師、看護師、助産師または管理栄養
士（令和２年３月31日までに資格取得
見込の方を含む）
勤務時間 9:00～17:00（７時間）
採用予定人員 若干名（業務の必要に応じて採用）
給与等 保健師、管理栄養士、助産師
日額8,005円～8,293円
看護師 日額7,012円～7,535円
申込期間 １月７日㈫～24日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に免許
証の写しを添えて保健センターに提出し
てください。
試験内容 面接試験
試験日 ２月22日㈯
試験場所 健康づくりセンター
問 保健センター（☎22−1590）へ

学校用務員
業務内容

市内の幼稚園・小学校・中学校等におけ
る学校業務
勤務時間 7:30〜17:00の間で７時間
給与等 日額6,781円～7,021円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：20人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を教育
総務課へ提出してください。
申込期間 １月20日㈪～30日㈭ 8:30～17:15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験 試験日 ２月９日㈰
問 教育総務課（☎22−3299）へ

情報教育指導員
業務内容

阿南市立の幼稚園および小・中学校での
IT機器活用指導等
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
応募資格 IT機器に堪能な方
給与等 日額8,005円
採用予定人員 １人程度
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験 試験日 ２月16日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

会計年度任用職員を募集
現行の臨時職員等が、令和２年度から会計年度任用職員へ変わります。

主な条件（勤務内容により異なります。
）
・期末手当を勤務日数に応じて支給します。年2.60月（初年度1.69月）
・通勤費を、市の規定に基づいて支給します。
・休日は原則、土・日曜日、祝日ですが、職場によって異なります。

※試験案内は申込期間中に担当課で配布します。

・年次有給休暇等を市の規定に基づき付与します。

※いただいた個人情報は、目的以外には使用しません。

・勤務日数等により健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。

事務員

保育所保育士・看護師

業務内容

業務内容 市立保育所、こどもセンター保育業務
勤務時間
フルタイム 8:30～17:15（７時間45分）
※早出・延長対応有
パートタイム 7:30～19:00の間で４時間
応募資格 保育士資格、幼稚園教諭免許、看護師免
許または准看護師免許（令和２年３月末
までに取得見込可）
給与等
フルタイム 月額158,300円～164,200円
パートタイム 時給1,001円
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に資格
証または免許状（証）の写しを添えてこ
ども課へ提出してください。
申込期間 １月７日㈫～24日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 こども課（☎22−1593）へ

市役所および関係機関における窓口業務
等の事務補助
勤務時間 8:30～17:15の間で７時間
応募資格 パソコンの基本操作（文書作成・表計算
等）ができる方
給与等 日額6,583円～7,012円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：90人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を人事
課に提出してください。
申込期間 １月７日㈫～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 筆記試験
試験日 ２月２日㈰
問 人事課（☎22−1112）へ

保育所調理員・保育所用務員
1 保育所調理員
業務内容 市立保育所・こどもセンター給食調理業
務
給与等 日額6,467円～7,149円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：47人程度）
2 保育所用務員
業務内容 市立保育所・こどもセンターの保育を除
く業務
給与等 日額6,781～7,021円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：4人程度）
〈１・２共通事項〉
勤務時間 8:30～16:30の間で７時間
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）をこど
も課へ提出してください。
申込期間 １月７日㈫～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 １月26日㈰
問 こども課（☎22−1593）へ

介護保険認定調査員
業務内容

令和２年度に要介護認定申請者宅等を訪
問し、心身の状況を調査する会計年度任
用職員
勤務時間 8:30〜16:30（７時間）
応募資格 看護師または介護支援専門員の資格を有
し、普通自動車運転免許を有する方
給与等 日額8,293円
採用予定人員 ６人
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に看護
師免許証または介護支援専門員証および
普通自動車運転免許証の写しを添えて介
護・ながいき課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～23日㈭ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月８日㈯
問 介護・ながいき課（☎24−8007）へ
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公的年金等の源泉徴収票の交付
老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の
対象になっています。そのため、老齢年金を受
けている方には、１年間の年金の支払総額など
を記載した「公的年金等の源泉徴収票」が１月
下旬から２月上旬にかけて送付されますので、
確定申告の際に提出してください。
ただし、障害年金・遺族年金は、課税の対象と
なっていないため、源泉徴収票は送付されませ
ん。
なお、源泉徴収票を紛失された場合や未着の場
合等には、徳島南年金事務所（☎088−652−
1511）において源泉徴収票の再交付の受付を
行っています。
問い合わせは 保険年金課（☎22−1118）へ

空いた時間にお家でお仕事
「テレワーク講座」
〜PC初心者も楽しく学べるWebライティング〜

本講座では、テレワークの中でもパソコン１台
で始められるライティングのお仕事について、
始め方から案件の取り方、具体的なWeb ライ
ティングのスキルまでトータルで学んでいただ
けます。家事や育児・介護の合間にお仕事をし
たい方、自身のスキルアップをめざす方、リタ
イア後の新たなチャレンジをお探しの方など、
ご興味のある方はどなたでもお気軽にご参加く
ださい。
日程 １月22日㈬、29日㈬ 10:00〜12:00
（全２回）
場所 あなんスマート・ワークオフィス（那賀
川町上福井南川渕14番地１ 科学セン
ター敷地内）
対象 阿南市に在住または通勤・通学している
方、初級程度のパソコンスキルをお持ち
の 方（ イ ン タ ー ネ ッ ト 検 索 が で き る、
PC上で文章の作成ができる等）
受講料 無料
持参物 筆記用具、ノートパソコン（貸し出し
をご希望の方はご相談ください。）
申込締切日 １月15日㈬
（申込多数の場合は抽選）
※くわしくは、市ホームページをご覧ください。
申し込み・問い合わせは
株式会社あわえ（☎0884−70−5831）
e-mail:anan_event@awae.co.jp
または商工観光労政課（☎22−3290）へ
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適応指導教室指導員・
不登校支援生活指導員
業務内容

