練馬区会計年度任用職員（サポートスタッフ）職種一覧
職種

資格要件

仕事内容

勤務場所

※ご希望の職種の各申込先へ申込書をご提出ください。

勤務日

勤務時間

報酬

事務

なし

データ入力、電話取り次ぎなど

区役所や区立施設

原則月〜金曜（月15日〜20日程度） 午前8時30分〜午後5時15分の間の7時間45分以内

学校事務

なし

データ入力、書類整理など

区立小中学校および幼稚園

原則月〜金曜（月20日以内）

午前8時15分〜午後5時の間の学校が指定する時間（1日7時間以内）

児童指導

なし

子どもの対応など（施設により障
区立（直営）児童館・学童クラブ等
害児対応もあり）

月〜土曜（月8日程度）

午前8時30分〜午後6時15分の間の4時間程度（主に午後）
（夏休み等は7時間45分勤務も有）

時給1,147円

児童指導（児童館で
の中高生の居場所づ
くり事業補助）

なし

中高生の対応など

月〜土曜（月8日以内）

午後5時15分〜7時15分

時給1,341円

短時間保育

なし

月〜土曜（月20日程度）

朝：午前7時15分から、夕：午後3時30分から
それぞれ2〜3時間程度

時給1,341円

保育

なし

保育園における朝夕2〜3時間の保
育補助など
区立（直営）保育園
保育園における保育補助など

保育（子育てのひろ
ば運営協力）

なし

①北大泉児童館ぴよぴよ②立野地区
子育てのひろばぴよぴよの業務補 区民館ぴよぴよ③田柄地区区民館ぴ
助
よぴよ（R3年7月1日開設）④春日町
南地区区民館ぴよぴよ

月〜土曜（月20日以内）

①午前9時45分〜午後5時45分
②③④午前9時15分〜午後5時15分

スクールソーシャル
ワーク（SSW）

①社会福祉士・精神保健福
祉士・臨床心理士・公認心 学校訪問、個別支援、連絡調整、
理師のいずれか②1年以上 会議出席など
のSSW実務経験

月〜金曜（月16日以内）

午前8時30分〜午後5時15分の間の7時間45分以内

心理教育相談

学校教育支援センター
①臨床心理士・公認心理
師・社会福祉士・精神保健
教育相談室および適応指導教室に
福祉士のいずれか②大学院
おける心理面談など
で心理学を専攻し修了③教
育相談に関する知識経験

月〜土曜（月16日以内）

午前8時30分〜午後5時15分の間の7時間45分以内

介助員（幼稚園）

①幼稚園または小学校の教
員免許②保育士資格③障害 支援の必要な園児の介助
児保育経験あり

区立幼稚園

月〜金曜（月20日以内）

午前8時45分〜午後5時の間の3〜7時間

なし

①給食介助②日中介助

各福祉園

看護師補助

各福祉園

①乳幼児健診業務など

豊玉・光が丘・石神井保健相談所

②妊娠・子育て相談など

北・大泉・関保健相談所および健康
推進課

①乳幼児健診業務など

豊玉・光が丘・石神井保健相談所

②妊娠・子育て相談など

北・大泉・関保健相談所および健康
推進課

歯科衛生士業務など

介助員（福祉園）

看護師

(1)人事戦略担当部職員課会計年度職員係
時給1,050円 学校…(2)教育振興部教育総務課職員係
幼稚園…(5)教育振興部学務課幼稚園係

(3)こども家庭部子育て支援課庶務係

看護師免許

保健師

問合せ・申込先
※所在地、電話番号は下に記載

区立（直営）児童館

保健師免許

(4)こども家庭部保育課管理係

原則午前8時30分〜午後5時15分の間の4〜7時間45分
時給1,147円

(6)練馬子ども家庭支援センター

時給1,614円 (7)学校教育支援センター

要問合せ

(5)教育振興部学務課幼稚園係
時給1,341円

①月〜金曜（月20日以内）
②月〜金曜（年18日以内）
原則月〜金曜（月20日以内）

①午前11時30分〜午後1時30分
②午前9時30分〜午後3時30分
原則午前8時30分〜午後5時15分の間の4〜7時間45分

(8)氷川台福祉園
(9)大泉学園町福祉園
(10)豊玉保健相談所
(11)北保健相談所
時給1,609円
(12)光が丘保健相談所
(13)石神井保健相談所
(14)大泉保健相談所
(15)関保健相談所
(16)健康推進課母子保健係

①乳幼児健診業務など
午前8時30分〜午後5時15分の間の4〜7時間45分
月〜金曜（月20日以内）
②妊娠・子育て相談など
午前8時30分〜午後5時15分の間の6〜7時間

