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info.
・学校教育課（役場内・☎ 23 － 2689）
・社会教育課（役場内・☎ 22 － 3834）
・子ども未来課（ゆとろ内・☎ 23 － 3024）

　18 歳未満のお子さんの発達の
遅れ、療育手帳の判定などの相談
をお受けします。定員は 2 名程
度です。
▼日程　４月 25 日（火）ゆとろ
▼相談員　北海道中央児童相談所
児童福祉司・心理判定員
▼申込期限　２月 17 日（金）
▼問合せ　子ども未来課子育て
サポート係（ゆとろ内・☎ 25 －
2658）

巡回児童相談を
行います
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２月 22 日は「ねこの日」ねこ＆
動物特集

図書館企画第 28 弾！

　子どもから大人まで人気のある
猫＆動物特集。かわいい動物の本
がたくさんあります。
▼展示　２月26日（日）まで
▼問合せ　当別町図書館（☎ 23
－ 0573）

　仕事等の理由により、放課後等
に保護者がご家庭にいない児童を
安全な環境でお預かりする放課後
児童クラブです。入所希望者は、
期限までに申込みください。
▼対象者　1 カ月に 15 日以上か
つ連続して 2 カ月以上共働き等
により、保護者が家庭にいない小
学 1 年生から 6 年生までの児童。
▼開設場所　
①当別子どもプレイハウス 
　（とうべつ学園内）　
②西当別子どもプレイハウス
　（西当別小学校内）
▼開設日時　令和５年 4 月 1 日
～令和６年 3 月 31 日（日曜、祝
日、年末年始を除く）
・学校登校日　放課後～ 18 時
・土曜および長期休業期間
　8 時～ 18 時
※18時～19時は延長利用となり、
　別途利用料が発生します。
▼費用　
・保育料　月額 2,000 円
・保護者会費　月額 2,000 円
・保険加入料　年額 800 円
・延長利用料　1 回 300 円（月
　額上限 2,000 円）　
▼申込方法等　子育てサポート係
窓口（ゆとろ内）および各プレイ

子どもプレイハウス
入所希望者募集！

当別町図書館【一般書】
・「栞と嘘の季節」　米澤　穂信
・「商う狼―江戸商人杉本茂十郎」
　永井　紗耶子
西当別分館【児童書】
・「ちいさいおねえちゃん」
　いとう　みく
・「いつまでいっしょ？」
　クリストファー・チェン
▼問合せ　当別町図書館（☎ 23
－ 0573）

ハウスで２月１日から配布します
（町 HP からもダウンロードできま
す）。必要書類と保険料を添えて、
申込みください。
▼申込期限　2 月 28 日（火）
▼問合せ　子ども未来課子育て
サポート係（ゆとろ内・☎ 25 －
2658）

　４月から保育施設の利用を希望
される方は「教育・保育給付認定

（保育の必要性の認定申請）」と「入
所申込」の手続きが必要です。詳
細は町ＨＰをご覧いただくか、問
合せください。
▼三次募集期間　２月１日（水）
～２月 28 日（火）
※三次募集後は、入所希望日の２
　カ月前から申込みできます。
▼問合せ　・子ども未来課子ども係

（ゆとろ内・☎ 23 － 3024）
・認定こども園おとぎのくに
　（☎ 26 － 2353）
・認定こども園当別夢の国幼稚園
　（☎ 23 － 2381）

令和５年度保育施設
利用三次募集受付中
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会計年度任用職員を募集します

学校管理人
▼業務内容　学校管理業務（校地
内清掃業務、環境整備業務、施設
設備維持管理業務、書類使送等）
▼応募資格　普通自動車運転免許
証を有する方（危険物取扱者資格
を有する方を優先）
▼募集人数　１名
▼勤務時間　週 29 時間以内（週
５日勤務）
▼報酬（職歴により変動）
月額 119,000 円～ 143,500 円
▼手当　通勤手当・期末手当（町
の規定による）
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、運転免許証の写し、資格を証
明する書類の写し（保有者のみ）

スクールカウンセラー
▼業務内容　児童生徒に対するカ
ウンセリングやカウンセリングに関
する情報収集、情報提供など
▼応募資格　次のいずれかに該当
する者
・公認心理士　・精神科医
・財団法人日本臨床心理士資格認

スクール
ソーシャルワーカー
▼業務内容　
〇問題を抱える児童生徒が置かれ

た環境への働きかけ　
〇関係機関等とのネットワークの構

築・連携・調整　
〇保護者・教職員に対する支援・

相談・情報提供など
▼応募資格　
・普通自動車運転免許証を有する者
・社会福祉士、精神保健福祉士

の資格を有する者、またはこ
れに準ずる教育や福祉に関し
て専門的な知識・技術を有し、
教育や福祉分野において活動

学力向上推進講師
▼業務内容　町立学校の児童・生
徒に対する教科の指導及び補助等
▼応募資格　教員免許を有する方
▼募集人数　１名（英語）
▼勤務時間　週 29 時間以内（週
５日勤務）
▼報酬　（職歴により変動）
月額 159,600 円～163,300 円
▼手当　通勤手当・期末手当（町
の規定による）
▼応募書類　履歴書、教員免許状
の写し、資格を証明する書類の写
し（保有者のみ）
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定協会の認定に係る臨床心理士
・上記要件に準ずる知識及び経験

を有すると認められる者
▼募集人数　２名
▼勤務時間　派遣による。
▼報酬　時間単価：4,300 円
▼手当　通勤手当（町の規定による）
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、資格を証明する書類の写し（保
有者のみ）

経験をもとに関係機関と連携
することができる者

▼募集人数　１名
▼勤務時間　週 21時間以内（週３
日勤務）
▼報酬　月額 118，300 円
▼手当　通勤手当・期末手当（町
の規定による）
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、運転免許証の写し、資格を証
明する書類の写し（保有者のみ）
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【共通事項】
▼勤務期間 : 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日（更新制度有り）　▼勤務先 : 町内の小・中・義務教育学校
▼募集期限：２月 22 日（水）　▼社会保険：原則、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。（スクールカ
ウンセラーは除く）▼会計年度任用職員の登録をすると：任用が必要となった際に、登録された方の中から選考
のうえ採用します。▼申込み・問合せ：学校管理人・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーに
ついて 学校教育課学校教育係（☎ 23 － 2689）学力向上推進委員について 学校教育課一貫教育係（☎ 23 －
2689）　


