
　　放課後児童クラブ職員募集一覧
運営主体 募集内容 契約期間 勤務日数 時間外労働

クラブ名 賃　金 試用期間 勤務時間 手　当

一般社団法人

学童保育　　ひばり
常勤指導員 期間の定めなし 週4～5日 研修等あり

学童保育ひばり

学童保育ひばりプラス
770円(時給） １週間

平日14:00～19:00(4時間程度）

土曜･長期休み8:00～19:00(8時間程度)

キャリアアップ手当

通勤手当(小学校校区外)

資格手当(保育士、教免等)

社会福祉法人まこと福祉会
支援員(常勤)  2名

補助員(非常勤)  2名
期間の定めあり 週3～5日

時々有

（月平均3～6時間）

学童保育所あおぞらクラブ

支援員800～900円

補助員765～800円

(資格、経験等を考慮する)

有（3か月）

平日　14：00～19：00（応相談）

土曜・長期休み　8：00～19：00

（応相談、休憩90分）

通勤手当　上限25,000円

（マイカー通勤可）

社会福祉法人一粒子学園 放課後児童支援員(補助)
2019年4月1日から

2020年3月31日
1週間に3∼5日 なし

城栄学童クラブ
時給

765～800円
１ヶ月

平日　14:30∼17:30

土曜日登校日開所日

8:30∼17:30※時間要相談

交通費

社会福祉法人一粒子学園 放課後児童支援員(補助)
2019年4月1日から

2020年3月31日
１週間に３～５日 なし

城山学童クラブ
時給

765∼800円
１ヶ月

平日　14：30∼17：30

土曜日登校日開所日

8：30∼17：30※時間要相談

交通費

社会福祉法人一粒子学園
放課後児童支援員(補助)

若干名

2019年4月1日から

2020年3月31日
1週間に3～5日 なし

若草学童クラブ
時給

765～800円
1ヶ月

平日　14：30～17：30

土曜日登終日開所日

　　　　8：30～13：00

交通費

社会福祉法人　五蘊会

支援員（正職員）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 変形（1ヶ月単位） あり（月平均10時間）

