
 学校教育支援員①
業務内容　�阿南市立の小学校および中学校での児

童・生徒の指導等
勤務時間　8：00～16：45の間で7時間
応募資格　�小学校・中学校・高等学校・特別支援学校

のいずれかの教員免許状を有する方
　　　　　※�教員免許更新制の廃止により、教員免

許状の有効期限については、徳島県ホ
ームページをご確認ください。

給与等　　日額8,071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）�に教員

免許状�（更新講習修了の方は確認証明
書）、または資格取得見込み証明書の写
しを添えて学校教育課へ提出してくださ
い。

申込期間　12月5日㈪～16日㈮
　　　　　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く　
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年１月15日㈰
試験場所　市役所
問�学校教育課　☎22-3390

 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　8：00～14：00の間で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
　　　　　※�教員免許更新制の廃止により、教員免

許状の有効期限については、徳島県ホ
ームページをご確認ください。

給与等　　日額3,812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�
（更新講習修了の方は確認証明書）、また
は資格取得見込み証明書の写しを添えて
学校教育課へ提出してください。

申込期間　12月5日㈪～16日㈮
　　　　　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く　
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年１月15日㈰
試験場所　市役所
問�学校教育課　☎22-3390

9   広報 あなん  2022.12 広報 あなん  2022.12   8

 ICT支援員
業務内容　�阿南市立小・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8,071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）を学校教

育課へ提出してください。
申込期間　12月5日㈪～16日㈮　
　　　　　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く　
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月15日㈰
試験場所　市役所
問�学校教育課　☎22-3390

 学校教育支援員②
業務内容　�阿南市立の小学校および中学校での児

童・生徒の指導等
勤務時間　8：00～16：45の間で7時間
応募資格　児童・生徒の教育支援等ができる方
給与等　　日額6,862円～7,349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）を学校教

育課へ提出してください。
申込期間　12月5日㈪～16日㈮　
　　　　　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く　
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月15日㈰
試験場所　市役所
問�学校教育課　☎22-3390

その他の条件
・期末手当の支給は、勤務日数等の要件によります。
・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、祝日ですが、職場によって異なります。
・年次有給休暇等を市の規定に基づき付与します。

・�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。
・�給与等は、11月1日現在のものであり、給与改定等により
変更する可能性があります。
・応募資格は、令和5年3月31日までに取得見込可。

 幼稚園助教諭・保育所保育士・
 保育所看護師
①幼稚園助教諭（フルタイム）
　業務内容　�阿南市立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
　給与等　　月額165,900円～171,700円
　採用予定人員　若干名
②幼稚園助教諭（パートタイム）
　業務内容　 阿南市立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　�⑴8：30～14：00　⑵12：00～17：30

の間で５時間15分
　※�⑴⑵のいずれかの勤務となりますが、園により

時間が異なる場合があります。
　応募資格　 幼稚園教諭免許状または保育士資格

を有する方
　給与等　　日額5,512円　
　採用予定人員　20人程度　
③保育所保育士・保育所看護師
　業務内容　�阿南市立保育所、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、延長対応あり
　　パートタイム　各勤務形態のうち１日４時間
� 　A勤務　7：30～11：30
� 　B勤務　�8：30～12：30（7：30出

勤の対応あり）
� 　C勤務　�12：00～18：00（18：00

まで勤務の対応あり）
� 　D勤務　15：00～19：00
　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を有する方
　給与等
　　フルタイム　　月額165,900円～171,700円
　　パートタイム　日額4,199円
　採用予定人員
　　フルタイム　　90人程度　
　　パートタイム　80人程度

〈①②③共通事項〉
申 込方法　市販の履歴書（自筆・写真貼付）に資格
証・免許状（証）の写し等を添えて、こども課へ提出
してください。
　�③パートタイムを応募する場合は、AからDの勤務
形態の中から希望する勤務を第１希望から第３希望
まで履歴書に記入してください。

申込期間　12月5日㈪～16日㈮　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月22日㈰　
試験場所　富岡公民館
問�こども課　☎22-1593

