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整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件
①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考

教－１ 501 学校司書 市立小中学校の学校図書に関する司書業務 司書免許若しくは
教員免許

市内小中学校 ①パターン１：9:30-16:15で1日6時間勤務
　 パターン２：9:30-16:15の範囲内で1日3時間勤務
②年間134日以内（原則週4日の範囲内とする）
③1年
④有　⑤有

時給 1,075円 ～ 1,111円 指導課

教－２ 502 特別支援教
育支援員

市立小中学校で児童生徒の特別支援及び教員の補助業務 ―
（教員免許を有す
る者が望ましい）

市内小中学校 ①8:00-16:30の範囲内で1日7時間30分勤務
②月14日以内
③1年
④有　⑤有

時給 1,014円 ～ 1,111円 指導課

教－３ 502 特別支援教
育支援員

市立小中学校で児童生徒の特別支援及び教員の補助業務 ―
（教員免許を有す
る者が望ましい）

市内小中学校 ①8:00-16:30の範囲内で1日7時間30分勤務
②月8日以上10日以内（ただし8月は月1日以内）
③1年
④有　⑤有

時給 1,014円 ～ 1,111円 指導課

教－４ 503 教育相談員
(児童生徒教
育相談員）

市立小中学校で児童・生徒及び保護者への教育相談活動 学校教育経験者 市内小中学校 ①8:00-16:30の範囲で1日5時間30分勤務
②年間138日（原則週4日の範囲内とする）
③1年
④有　⑤有

時給 1,400円 ～ 1,454円 指導課

教－５ 504 教育相談員
(総合教育セ
ンター）

・いじめ、不登校、しつけ、発達障がい、家庭内の子育てに関する困難
等様々な困難を抱えた児童、生徒、及び保護者に関する教育相談。
・長欠、引きこもり等の困難を抱える家庭への訪問相談。
・突発的に子供や職員に支援が必要な事が起きた学校への緊急支
援。
・教育相談活動の運営に関する事務。
・市立小中学校生に対するいじめメール相談。

教員免許
教員経験のある
方

総合教育セン
ター

①9:00～17:00の範囲で1日7時間勤務
②週5日以内（所属長が定める日）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,400円 ～ 1,454円 総合教育センター

教－６ 505 適応指導教
室指導員

・不登校児童・生徒及び保護者に関する教育相談、訪問相談。
・適応指導教室を利用する児童・生徒の学習活動の指導。
・適応指導教室を利用する児童・生徒の生活指導。
・適応指導教室の運営に関わる事務。

教員免許
教員経験のある
方

総合教育セン
ター

①8:30～16:30の範囲で1日7時間勤務
②週5日（土日祝日を除く）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤無

時給 1,400円 ～ 1,454円 総合教育センター

教－７ 506 教育相談員
(青少年補導
相談員）

青少年の相談業務及び補導に関する業務
補導状況等の資料作成及び会議等への出席、指導助言
【補導活動】
・市内全域のパトロール（午前・薄暮）
・月2～3回 19:00～20:00夜間補導

教育及び青少年に関
し豊かな識見を有し、
かつ相談業務に関し指
導技術のある方
教員経験がある方
普通自動車免許を所
有する方

市庁舎 ①9:00～17:00又は13:00～21:00の範囲で1日7時間勤務
②週4日（土日祝日除く）（所属長が別で定める日）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,400円 ～ 1,454円 青少年センター

教－８ 507 教育相談員
(生涯学習相
談員）

生涯学習に関する相談及び指導
公民館事業に関する市内小中学校との連絡調整業務

生涯学習に関して豊
かな識見を有し、か
つ、生涯学習に関す
る指導技術を有する
方
教員経験がある方

菊田公民館 ①8:30～17:15の範囲で1日7時間勤務
②月14日以内（所属長が別で定める日）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,400円 ～ 1,454円 菊田公民館

