
次の❶～❺を各学童クラブ、役場本
庁健康子育て支援課、子育て支援セ
ンターで入手し、各学童クラブへ期
間内に提出ください。
❶入所申請書  
❷就労（予定）証明書または求職活動状
　況報告書、看護（介護）状況報告書
❸届出事項 
❹誓約書兼同意書 
❺保護者負担金減免申請書 
▶ 期間内に申請した人の審査結果は3月10日

（金）までに郵送します。結果が届き次第、傷害
保険料（年）を各学童クラブでお支払いください。

町内の小学生で、保護者が就労や病
気などで放課後に帰宅しても見守る
ことができない世帯。

４月１日～翌年３月31日までの１年間
授業がある日▶授業終了時～18：00
授業がない日▶ 8：00～18：00
※日曜日、祝日、盆、年末年始などは除く。

傷害保険料（年）▶クラブごとに異なる
負担金（月）▶利用料4,000円
　　　　　＋実費徴収分
※1 おやつ代や教材費、保護者会費、特別会
　　費などを含めた「実費徴収分」は、学童ク
　　ラブごとに金額が異なります。詳しくはご
　　希望の学童クラブに問い合わせください。

※2 生活保護受給者は収入認定の際、就労収
　　入から学童クラブの利用料が必要経費と
　　して控除されます。詳しくは福祉事務所
　　の地区担当者に問い合わせください。

▶ 保護者負担金（月4,000 円）のうち、生活保
　護受給世帯は全額、令和５年度分市町村民
　税非課税世帯は半額が還付されます（年度内
　に支払った金額を翌年４月下旬に還付）。申
　請書は各学童クラブに提出してください。

５月以降、人数に余裕がある学童ク
ラブは随時募集を行います。入所日
は原則１日付けで、月途中の入所は
できません。在籍情報については各
クラブに直接問い合わせください。

各学童クラブでは「保護者会」を開催し
ています。子どもたちの活動状況や学習
の様子など、支援員と意見交換ができ
る貴重な機会です。ぜひご参加ください。

注意事項

学童クラブ保護者負担金の滞納が
ある場合、入所の優先度が低くなる
ことがあります。また、学童クラブ保
護者負担金の滞納が3か月以上あ
る場合、入所できないことがあります。

申込場所

申込方法 1月10日（火）～配布

入所の要件

利用者負担金（１人）

入所期間 中途募集について

入所後のお願い

問子育て支援センター ☎ 22-2401
学童クラブへの入所申込み

申込期間 １月30日 ～２月17日金月

おともだち
たくさん┯

町内の学童クラブ

放課後の「遊び」と「学び」を深める

令和５年度

各学童クラブ

市場334番地

平日18：00まで
㊏7：45～18：00

28-2999

定員
70

（第一・二）

伊方3927番地15
22-6743
平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
45

弁城1936番地
22-4788
平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
35

定員
35

上野2622番地
学童専用携帯

080-6443-5695
平日18：00まで
㊏8：00～18：00

22-0115
金田273番地

平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
50

（金田義務教育学校）

金田1283番地
22-5510

平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
70

※延長保育（19時まで）要相談 伊方4448番地
22-5177
学童専用携帯

平日18：30まで
㊏8：00～18：00

※延長保育（19時半まで）要相談

定員
60金田学童クラブ

080-2753-8152090-3735-3003

職種 採用予定数 主な業務 勤務時間 給与（報酬） 資格・経験・手帳等 勤務場所

事務補助 17名程度

一般行政事務補助、隣保館
事業等（隣保館指導員）、地
域活動に関する業務（地域活
動指導員）、プール受付事務

週31時間
～ 38.75時間

120,480円
～ 163,100円 なし 本庁、各施設等

事務補助（障害者） 若干名 一般行政事務補助 週31時間程度 120,480 円
～ 130,480 円

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳

本庁、各施設等

プール指導員 １名 プール教室指導等 週 33.75時間 131,168 円
～ 142,055 円

なし Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール指導員 １名 プール教室指導等 週 33.75時間 143,448 円
～ 160,171円

センター・インストラクター Ｂ＆Ｇ海洋センター

指導主事 １名 学校教育等に関する業務 週 38.75時間 201,200 円
～ 213,900 円

教職員経験者 学校教育課

工事施工管理事務 １名 工事施工管理業務 週31時間 160,960 円
～ 171,120 円

建築士 学校教育課

工事特定検査員 １名 特定検査員 週31時間 160,960 円
～ 171,120 円

１級土木施工管理技士 建設課

文化財保護指導員 １名 文化財保護業務 週 38.75時間 249,800 円
～ 262,500 円

学芸員 生涯学習課

文化財保護指導員 １名 文化財保護業務 週31時間 199,840 円
～ 210,000 円

学芸員 生涯学習課

教職員 9名程度 学校教育に関する業務 週 38.75時間 204,600 円
～ 284,600 円

小・中学校教員免許 各小・中学校及び
金田義務教育学校

令和５年４月１日～ 令和６年３月31日 受付期間：1月4日水 ～ 1月31日火

書類選考

受付時間：8時30分 ～ 17時15分
　　　　  （※土日、祝日を除く）
受付場所：福智町役場３階 総務課
※なお、提出書類は返却しませんの
で予めご了承ください。申込書に記載
された個人情報については、任用の
手続きに必要な範囲内で利用します。○申込みに際し年齢要件はありませ

ん。職種に対して資格・経験等が必要
な場合がありますので、下記「職種一
覧」をご確認ください。（※資格並びに
免許を取得する見込みの人を含む）
○事務補助（障害者）は、自力で通勤
ができ、かつ、介護者なしに行政事務
職員として職務の遂行が可能な人。

令和５年２月中旬（予定）に、合格者のみ
に文書で通知します。必要な資格または
免許を取得できなかった場合、合格は
取消です。電話等による合否の問合せ
は、受け付けませんのでご了承ください。

申し込みをする方は、下記「職種一覧」
から一つだけ選択してください。なお、
他の職種への併願はできません。

「会計年度任用職員任用申込書」を福
智町役場総務課人事係に提出または
郵送（令和５年1月31日消印有効）し
てください。申込書は、福智町役場総
務課人事係で配布、または福智町の
ホームページからダウンロードできます。
○添付書類
資格の必要な職種は資格証の写し（見
込の場合は、申込書の免許・資格の欄
に取得見込みと記入）。
事務補助（障害者）は身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
の写し。

※給与については令和５年１月１日現在です。

申込書のダウンロードおよび
手当や休暇等の詳細はこちら職種一覧

会計年度任用職員令和５年度
福智町

募集案内◉会計年度任用職員とは…
業務繁忙期や職員に欠員が生じたときな
どに、職員の補助として1会計年度内を任
期として任用される非常勤の公務員です。 

問福智町役場総務課人事係 ☎0947-22-0555

任用期間 申込受付

申込方法

応募資格

選考方法

合格発表

募集について
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