 保育所調理員・保育所用務員
①保育所調理員
　業務内容　�阿南市立保育所、こどもセンター給食

調理業務
　勤務時間　8：30～17：00（7時間30分）
　給与等　　日額7,020円～7,751円
②保育所用務員
　業務内容　�阿南市立保育所、こどもセンターの保

育を除く業務
　勤務時間　8：30～16：30（7時間）
　給与等　　日額6,871円～7,105円

〈①②共通事項〉
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）をこども

課へ提出してください。
申込期間　�12月５日㈪～16日㈮　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和５年1月22日㈰
試験場所　富岡公民館
問�こども課　☎22-1593

 学校用務員
業務内容　�阿南市立の幼稚園、小学校、中学校等で

の学校用務
勤務時間　7：30～16：30の間で7時間
給与等　　�日額6,871円～7,105円
採用予定人員　�業務の必要に応じて採用します。
　　　　　　　（令和4年度実績：28人）
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。※試験案内は
申込期間中に市ホームページに掲載しま
す。

申込期間　12月13日㈫～28日㈬　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月29日㈰
試験場所　市役所
問�教育総務課　☎22-3299

令和5年４月採用予定
会計年度任用職員を募集します
※試験案内は申込期間中に担当課で配布します。※いただいた個人情報は、目的以外には使用しません。



 公民館職員
業務内容　�市内公民館での事業・運営に関する事

務、館の管理等の業務
勤務時間　①9：00～15：00の間で５時間
　　　　　②9：00～12：00（３時間）
給与等　　①日額4,765円
　　　　　②日額2,859円
採用予定人員　�業務の必要性に応じて採用します。
　　　　　　　（令和4年度実績：①６人　②２人）
申込方法　�市販の履歴書（自筆・写真貼付）を生涯学

習課へ提出してください。試験案内は申
込期間中に生涯学習課で配布します。

申込期間　令和5年1月10日㈫～20日㈮　
　　　　　8：30～17：15　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月29日㈰
試験場所　市役所
問�生涯学習課　☎22-3391

 児童館指導員・代替指導員
業務内容　�児童館へ来館する児童への遊びの指導、

イベント時のポスターやおもちゃの製作、
児童館母親クラブに関する各種事務

勤務時間　火曜～金曜日　13：30～17：30（4時間）
　　　　　（学校長期休暇時は13：00～17：00）
　　　　　土曜日　9：00～17：00（7時間）
応募資格　�次のア～エのうちいずれかに該当する方
　ア　�保育士、幼稚園、小学校、中学校、高校教員

のいずれかの免許を有する方
　イ　社会福祉士の資格を有する方
　ウ　�大卒で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、

芸術学、体育学科のいずれかを修了した方
　エ　�高卒以上で児童・社会福祉施設での勤務経験

が２年以上ある方
給与等　　日額6,472円（４時間勤務日3,698円）
採用予定人員　�業務の必要性に応じて採用します。

（令和4年度実績：指導員6人、代替
指導員１人）

申込方法　�市販の履歴書（自筆・写真貼付）に、応募
資格のア～エが確認できる証明書を添え
て生涯学習課へ提出してください。試験
案内は申込期間中に生涯学習課で配布
します。

申込期間　令和5年1月10日㈫～20日㈮
　　　　　8：30～17：15　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月29日㈰
試験場所　市役所
問�生涯学習課　☎22-3391

 適応指導教室指導員
業務内容　�適応指導教室（ふれあい学級）での不登校

児童・生徒の自立支援および支援を要す
る児童・生徒の指導等

勤務時間　8：30～16：30（7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
給与等　　日額8,071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）に教員免

許状（更新講習修了の方は確認証明書）、
または資格取得見込み証明書の写しを添
えて教育研究所へ提出してください。

申込期間��12月５日㈪～16日㈮　
　　　　　8：30～17：15　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和５年1月15日㈰
試験場所　市役所
問�教育研究所　☎22-3395
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 教育集会所業務員・活動指導員
①教育集会所業務員
　業務内容　�教育集会所の管理業務、教育集会所

