
職種 所属 報酬 業務内容

一般事務等

【一般事務】原則、全所属課等
【用務員】社会福祉課（福祉会
館）、市幼稚園・保育所、各小中
学校
【資料整理員】博物館
【給食配膳員】学校教育課（市内
各小中学校）

992円/時

窓口やデータ入力といった流山市役所全体（保
健センターや学校等各施設含む）における幅広
い事務に従事します。
また、用務員や資料整理員といった業務も含ま
れます。

普通救命講習普及員 消防防災課 1,351円/時
消防本部で実施している普通救命講習会におい
て、応急手当に関する知識と手法を指導する業
務に従事します。

地域職業相談員 商工振興課 7,986円/日
就職希望者に対する各種支援事業や公共職業安
定所との連絡事務等に従事します。

年金相談員 保険年金課 1,454円/時 年金相談業務に従事します。

看護師

健康増進課(保健センター)
高齢者支援課、障害者支援課
児童発達支援センター
【吸引業務含む】
保育課(市内各保育所)
学校教育課(市内各小中学校)
【訪問・訪問指導】
介護支援課
健康増進課(保健センター)

1,571円/時～

各所属における看護師の業務に従事します。
また、吸引業務や訪問事業等を実施する場合も
あり、その内容により報酬額が変わりますの
で、詳細については、各担当課へ御確認くださ
い。

学校サポート看護師
学校教育課
(市内各小中学校)

1,571円/時
児童・生徒への医療的な救急処置や養護教諭の
補助等に従事します。

保健師
健康増進課(保健センター)
高齢者支援課
介護支援課

1,632円/時～

各所属での保健師の業務に従事します。
また、訪問事業等を実施する場合もあり、業務
内容により報酬額が変わりますので、詳細につ
いては、各担当課へ御確認ください。

管理栄養士 1,571円/時～
管理栄養士の業務に従事します。また、訪問事
業を実施する場合もあり、その場合は報酬額が
変わります。

助産師 1,632円/時～
助産師の業務に従事します。また、訪問事業を
実施する場合もあり、その場合は報酬額が変わ
ります。

栄養士（集団検診用） 1,368円/時

臨床検査技師（集団検診
用）

1,527円/時

歯科衛生士（集団検診
用）

1,527円/時

精神保健福祉士 障害者支援課 1,714円/時 精神保健福祉士の業務に従事します。

歯科衛生士 高齢者支援課 1,527円/時～
歯科衛生士の業務に従事します。また、訪問事
業を実施する場合もあり、その場合は報酬額が
変わります。

作業療法士 高齢者支援課 1,730円/時～
作業療法士の業務に従事します。また、訪問事
業を実施する場合もあり、その場合は報酬額が
変わります。

理学療法士
高齢者支援課・児童発達支
援センター

1,730円/時～
理学療法士の業務に従事します。また、訪問事
業を実施する場合もあり、その場合は報酬額が
変わります。

保育士（有資格者） 1,326円/時 保育士業務に従事します。

延長保育従事職員
(有資格者・無資格者)

1,326円/時（有）
1,317円/時（無）

時間外(朝晩)における保育業務に従事します。

保育士
（集団検診用・有資格
者）

健康増進課
(保健センター)

1,267円/時
集団検診において保育士業務に従事します。
健診の時期等は担当課へ御確認ください。

児童指導員
(有資格者)

1,267円/時

児童指導員
(無資格者)

1,212円/時

障害児施設児童指導員 児童発達支援センター 1,342円/時
児童指導員として、障害を持つ子どもの発達支
援・療育に従事します。
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健康増進課
(保健センター)

健康増進課
(保健センター)

集団検診において各業務に従事します。
健診の時期等は担当課へ御確認ください。
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保育課
(市内各保育所)

子ども家庭課
(児童館・児童センター)

センター利用者の補助・指導業務等に従事しま
す。



レセプト点検業務
保険年金課
社会福祉課

1,103円/時 本市のレセプトの点検業務に従事します。

消費生活相談員
コミュニティ課
(消費生活センター)

1,923円/時 消費者からの相談業務等に従事します。

介護認定調査員 1,439円/時
訪問や調査票作成等の介護認定に係る業務に従
事します。

医療ソーシャルワー
カー

1,894円/時
在宅医療連携拠点事業等の市の介護事業に従事
します。

設置手話通訳者 障害者支援課 1,255円/時
窓口等での手話通訳や手話通訳者の派遣事務
等、手話通訳に係る業務に従事します。

障害者施設生活相談員
(有資格者)

1,278円/時

障害者施設生活相談員
(無資格者)