放課後児童クラブ

とまちクラブ
185,300～203,900円 あり（3ヶ月）

10：00～19：00

8：00～17：00

（休憩時間60分）

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可）

社会福祉法人　五蘊会

支援員（パート）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 週3～5日程度で相談可。 なし

放課後児童クラブ

とまちクラブ
時給950円 あり（3ヶ月）

13：40～18：40

＊就業時間は相談に応じます。

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可）

社会福祉法人　五蘊会

支援員（パート）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 週1日以上で相談可。 なし

放課後児童クラブ

とまちクラブ
時給950円 あり（3ヶ月）

13：40～18：40

＊就業時間は相談に応じます。

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可）

〒852-8154

長崎市住吉町16-7(3Ｆ）

長崎市大手1-14-3

095-846-1234

(川内）

〒851-2212

長崎市畝刈町299番地

095-850-2321

担当：松山・西田

〒852-8034

長崎市城栄町15-14

095-862-1266

城栄学童クラブ

竹山　愛子

西城山小学校区

戸町小学校区

戸町小学校区

戸町小学校区

5

6

7

8

1

2

3

4

西浦上小学校

畝刈小学校区

城山小学校

城山小学校

学童保育での子どもたちの活動の援助及び指導。掃除など簡単

な家事等。

スポーツ安全保険

雇用・労災保険

095-862-1266

城山学童クラブ

山口雄平

〒852-8021

長崎市城山町23-1

城山小内

面接

基本的には月ごとに定めるシフトでの勤務にな

ります。事前に希望があれば調整可能です。ま

た、勤務地についての希望をお伝えください。

雇用保険

健康保険（勤務時間によ

り）

傷害保険、賠償責任保険

日曜、祝日、お

盆、年末年始

日曜日、祝日他

日曜日、祝祭日

傷害保険、賠償責任保険

傷害保険、賠償責任保険

雇用保険、労災保険、

健康保険、厚生年金、

退職金制度あり

雇用保険、労災保険、

労災保険、

週休二日制

週休二日制

日曜日、祝日他

日曜日、祝日、

お盆、年末年始

☆1年生～6年生までの児童の生活のお世話、指導等

小学1年生から6年生を対象とし、放課後の時間や長期休業日に

あずかり、生活の支援を行う（学習、遊び）

小学１年生から６年生を対象とし、放課後の時間や長期休業日

にあずかり、生活の支援を行う（学習、遊び）

小学生を放課後の時間や長期休業日にあずかり生活の支援を行

う（学習、遊び）

・小学生（1～6年生）の生活、遊びの指導、行事の引率、おや

つの配分等、利用児童が毎日楽しく過ごせるよう支援します。

・学校や保護者と情報交換して子どもの育ちを支援します。

・専門知識、技術を身につけるための研修に参加します。

毎日の子どもたちの生活に必要な準備や片付けを行います。

＊正職員の間で、フォローし合いながら仕事を進めていくた

め、安心して働くことができます。

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

・月90～100時間程度の勤務です。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

書類送

付後、

面接

・昇給あり

・経験、資格不問

・年齢、学歴不問

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験、資格不問ですが放課後児童支援員やそ

の他資格（教員免許、保育士等）資格保持者は

賃金面や採用面で優遇します

・昇給あります

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

〒852-8021

長崎市若草町9-3

若草学童クラブ

柴田 友弘

℡095-842-0484

〒850-0952

長崎市戸町2丁目9番1号

（戸町小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

面接

放課後児童支援員やその他資格（教員免許、保

育士等)資格保持者は賃金面や採用面で優遇しま

す。

面接

放課後児童支援員やその他資格（教員免許、保

育士等)資格保持者は賃金面や採用面で優遇しま

す。

週休二日制

＊勤務表によ

る。

〒850-0952

長崎市戸町2丁目9番1号

（戸町小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0952

長崎市戸町2丁目9番1号

（戸町小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

※詳細については各児童クラブにご相談ください。

選考

方法
備　考加入保険 仕事内容 休日等NO. 小学校区 就業場所 連絡先（担当者）
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　　放課後児童クラブ職員募集一覧
運営主体 募集内容 契約期間 勤務日数 時間外労働

クラブ名 賃　金 試用期間 勤務時間 手　当

※詳細については各児童クラブにご相談ください。

選考

方法
備　考加入保険 仕事内容 休日等NO. 小学校区 就業場所 連絡先（担当者）

社会福祉法人　五蘊会 補助員（パート） 雇用期間の定めなし

・週3～5日程度でシフトを作成し、週

の所定労働時間は20ｈ～30ｈ未満。

・土曜日及び長期休暇中(春休み・夏休

み・冬休み)の勤務です。

なし

放課後児童クラブ

とまちクラブ

時給850円

＊資格不問。
あり（3ヶ月）

13：40～18：40

8：00～14：00

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可）

社会福祉法人　五蘊会 補助員（パート） 雇用期間の定めなし

・週の所定労働日数については、相談

のうえ決定します。

・土曜日及び長期休暇中(春休み・夏休

み・冬休み)の勤務です。

なし

放課後児童クラブ

とまちクラブ

時給850円

＊資格不問。
あり（3ヶ月）

13：40～18：40

8：00～14：00

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可）

社会福祉法人　五蘊会

支援員（正職員）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 変形（1ヶ月単位） あり（月平均10時間）