歯科衛生士

歯科衛生士免許

豊玉・石神井保健相談所

月〜金曜（月16日以内）

午前8時30分〜午後5時15分

栄養士または保健師

管理栄養士免許または保健
特定保健指導業務など
師免許

健康推進課

月〜金曜（月15日以内）

午前8時30分〜午後5時15分の間の7時間以内

学校栄養士

栄養士免許

区立小中学校

原則月〜金曜（月20日以内）

午前8時15分〜午後5時の間の学校が指定する時間（1日7時間以内）

区立小中学校および幼稚園

原則月〜金曜（月20日以内）

午前7時45分〜午後4時30分の間の4〜7時間

区立（直営）保育園

月〜土曜（月20日程度）

原則午前8時30分〜午後5時15分の間の4〜7時間45分

(4)こども家庭部保育課管理係

その他（福祉園、土木出張所など）

原則月〜金曜（月20日以内）

原則午前8時30分〜午後5時15分の間の7時間45分以内

時給1,093円 (1)人事戦略担当部職員課会計年度職員係

保育園給食の調理補助

区立（直営）保育園

月〜土曜（月20日程度）

原則午前8時30分〜午後5時15分の間の4〜7時間45分

(4)こども家庭部保育課管理係

福祉園給食の調理補助

各福祉園

月〜金曜（月20日以内）

午前8時45分〜午後2時45分

学校給食の栄養士業務

時給1,605円
（保健師は時 (17)健康推進課健康づくり係
給1,609円）
(2)教育振興部教育総務課職員係

用務

なし

施設整備・清掃

調理

なし

ごみ収集作業員

なし（ごみ収集ができる体
集積所のごみ収集作業
力のある方）

各清掃事務所・清掃事業所

月〜土曜（月16日以内）
※祝日、年末年始勤務あり

午前7時40分〜午後4時25分

養護

養護教諭免許

区立小中学校

月〜金曜（月16日以内）
※原則として学校休業期間を除く

原則午前8時15分〜午後4時45分の間の学校が指定する時間（1日7時
日額10,976円 (21)教育指導課教職員係
間45分）

学校の保健室運営など

(8)氷川台福祉園
(9)大泉学園町福祉園
日額10,045円 (18)練馬清掃事務所
＋特殊勤務手 (19)石神井清掃事務所
当１日700円 （20)谷原清掃事業所

〔注〕(1) 「問合せ・申込先」が複数ある場合は、第一希望の勤務場所あてに行ってください。
(2) 勤務日が「月〇日以内」とある場合の勤務日数の上限は、従事内容や１日の勤務時間により異なります。
所在地

問合せ・申込み先

電話番号

所在地

問合せ・申込み先
〒179-0084

(1) 人事戦略担当部職員課会計年度職員係

本庁舎６階 5984-1601

(8) 氷川台福祉園

(2) 教育振興部教育総務課職員係

本庁舎12階 5984-5629

(9) 大泉学園町福祉園 〒178-0061

(3) こども家庭部子育て支援課庶務係
(4) こども家庭部保育課管理係

〒176-8501
本庁舎10階 5984-5817
練馬区豊玉北6-12-1
本庁舎10階 5984-5839

電話番号

所在地

問合せ・申込み先

電話番号

氷川台2-16-2

3931-0167

(15) 関保健相談所

〒177-0052

関町東1-27-4

3929-5381

大泉学園町3-9-20

3923-8540

(16) 健康推進課母子保健係

〒176-8501

豊玉北6-12-1 東庁舎6階

5984-4621

(10) 豊玉保健相談所

〒176-0012

豊玉北5-15-19

3992-1188

(17) 健康推進課健康づくり係 〒176-8501

豊玉北6-12-1 東庁舎6階

5984-4624

(11) 北保健相談所

〒179-0081

北町8-2-11

3931-1347

(18) 練馬清掃事務所

〒176-0011

豊玉上2-22-15

3992-7141

(12) 光が丘保健相談所 〒179-0072

光が丘2-9-6

5997-7722

(19) 石神井清掃事務所

〒177-0044

上石神井3-34-25

3928-1353

(6) 練馬子ども家庭支援センター

〒176-0012

豊玉北5-28-3

3993-8155

(13) 石神井保健相談所 〒177-0041

石神井町7-3-28

3996-0634

(20) 谷原清掃事業所

〒177-0032

谷原5-5-11

5393-3001

(7) 学校教育支援センター

〒179-0072

光が丘6-4-1

6385-9911

(14) 大泉保健相談所

大泉学園町5-8-8

3921-0217

(21) 教育指導課教職員係

〒176-8501

豊玉北6-12-1 本庁舎12階 5984-5749

(5) 教育振興部学務課幼稚園係

本庁舎12階 5984-1347

〒178-0061

持参のみ

要問合せ

