
13 平成30年12月1日号むなかたタウンプレス

情報ステーション 電話以外での申込は、次の①〜④を明記してください。
①催し名・コースなど②〒番号・住所③氏名④電話番号

申込方法
応募事項

詳細は各問い合わせ先へ

り。通勤手当相当額の支給あり。その他の手当

支給なし

●面接日＝平成31 年１月19 日（土）（図書課を

除く）

〆 平成30 年12 月14 日（金）必着（図書課を除

く）

申 各課窓口、郵送（詳細は募集要項参照）

＊募集要項は、市 HP →「市政情報」→「人事・職員

採用」（左記 QR コード）で確認を

◆募集内容◆

学力向上支援教員

●内容＝市立小・中・義務教育学校での学習指導

＊複数校勤務の場合あり

●要件＝▶︎小・中学校普通教諭免許（平成31 年

度有効）のいずれかを持つ人＊平成31 年３月

末日までに取得見込みも可▶︎普通自動車免許

（AT 限定可）を有する人

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校

問 教育政策課政策係☎（36）5099

学園コーディネーター

●内容＝小中一貫教育推進のための学校間、地

域間の連絡調整、若年教員の研修補助

●要件＝▶︎小・中・高等学校普通教諭免許（平成

31 年度有効）のいずれかを持つ人＊平成31 年

３月末日までに取得見込みも可▶︎普通自動車免

許（AT 限定可）を有する人

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校

問 教育政策課政策係☎（36）5099

学校 ICT 支援員

●内容＝機器・ソフトウェアの操作・デジタル教

材の作成支援・ICT 研修の実施等

●要件＝普通自動車免許保有者であり、ICT 機

器操作支援業務経験のある人●勤務地＝市役所

問 教育政策課学務係☎（36）5099

学校栄養士

●内容＝市立小・中・義務教育学校の学校給食管

理業務

●要件＝栄養士免許を持つ人

＊平成31 年３月末日までに取得見込みも可

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校の給食施設

問 学校管理課給食係☎（36）1322

学校司書

●内容＝市立小・中・義務教育学校の図書館の管

理運営業務など

●要件＝司書資格を持つ人

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校（地島小を

除く）〆 平成30 年12 月21 日（金）必着

問 図書課☎（34）2263

日々任用職員 

◆共通事項◆

●任用期間＝2019 年４月１日（月）〜 2020

年３月31 日（火）

●勤務日数＝週20 時間未満

●宗像市事務補佐員等（期限付職員）の登録

●待遇＝年次休暇あり。その他の手当支給なし

＊渡船利用の場合は別途規定あり

●面接日＝平成31 年１月19 日（土）（図書課を

除く）

〆 平成30 年12 月14 日（金）必着（図書課を除

く）

申 各課窓口、郵送（詳細は募集要項参照）

【市公式フェイスブック】HP https://ja-jp.facebook.com/munakata.city では、さまざまな記事
を紹介しています。ぜひチェックしてください。 問 秘書政策課広報報道担当 ☎0940 （36）1055