放課後児童クラブ

ゆうゆうクラブ
185,300～203,900円 あり（3ヶ月）

10：00～19：00

8：00～17：00

（休憩時間60分）

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可、駐車場

無料）

社会福祉法人　五蘊会

支援員（パート）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 週3～5日程度で相談可。 なし

放課後児童クラブ

ゆうゆうクラブ
時給950円 あり（3ヶ月）

13：40～18：40

＊就業時間は相談に応じます。

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可、駐車場

無料）

社会福祉法人　五蘊会

支援員（パート）

必要な資格：保育士・社会福

祉士・教員免許（幼・小・

中・高）のいずれか。

雇用期間の定めなし 週1日以上で相談可。 なし

放課後児童クラブ

ゆうゆうクラブ
時給950円 あり（3ヶ月）

13：40～18：40

＊就業時間は相談に応じます。

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可、駐車場

無料）

社会福祉法人　五蘊会 補助員（パート） 雇用期間の定めなし

・週3～5日程度でシフトを作成し、週

の所定労働時間は20ｈ～30ｈ未満。

・土曜日及び長期休暇中(春休み・夏休

み・冬休み)の勤務です。

なし

放課後児童クラブ

ゆうゆうクラブ

時給850円

＊資格不問。
あり（3ヶ月）

13：40～18：40

8：00～14：00

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可、駐車場

無料）

戸町小学校区

戸町小学校区

大浦小学校

大浦小学校

大浦小学校

大浦小学校14

13

12

11

10

9 雇用保険、労災保険、

労災保険

雇用保険、労災保険、

健康保険、厚生年金、

退職金制度あり

雇用保険、労災保険、

労災保険

週休二日制

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

・月90～100時間程度の勤務です。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

＊大学生の応募の歓迎！

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

＊大学生の応募の歓迎！

・小学生（1～6年生）の生活、遊びの指導、行事の引率、おや

つの配分等、利用児童が毎日楽しく過ごせるよう支援します。

・学校や保護者と情報交換して子どもの育ちを支援します。

・専門知識、技術を身につけるための研修に参加します。

・毎日の子どもたちの生活に必要な準備や片付けを行います。

＊正職員の間で、フォローし合いながら仕事を進めていくた

め、安心して働くことができます。

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

・月90～100時間程度の勤務です。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

・月90～100時間程度の勤務です。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

＊大学生の応募の歓迎！

雇用保険、労災保険

週休二日制

週休二日制

週休二日制

週休二日制

＊勤務表によ

る。

週休二日制

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

〒850-0952

長崎市戸町2丁目9番1号

（戸町小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0923

長崎市上田町13番1号

（大浦小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0923

長崎市上田町13番1号

（大浦小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0952

長崎市戸町2丁目9番1号

（戸町小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0923

長崎市上田町13番1号

（大浦小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

〒850-0923

長崎市上田町13番1号

（大浦小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田
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　　放課後児童クラブ職員募集一覧
運営主体 募集内容 契約期間 勤務日数 時間外労働

クラブ名 賃　金 試用期間 勤務時間 手　当

※詳細については各児童クラブにご相談ください。

選考

方法
備　考加入保険 仕事内容 休日等NO. 小学校区 就業場所 連絡先（担当者）

社会福祉法人　五蘊会 補助員（パート） 雇用期間の定めなし

・週の所定労働日数については、相談

のうえ決定します。

・土曜日及び長期休暇中（春休み・夏

休み・冬休み）の勤務です。

なし

放課後児童クラブ

ゆうゆうクラブ

時給850円

＊資格不問。
あり（3ヶ月）

13：40～18：40

8：00～14：00

通勤手当　上限24,500円

（マイカー通勤可、駐車場

無料）

運営委員会 補助員　非常勤２名 なし ２５日 なし

深堀学童保育ちびっ子ハウス 時給　８００円 ３か月

シフト制(相談応)

平日  14時∼18時または15時∼19時

土曜・長期休暇  8時∼19時まで5.5時間

程度(行事によっては長くなります)

通勤手当　一律5,000円

学校法人岩口学園 支援員・補助員　2∼3名 期間の定めなし 週3∼4日 有

学童保育

とまちにこにこクラブ

支援員　時給850∼1,000円

補助員　時給800円
有（1か月）

1日4∼5時間

平日　13:00∼18:45（応相談）

土日・長期休み　8:00∼18:00（応相

談）

通勤手当　上限20,000円

(マイカー通勤可)

学校法人　柴田学園
支援員(常勤)1名

補助員(非常勤)1名
期間の定めなし 週5∼6日

ちびっこルーム「ミッキー」
支援員15万∼16万

補助員10万∼12万
有（3か月）

平日12：00～19：00（応相談）

土曜・長期休み8：30～19：00（応相

談、休憩60分）

通勤手当　上限5,000円

滑石学童保育所

ひまわりクラブ運営委員会
支援員補助 Ｈ31.4.1～ 週２日～５日 あり

滑石学童保育所ひまわりキッ

ズ
800円～ 有（3か月）

平日13：00～19：00

長期休暇中8：00～19：00

（１日３時間～・相談可）

あり

やまざとキッズハウス

運営委員会
補助員(非常勤)2名 期間の定めなし 週２～４日 有

やまざとキッズハウス

時給800円

時給900円（保育士等資格

有）

無

平日　13：30～17：30（応相談）

土曜・長期休み　8：30～17：00（応

相談、休憩60分）

通勤手当　公共交通機関利

用実費相当額（上限１万

円）

一般社団法人桜町クラブ 補助支援員　数名 特になし 週2～5 行事等の時などで有り

桜町クラブ 時給800円 無し
学校開所日　13時～19時

学校休業日　8時～19時の間

資格手当時給プラス50円

（保育士、幼稚園教諭、学

校教諭）

通勤手当　上限1万

学童保育やがみクラブ 補助員　１名
１年ごとの年度末更

新
週３～４日程度 有（月５時間程度)