教－９ 507 教育相談員
(生涯学習相
談員）

生涯学習に関する相談及び指導
公民館事業に関する市内小中学校との連絡調整業務

生涯学習に関して豊か
な識見を有し、かつ、
生涯学習に関する指
導技術を有する方
教員経験がある方

中央公民館 ①8:30～17:15の範囲で1日7時間勤務
②月14日以内（所属長が別で定める日）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,400円 ～ 1,454円 中央公民館

教－１１ 509 事故補充教
員

小・中学校の教員が療養休暇等に入った際、県費負担講師
の辞令が下りるまでの間、児童・生徒の指導及び授業の円
滑化を図るため、速やかに代替教員・欠員補充教員の配置
をする事故補充教員業務。

教員免許状 市内小中学校 ①8:10～16:40の範囲で1日7時間45分
②1年で30日程度
③状況に応じて異なる
④有　⑤有

時給 1,126円 ～ 1,169円 学校教育課

教－１３ 511 指導員(鹿野
山少年自然
の家勤務)

習志野市立鹿野山少年自然の家利用者への学習指導 学校教育経験者 鹿野山少年自
然の家

①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分
②週5日（土日祝日除く）
③1年
④無　⑤有

時給 1,014円 ～ 1,045円 鹿野山少年自然の家

時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

令和4年度習志野市会計年度任用職員募集職種一覧
（教育職用）
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整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件
①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

令和4年度習志野市会計年度任用職員募集職種一覧
（教育職用）

教－１４ 512 非常勤講師
(市立高校勤
務）

市立習志野高等学校の非常勤講師（数学科） 教員免許 習志野高等学
校

①8:30～15:00の範囲で週17時間
②週5日
③1年（夏休み・冬休み・春休み期間は除く）
④有　⑤有

時給 2,850円 習志野高等学校

教－１５ 512 非常勤講師
(市立高校勤
務）

市立習志野高等学校の非常勤講師（商業科） 教員免許 習志野高等学
校

①8:30～15:00の範囲で週15時間
②週5日
③1年（夏休み・冬休み・春休み期間は除く）
④有　⑤有

時給 2,850円 習志野高等学校

教－１６ 512 非常勤講師
(市立高校勤
務）

市立習志野高等学校の非常勤講師（英語科） 教員免許 習志野高等学
校

①8:30～15:00の範囲で週8時間
②週5日
③1年（夏休み・冬休み・春休み期間は除く）
④有　⑤有

時給 2,850円 習志野高等学校

教－１７ 512 非常勤講師
(市立高校勤
務）

市立習志野高等学校の非常勤講師（理科） 教員免許 習志野高等学
校

①8:30～15:00の範囲で週8時間
②週5日
③1年（夏休み・冬休み・春休み期間は除く）
④有　⑤有

時給 2,850円 習志野高等学校

教－１８ 513 委嘱講師(市
立高校勤務)

市立習志野高等学校の部活動講師（茶道部） なし 習志野高等学
校

①15:00～18:00の範囲で1日2時間勤務
②週1日
③1年
④有　⑤有

時給 1,270円 習志野高等学校

教－１９ 513 委嘱講師(市
立高校勤務)

市立習志野高等学校の部活動講師（バトン部） なし 習志野高等学
校

①15:00～18:00の範囲で1日2時間勤務
②週2日
③1年
④有　⑤有

時給 1,270円 ～ 円 習志野高等学校

教－２０ 513 委嘱講師(市
立高校勤務)

市立習志野高等学校の部活動講師（空手部） なし 習志野高等学
校

①15:00～18:00の範囲で1日4時間勤務
②週2日
③1年
④有　⑤有

時給 1,270円 習志野高等学校

教－２１ 514 ICT学習指導
員

・学校現場におけるICT活用への指導、助言。
・子供や学校の実態に応じ、各教科等の特質や学習過程を
踏まえたICT活用への指導、助言。
・ICTを活用した授業改善への指導、助言。

教員免許
教員経験のある
方

総合教育セン
ター

①9:00～17:00の範囲で7時間勤務
②週5日（土日祝日を除く）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤無

時給 1,400円 ～ 1,454円 総合教育センター
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