事業活動業務および庶務等　
　勤務時間　１日4時間勤務
　給与等　　日額3,420円
　採用予定人数　�業務の必要に応じて採用します。
　　　　　　　　（令和４年度実績：13人）
②教育集会所活動指導員
　業務内容　�教育集会所事業活動業務および庶務、

教育集会所の管理業務等　
　勤務時間　１日６時間勤務
　報酬等　　日額5,718円
　採用予定人数　業務の必要に応じて採用します。
　　　　　　　　（令和４年度実績：４人）

〈①②共通事項〉
申込方法　�市販の履歴書（自筆・写真貼付）を人権教

育課へ提出してください。
申込期間　12月5日㈪～16日㈮　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和５年1月29日㈰
試験場所　市役所
問�人権教育課　☎22-3392

 阿南市人権ふれあい子ども会指導員
業務内容　�地域に組織された人権ふれあい子ども会

活動の企画・指導の補佐等
勤務時間　①1日7時間勤務
　　　　　②1日4時間勤務
応募資格　�幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別

支援学校教員の免許状もしくはこれらに
準ずる資格を有する方

報酬　　　①日額8,071円
　　　　　②日額4,612円
採用予定人員　�業務の必要に応じて採用します。
　　　　　　　（令和４年度実績：①５人　②２人）
申込方法　�市販の履歴書（自筆・写真貼付）と教員免

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　12月5日㈪～16日㈮　8：30～17：15
　　　　　※土、日曜日は除く　
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年１月15日㈰
試験場所　市役所
問�人権教育課　☎22-3392

 学校給食調理員等
①学校給食調理　
　�阿南市学校給食センターにおいて、勤務する給食調
理員

②学校給食調理（短時間）　
　�阿南市学校給食センターにおいて、勤務する給食調
理員

③学校給食栄養士　
　�阿南市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）

④学校給食配送員　
　阿南市学校給食センターにおいて、勤務する配送員
⑤学校給食代替調理　
　�阿南市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

⑥施設管理業務員　
　阿南市学校給食センターにおいて、勤務する業務員

〈①～⑥共通事項〉
勤務時間　①⑤7：30～16：00の間で7時間
　　　　　②8：00～12：00（4時間）
　　　　　③8：00～16：00（7時間）
　　　　　④10：00～14：30の間で４時間
　　　　　⑥8：00～16：30の間で7時間

給与等　　①⑤日額6,552円～7,234円
　　　　　②日額3,744円～4,133円
　　　　　③日額7,606円～8,071円　
　　　　　④日額3,837円　
　　　　　⑥日額6,671円
　　　　　※�⑤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4年度実績：
　　　　　　　　①38人　②9人　③1人　��
　　　　　　　　④2人　⑤17人　⑥1人）
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　12月5日㈪～16日㈮
　　　　　8：30～17：15　※土、日曜日は除く
試験内容　面接試験　
試験日　　令和5年1月22日㈰
試験場所　市役所
問��学校給食課　☎22-0362
　（見能林町南勘高２番地　中央学校給食センター内）

 科学センター専門指導員・科学指導員
①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
　報酬等　　日額8,071円
　採用予定人員　１人
②科学指導員　
　業務内容　�科学センターで実施する小中学生への

理科学習（天文分野を除く）指導および
実験指導。科学イベントなどの企画業務

　報酬等　　日額7,092円　
　採用予定人員　1人

〈①②共通事項〉
勤務時間　8：30～16：30（7時間）
　※�イベント等により、22：00までの勤務や土、日、
祝日の出勤あり。

応募資格　 理系の4年制大学を卒業し、専門指導員
は理科の教員免許または学芸員資格を
有する方。科学指導員は理科の教員免
許を有する方。

　　　　　�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または科学の知
識を有する方。

申込方法　 科学センターホームページをご覧くださ
い。　

申込期間　 12月6日㈫～18日㈰　※休館日は除く
試験内容　面接試験
試験日　　令和5年1月15日㈰
試験場所　市役所
問�科学センター　☎42-1600

令和5年４月採用予定の会計年度任用職員を募集します