市正規職員 募集（建築技術・土木技術）

　市正規職員を募集します。ともに魅力あるま

ちづくりを進めませんか。

●採用＝平成31 年４月１日（月）定 各１人程度

●要件＝昭和59 年４月２日から平成13 年４

月１日までに生まれた人

●試験日（ 所 市役所）

▶︎第1 次試験＝平成31 年１月20 日（日）

▶︎第２次試験＝平成31 年２月３日（日）

▶︎第３次試験＝平成31 年２月16 日（土）

〆 平成30 年12 月28 日（金）

申 人事課窓口、市 HP 、郵送のいずれか

＊詳細は募集要項参照

（募集要項は、人事課窓口〈本館２

階〉で入手か、市 HP →「市政情報」

→「人事・職員採用」で確認を）

問 人事課☎（36）5051

任期付職員 募集

育児休業代替職員

●内容＝育児休業を取得する職員の業務内容に

応じて、行政事務、接客応対、事業の企画実施、地

域課題への対応など

●要件＝平成12 年４月１日までに生まれた人

●試験日（ 所 市役所）＝平成31 年１月28 日

（月）＊適性試験と面接

＊試験時間などの詳細は、別途お知らせします

〆 平成30 年12 月28 日（金）

申 人事課窓口か郵送

＊詳細は募集要項参照（募集要項は、人事課窓口

〈本館２階〉で入手か、市 HP →「市政情報」→「人

事・職員採用」〈上記 QR コード〉で確認を）

●登録・採用＝最終合格者は「採用候補者名簿」

に２年間登録し、育児休業を職員が取得する場

合に採用

問 人事課☎（36）5051

学校 ICT 指導員

●内容＝▶︎市立小・中・義務教育学校の教育ネッ

トワークシステム管理▶︎機器・ソフトウェアの

設定や操作、メンテナンス▶︎その他、情報教育に

関する支援と研修

●要件＝コンピュータネットワーク運用経験が

あり、普通自動車免許（AT 限定可）を有する人

●任用期間＝2019 年４月１日（月）〜 2020

年３月31 日（火）

●面接日（ 所 市役所）＝平成31 年１月19 日

（土）

〆 平成30 年12 月14 日（金）

＊詳細は、市 HP →「市政情報」→「人事・職員採

用」（上記 QR コード）で確認を

問 教育政策課☎（36）5099

非常勤任用職員、日々任用職員 募集

非常勤任用職員 

◆共通事項◆

●任用期間＝2019 年４月１日（月）〜 2020

年３月31 日（火）

●待遇＝年次有給休暇、社会保険、雇用保険あ

＊募集要項は、市 HP →「市政情報」→「人事・職員

採用」（左上記 QR コード）で確認を

◆募集内容◆

特別支援教育支援員

●内容＝市立小・中・義務教育学校で特別な支援

を要する児童生徒の学習支援や介助

●要件＝幼稚園教諭免許、小・中学校普通教諭免

許、保育士の資格（平成31 年度有効）のいずれ

かを持つ人＊平成31 年３月末日までに取得見

込みも可

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校

問 教育政策課学務係☎（36）5099

学校事務補佐員

●内容＝市立小・中・義務教育学校での学校事務

補佐業務

●要件＝パソコン（エクセル・ワード）の操作が

できる人

●勤務地＝市立小・中・義務教育学校（地島を除

く）

問 学校管理課管理係☎（36）1322

読書相談員

●内容＝乳幼児の読書に関する質問や相談など

の対応

●要件＝上記内容の経験または知識がある人

●勤務地＝宗像市民図書館久原分室

〆 平成30 年12 月21 日（金）必着

問 図書課☎（34）2263

学校の日に 「道徳の時間 ・ 学級活動」 を公開

期 12 月10 日 （月） ＊時間は下表参照。表以外

の時間は通常授業を公開。その他の学校は通常

授業を公開

【道徳の時間】
学校名 開始時間

河東西小 9:35
地島小 10:40

自由ヶ丘南小 10:45
南郷小 14:10
赤間小 ☆
赤間西 ☆

【学級活動の時間】
学校名 開始時間

自由ヶ丘小 10:45
河東小 14:15

日の里西小 14:15
日の里中 14:15

☆学年で開始時刻が異な
　るため、詳細は直接学
　校へ問い合わせを

＊日時は変更になる場合があります。詳細は、

市 HP →「教育・文化・スポーツ」→「教育」→「市立

学校」→「学校の日」年間予定表で確認を

問 教育政策課  ☎（36）5099

男女共同参画推進センター「ゆい」
受講者募集

「幸せのコミュニケーション」

　より良い人間関係を築くコ

ミュニケーションの取り方を

学びましょう。

期 平成31 年１月26 日（土）

10:00 〜 12:00 所 メイト

ム宗像・結工房 対 市民

定 抽選で 20 人 料 無料

託 無料（５カ月〜未就学児）＊事前申込必要

〆 平成31 年１月14 日（月・祝）

申 問 男女共同参画推進センター「ゆい」☎（36）

0250 ＊申込は、上記応募事項を明記して、ハガ

キ ＝ 〒811-3437 久 原180、Ｆ（36）0269、電

子申請＝市 HP も可

お知らせ・募集

講師／中島俊介さん
（北九州市立大学
名誉教授・臨床心理士）

市 HP
「人事・職員採用」

ＱＲコード

「いいね！してね★」
市公式フェイスブック

ＱＲコード→