学童保育やがみクラブ 補助員　７７０円 無

平日：１４時～１８時

土曜、長期休み：８時～１８時の間で

５時間程度(応相談)

なし

社会福祉法人香月福祉会 学童指導員補助

採用日(平成31年4月

1日以降)から平成32

年3月31日

週4日程度 なし

西山台学童保育

たんぽぽクラブ
時給　800∼880円 なし

平日　13：00～19：00

土曜・春・夏・冬休み期間

10時～19時の間の6時間程度

通勤手当　日額400円

学童保育所

海の子クラブ運営委員会
補助員（非常勤）3名 期間の定めなし 週3～5日 有(繁忙時期)

海の子クラブ 補助員　800円～

(なお、試用期間中も上記額)

有（2か月）

平日　13：30～17：30

土曜・長期休み　8：00～19：00の間

の8時間(休憩60分）

通勤手当　上限10,000円

（マイカー要相談)

山里小学校区

桜町小学校

矢上小学校区

西山台小学校区

福田小学校24

22

21

20

19

大浦小学校

深堀小学校

戸町小学校区

南長崎小学校区

大園小学校

23

18

17

16

15

労災保険

雇用保険、労災保険、私

学共済保険

労災保険

・小学生の放課後、土曜日、および長期休暇中の保育業務全般

です。

・生活のお世話を行います。

・宿題を促し、遊びの中で集団生活を学ばせます。

＊子ども好きで、積極的に仕事に取り組みできる方をお待ちし

ています。

＊大学生の応募の歓迎！

雇用条件により、

雇用保険、労災保険、厚

生年金、健康保険の加入

有

雇用保険、労災保険、厚

生年金、健康保険、ス

ポーツ保険

雇用保険,労災保険

労災保険、雇用保険

雇用保険、労災保険

労災保険

雇用保険

小学校1年生から6年生までの育成支援

放課後や長期休業時の小学生を安心、安全に過ごせるように、

その育成を支援する。

また毎日提供するおやつを準備する。

放課後の児童の保育及び、学校長期休業期間(春、夏、冬休み)

を一緒に過ごし、指導員の補助を行います。

主に放課後や長期休業期間における小学生の育成支援、おやつ

の提供。

児童の学習・遊びの支援、集団下校の送り、施設内清掃

放課後や長期休業中における小学生の育成支援（含む宿題の学

習支援）、おやつの提供

放課後や長期休業期間における小学生の育成支援　（外、室内

遊びや宿題など）

放課後や長期休業期間における小学生の生活支援、おやつの提

供。

他、施設の清掃などの雑務

放課後や長期休業期間における小学生の育成支援

週休二日制

日曜、祝日、お

盆、年末年始

日曜祝日

日曜・祝日

日曜、祝日、お

盆、年末年始

日曜、祝日、お

盆、年末年始

履歴

書・面

接

Ｈ31年４月より、運営は長崎市社会福祉事業協

会が行います。

面接

昇給あり

経験、資格不問

年齢、学歴不問

面接

・経験者優遇

・昇給あり

・補助員：経験、資格、年齢、学歴不問

日曜、祭日、お

盆、年末年始

週休二日制

日曜、祝日、お

盆、年末年始

日曜・祝日

その他シフトに

よる

面接

・長期休業日のみ、土曜日のみの勤務でも可。

・その他、詳細は面接の時にお話します。また

はお尋ね下さい。

面接

履歴書

確認

後、面

接

面接

・昇給あり

・経験、資格不問

(保育士、教員又は社会福祉関係の資格をお持ち

の方は、採用面で優遇)

・年齢、学歴不問

面接 就業日及び時間は、相談に応じます。

申し込

み後面

接

休日はお盆8/15、年末年始12/30～1/3もあり

ます。

面接

・経験不問。初心者歓迎！丁寧に指導します。

事業内容 ： 放課後児童クラブ運営（戸町小・

大浦小・村松小）、認定こども園の運営、特別

養護老人ホームの運営（琴の浦荘・緑風）他

会社の特徴 ： 「幼老共生」をテーマに子ど

も、障害者、高齢者の福祉事業を総合的に展開

しています。子育て支援により、子育て中の職

員も活躍中です。

〒851-0301

長崎市深堀町５丁目148

深堀小学校内

095-871-0995

(酒井)