適応指導教室（ふれあい教室）での不登校
児童・生徒の自立支援、支援を要する児童・
生徒の指導および就学児童状況調査等
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
※夏期等長期休業中は業務の必要に応じて
勤務日を調整します。
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有する
方（令和２年３月31日までに取得見込み
の方を含む。）
給与等 日額8,005円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に 小学
校または中学校の教員免許状の写し（免許
状または資格取得見込み証明書も可）を添
えて教育研究所へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 教育研究所（☎22−3395）へ

科学センター専門指導員
業務内容

科学センターで実施する主に天文事業およ
び小中学生への理科学習指導。
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
※シフト制による土、日、祝日の出勤、
22:00までの勤務あり。
応募資格 理系の４年制大学を卒業し、理科の教員免
許または学芸員資格を有する方、または令
和２年３月31日までに上記大学を卒業し、
上記資格取得見込みの方。前項の条件を満
たし、一般来館者や児童・生徒に対応でき
る天文学の知識を有する方。
給与等 日額8,005円（年間243日勤務）
採用予定人員 １人
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に大学の
卒業証書、教員免許状または学芸員資格証
明書の写し（卒業・取得見込み証明書も可）
を添えて科学センターへ提出してください。
提出する書類はまとめて封筒に入れ、必ず
表に「専門指導員応募」と朱書きをしてく
ださい。
申込期間 １月７日㈫～31日㈮ 8:30～17:15
※毎週月曜日を除く。土、日、祝日の受付可。
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 科学センター（☎42−1600）へ

学校給食調理員等

幼稚園教諭

①

１ 幼稚園教諭（フルタイム）
業務内容 幼稚園教諭補助業務、預かり保育業務
勤務時間 ８:45～17:30（７時間45分）
応募資格 幼稚園教諭免許状を有する方（令和２年
３月31日までに取得見込みの方を含む。）
給与等 月額158,300円～164,200円
採用予定人員 若干名
２ 幼稚園教諭（パートタイム）
業務内容 幼稚園教諭補助業務、特別支援教育支援
業務、預かり保育業務
勤務時間 ①８:30～14:00 ②12:00～17:30の間
で５時間15分
※①②いずれかの勤務となります。
給与等 幼稚園教諭免許状または保育士資格を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見込み
の方を含む。）時給1,001円×５時間15分
上記以外の方 時給911円×５時間15分
採用予定人員 20人程度
※令和２年度の園児数により変更があり
ます。
＜１・２共通事項＞
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課に提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日を除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

学校給食調理

市内の学校給食施設および学校
給食センターにおいて、勤務す
る給食調理員
② 学校給食栄養士 市内の学校給食センターにお
いて、勤務する栄養士（調理
業務もあり）
③ 学校給食配送員 市内の学校給食センターにお
いて、勤務する配送員
④ 学校給食代替調理 市内の学校給食施設および
学校給食センターにおいて、
月10日以内勤務する給食
調理員
〈①～④共通事項〉
勤務時間 ①④7:30〜16:30の間で７時間
②8:00〜16:00（７時間）
③10:00〜14:30の間で４時間
給与等 ①④日額6,467円～7,149円
②日額7,535円 ③日額3,786円
※④は、勤務日数等によっては期末手当なし。
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：①48人程度
②０人③２人程度④19人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
給食課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～15日㈬ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 １月26日㈰
問 学校給食課（見能林町南勘高２番地 中央学校
給食センター内 ☎22−0362）へ

阿南市人権ふれあい子ども会指導員
学校図書館サポーター
業務内容

阿南市立の小学校および中学校での学校
図書の整理・貸出・読書の啓発等に従事
勤務時間 9:00～14:00（４時間）
応募資格 司書もしくは司書補の資格または教員免
許状を有する方（令和２年３月31日ま
でに取得見込みの方を含む。）
給与等 日額3,761円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に司書
もしくは司書補の資格または教員免許状
の写し（免許状または資格取得見込み証
明書も可）を添えて学校教育課へ提出し
てください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

業務内容

地域に組織された人権ふれあい子ども会
の企画・指導の補佐
勤務時間 １日７時間勤務
応募資格 幼・小・中・高・特別支援学校教諭の免
許状もしくはこれらに準ずる資格を有す
る方、または令和２年３月31日までに
これらの資格を取得見込みの方
給与等 日額8,005円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：10人）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に教員
免許状または資格証の写し（資格証取得
見込み証明書も可）を添えて人権教育課
へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接
試験日 ２月16日㈰ 試験場所 ひまわり会館
問 人権教育課（☎22−3392）へ
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