
区分 募集人数 勤務内容 資格 報酬・賃金 雇用期間 勤務時間 勤務場所 待遇 提出書類 提出期限 申込・問

秘書広報課
(記者クラブ) 1人 報道機関との連絡等に関する業務 ー 時間給830円 4/1～9/30

(更新の場合あり) 　　平日勤務、10時～16時 古河記者クラブ
(総和庁舎内) 履歴書　 1/26(金) 秘書広報課

収納課(産休代替) 1人 一般事務(窓口、電話対応を含む) ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり) 　　平日勤務、8時30分～17時15分 収納課 履歴書 2/9(金) 収納課

市民税課 2人 窓口受け付け、証明書発行、データ入力事務 ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり) 　　平日勤務、8時30分～17時15分 市民税課 履歴書 1/31(水) 市民税課

資産税課 1人 一般事務 ー 時間給830円 4/1～9/30
(更新の場合あり) 　　平日勤務、8時30分～17時15分 資産税課 履歴書 1/31(水) 資産税課

保育士 51人 保育業務 保育士資格(3月末まで
の取得見込みを含む) 時間給1,200円

4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　月～土のうち週5日
　　7時～19時のうち7時間45分/日
　　(残業あり)

市内7保育所の
いずれか

①履歴書
②免許の写し(資格取得見込証明書)

2/2(金) 子ども福祉課用務員 6人 市立保育所における清掃・除草作業 ー 時間給820円 　　月～土のうち週5日　　
　　13時～17時(残業あり) 履歴書

用務員 1人 市立保育所における清掃・除草作業 ー 時間給820円 　　月～土のうち週5日。7時～19時
　　のうち7時間45分/日(残業あり) 履歴書

地域子育て支援
センター保育士 4人 保育業務 保育士資格(3月末まで

の取得見込みを含む) 時間給1,200円 4/1～9/30
(更新の場合あり)

　　月～金のうち週5日　　
　　8時30分～17時15分(残業あり)

古河第三保育所・
古河第四保育所の
いずれか

①履歴書
②免許の写し(資格取得見込証明書)

2/2(金) 子ども福祉課

学校図書館支援員 32人 学校図書館関係事務 図書館司書、司書教諭
免許、教員免許を優先 時間給830円 4/1～9/30

(更新の場合あり)
　　週3日
　　3～5時間/日
　　(夏休み等の長期休業日を除く)

市内小中学校
①履歴書
②作文
　(400字以内で志望動機を記入)
③免許の写し(所持者)

1/31(水)
指導課

※封筒に「学校図書
館支援員応募」と朱
書きしてください。

学校給食配膳員 30人 学校給食の配膳 ー 時間給800円 4/6～9/30
(更新の場合あり)

　　給食実施日
　　10時～14時50分のうち3～4時間
　　※配属の学校により異なります。

古 河 地 区 の 中 学
校、総和地区・三
和地区の小中学校

学校給食配膳員採用志願書
※志望動機欄は250字以内。

1/24(水) 学校給食課
関戸1014-1
℡98-3555
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収納課 6人 一般事務(窓口、電話対応を含む) ー 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～金のうち週4日
　　8時30分～17時15分 収納課 履歴書 2/9(金) 収納課

水道課 1人 水道施設台帳の作成、情報調査、整備
その他一般事務(窓口、電話対応を含む) 水道技術管理者 月額給12万8,000円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　月～木(週4日)
　　8時30分～17時15分
　　(休日出勤および残業の場合あり)

水道課水道施設室
(三和浄水場) 履歴書 2/9(金) 水道課水道施設室

仁連1294-1
℡76-3780

保育士
(週31時間勤務) 24人 保育業務

保育士資格(3月末まで
の取得見込みを含む)

月額給16万1,500円

4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　月～土のうち週4日。7時～19時
　　のうち7時間45分/日(残業あり)

市内7保育所の
いずれか

①履歴書
②資格証の写し
　(資格取得見込証明書)

2/2(金) 子ども福祉課

保育士【早朝保育】
(週30時間勤務) 6人 早朝保育業務 月額給15万1,400円 　　月～土のうち週5日

　　7時30分～14時30分(残業あり)
保育士【延長保育】
(週25時間勤務) 5人 延長保育業務 月額給12万6,200円 　　月～土のうち週5日

　　13時30分～18時30分(残業あり)
看護師
(週31時間勤務) 計6人

市立保育所における看護業務、保育業務 看護師資格(3月末まで
の取得見込みを含む) 月額給17万7,600円 　　月～土のうち週4日

　　7時～19時のうち7時間45分/日
　　(残業あり)准看護師

(週31時間勤務) 市立保育所における准看護業務、保育業務 准看護師資格(3月末ま
での取得見込みを含む) 月額給16万1,500円

調理兼用務員
(週30時間勤務) 7人 市立保育所における調理業務、用務員業務 調理師免許(3月末まで

の取得見込みを含む)
月額給14万3,000円 　　月～土のうち週5日

　　8時30分～15時30分
調理補助員
(週25時間勤務) 2人 市立保育所における調理補助業務 月額給8万8,300円 　　月～土のうち週5日

　　9時～15時

学校心の相談員 3人 教育支援センター業務 教員免許を優先 月額給19万6,500円

4/1～H31.3/31
(更新の場合あり)

　　平日勤務
　　8時30分～17時15分のうち
　　6～7時間/日

教育支援センター
または市内小中学
校

①履歴書
②免許の写し(所持者)

1/31(水)
指導課

※封筒に「(職種名)
応募」と朱書きして
ください。

理科教育支援員 1人 理科の授業補佐等 ー 月額給14万2,200円 　　授業日、8時15分～16時15分 市内小学校 履歴書

教育活動指導員 13人 ティーム・ティーチングによる教科指導等
教員免許
(3月末までの取得見込
みを含む)

時間給1,750円
　　授業日
　　小学校：4～5時間/日
　　中学校：6時間/日

市内小中学校

①教育活動指導員採用志願書
※ 指導課で配布。市公式ホーム
ページからダウンロード可。
②最終学歴の卒業(見込み)証明書
　［卒業証書の写し可］
③免許の写し(授与証明書の写し可)

特別支援教育支援員 14人 障がい児等へ学校生活全般の支援 ー 時間給1,050円～
　　　1,320円

　　授業日
　　20～30時間/週 市内小中学校 ※ は 加

入要件あり。

①履歴書
②看護師・准看護士免許の写し
　(所持者)

学校給食課栄養士 1人 自校給食の栄養士業務 栄養士免許
(経験者) 月額給14万3,000円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　平日勤務、8時30分～16時30分
　　(夏休み等の長期休業日を除く) 古河第五小学校 履歴書

1/24(水) 学校給食課
関戸1014-1
℡98-3555学校給食調理員 14人 自校給食の調理業務 ー 月額給14万3,000円 4/1～H31.3/31

(更新の場合あり)
　　平日勤務、8時30分～16時30分
　　(夏休み等の長期休業日を除く)

古河第一小学校～
古河第七小学校の
いずれか

履歴書
(大量調理経験の有無を記載)

■臨時職員

【待遇の見方】　 …通勤費
…社会保険　 …雇用保険
…労災保険　 …有給休暇

　　　非常勤職員・臨時職員の募集

33   -  広報古河　2018.1  広報古河　2018.1  -   32