〒850-0952

長崎市戸町2丁目2-12

095-878-3291

管理者　菅原康夫

〒850-0963

長崎市ダイヤランド3丁目

8-5

095-879-1066

（担当）前田　剛

〒850-0923

長崎市上田町13番1号

（大浦小学校内）

095-884-3510

担当:統括部長 福田

(本部)

西山台保育園

095-847-6713

草野 弘美

〒850-0068

長崎市福田本町1493-1

小学校敷地内

095-865-0193

担当：中村

〒852-8061

長崎市滑石６丁目1-59

ひまわりキッズ

095-855-2066

（担当　本田）

〒852-8114

長崎市橋口町20-56

山里小学校敷地内

095-849-5178

担当：金子 ひろ子

〒850-0031

長崎市桜町1-2-4F

担当　安藤

095-822-2350

〒８５１-０１３３

長崎市矢上町12-12

矢上小学校敷地内

095-838-8155

担当：久保田

〒852-8122

長崎市西山台1丁目4-1

西山台小学校敷地内

3



　　放課後児童クラブ職員募集一覧
運営主体 募集内容 契約期間 勤務日数 時間外労働

クラブ名 賃　金 試用期間 勤務時間 手　当

※詳細については各児童クラブにご相談ください。

選考

方法
備　考加入保険 仕事内容 休日等NO. 小学校区 就業場所 連絡先（担当者）

特定非営利活動法人つなぐつ

ながるさくらんぼ
支援員及び補助員の非常勤 1年（更新あり） 週3日以上（土曜日含む） 延長保育の対応あり

さくらんぼクラブ
見習い期間時給850円

試用期間終了後時給900円
6か月

平日13：00～18：00

長期休業日・土8：00～18：00

鳴見台学童保育

おひさまクラブ運営委員会
保育の補助スタッフ 1年 週3～4日程度 なし

おひさまクラブ
試用期間(3か月)時給780円

時給　800∼900円
3か月

①13：00∼17：00

②15：00∼19：00

2ｈ～4hで応相談

資格手当

特定非営利活動法人

ゆめみらい稲佐
補助員(非常勤)5名 雇用期間の定めなし 週２～５日程度 時間外なし

学童保育所なかよしハウス 時給７７０円～ １ヶ月

【平日】１４：００～１８：００

【土曜】８：００～１７：３０

【長期休み】８～１８：００

（土曜、長期休みは５時間程）

※応相談

通勤手当

上限１０，０００円まで

社会福祉法人わたげのほし 支援員又は支援員補助

2019.4.1～

2020.3.31

(1年契約更新有)

・週３日～４日程度

・長期休暇期間 週５日程度

・特別な行事の際のみ

　（要相談）

子どもの家

800円～900円

（資格・経験により優遇あ

り）

６ヶ月

・13：00～18：00（4時間程度）

・長期休暇期間

　8：00～18：00（8時間程度）

（面接時相談可）

・通勤手当（規程により支

給）

仁田佐古小学校25 スポーツ安全保険 放課後の児童の見守り、保育
日曜・祝祭日・

お盆・年末年始

書類お

よび面

接

26 鳴見台小学校
〒851-2215

長崎市鳴見台2丁目1番8号
095-850-3020

雇用保険（法定による）

社会保険

学童児のお世話

外出時の引率など
日・祝 面接

学歴・経験・年齢不問

有給有

交通費支給

車通勤応相談

〒850-0837

長崎市西小島2丁目6番15

号

稲田純子 （携帯090-

8350-2571）

27 飽浦小学校区

〒850-0063

長崎県長崎市飽の浦町

17番1号飽浦小学校内

095-861-2508

塩脇　由紀子

労災保険

各種保険は法定通り加入

１～６年生までの児童の保育（放課後や春・夏・冬休み）施設

の清掃、おやつの準備等

日・祝・お盆・

年末年始

上記以外の休み

の日は相談に応

じます。

面接

・昇給あり

・経験、資格不問

・学歴不問

・高卒以上６０歳まで

※保育士、幼稚園教諭、小中高教員免許、社会

福祉士のいずれかをお持ちの方は賃金面優遇

28 西城山
〒852-8024

長崎市花園町３０－１１

花園保育園

095-861-7774（園長

野田）

労災保険

（各種保険は法定通り加

入）

・学童がお家感覚で、落ち着いて過ごせる居場所づくり

・学童の学習、屋外活動の支援

・学童施設の安全、管理

・土曜日,日曜

日,祝日

・8/13～

8/15、12/29～

1/4（行事の場

合はこの限りで

ない）

面接

4