1,234円/時

利用者支援相談員 1,222円/時 保護者からの相談業務等に従事します。

家庭児童相談員 1,889円/時
家庭その他からの相談業務や調査・指導等の児
童福祉に関する業務に従事します。

母子・父子自立支援員 1,512円/時
家庭紛争や子育て支援等の相談業務等に関する
業務に従事します。

苦情相談員 環境政策課 1,212円/時
対象施設の放射線量の定期測定業務やポイ捨て
等の放置防止等の業務に従事します。

面接相談員 社会福祉課 1,527円/時
生活保護の相談及び申請受理に関する業務に従
事します。

特別支援学級介添員 1,123円/時
小学校特別支援学級の生徒の学校生活上の介添
え業務に従事します。

幼稚園補助教諭 1,234円/時
園児の指導及び安全確保にあたる等、学級担当
の補助業務に従事します。

担任サポート教員 1,910円/時 学校における担任業務のサポートを行います。

担任サポート指導員 1,393円/時 学校における担任業務のサポートを行います。

幼稚園教諭
指導課
（幼児教育支援センター）

1,267円/時
市内の幼稚園等の職員及び保護者の支援・指導
業務に従事します。

学習サポート教員 12,615円/日
特別に支援を要する児童・生徒をはじめ、広く
児童・生徒の指導補助を行います。

学習サポート指導員 1,255円/時
特別に支援を要する児童・生徒をはじめ、広く
児童・生徒の指導補助を行います。

算数数学学習指導員 1,255円/時
小中学校で、算数・数学の指導を行います。
（指導方法は、担任との協力指導。）

英語活動指導員 1,625円/時
小学校で学級担任と共に、英語活動の指導を行
います。

学校教育研究指導員 106,932円/月
学校教育に関する基本的及び専門的事項の調
査、研究及び指導を行います。

教育支援センター指導
員

1,326円/時
教育支援センターにおいて、児童生徒の指導を
行います。

教育支援センター学習
サポート教員

1,627円/時
教育支援センターにおいて、児童生徒の学習等
の指導を行います。

学校図書館司書リー
ダー

1,184円/時
学校図書館司書間の連携を図りながら、市内小
中学校全体における図書推進活動に係る支援等
の業務を行います。

学校図書館司書 1,055円/時

市内小中学校における図書の貸出や整理、パソ
コンによる図書の登録や管理、読書指導の補
助、その他図書推進活動に係る支援等の業務を
行います。

青少年専門相談員
生涯学習課
(青少年支援センター)

106,932円/月
青少年又はその保護者等の相談業務等に従事し
ます。

生涯学習専門員 105,547円/月
「ゆうゆう大学」や「家庭教育講座」等の企
画・立案・運営業務に従事します。

「夏休み子ども教室」
スタッフリーダー

13,162円/日
夏休み期間における「子ども教室」の業務に従
事します。

「夏休み子ども教室」
スタッフ

1,308円/時
夏休み期間における「子ども教室」の業務に従
事します。

発掘調査員（Ａ） 1,609円/時

発掘調査員（Ｂ） 1,501円/時

発掘調査補助員 1,234円/時
埋蔵文化発掘調査及び整理作業における学芸
員・調査員の補助や作業員の指導を行い、発掘
調査・整理作業に従事します。

資料調査員 1,212円/時
博物館収蔵古文書の整理・解読及び目録作成業
務に従事します。

発掘作業員 1,085円/時
埋蔵文化財の発掘調査で掘削や測量調査、図面
の作成作業に従事します。健康で体力に自信の
ある方。

発掘整理作業員 992円/時
埋蔵文化財の整理作業で遺物の注記・接合、実
測作業に従事します。体力があり、細かな作業
が得意な方。

学校教育課

指導課

公民館

埋蔵文化発掘調査及び整理作業における学芸員
の補助や作業員の指示・監督等、発掘調査・整
理作業に従事します。(A)は(B)よりも高度な技
術等が必要となります。

介護支援課

障害者支援課
(障害者就労支援センター)

センターの利用者に対する作業指導・生活指導
等の業務に従事します。

子ども家庭課
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保育所等調理師
(有資格者)

1,103円/時

保育所等調理師
(無資格者)

1,055円/時

小学校調理師
（有資格者）

1,103円/時

小学校調理師
（無資格者）

1,055円/時

住所 電話番号 備考

市内４か所 04-7150-6075
市民課（江戸川台駅前出張所、南流山出張所、
東部出張所、おおたかの森市民窓口センター）

流山市西初石4-1433-1 04-7154-0331 健康増進課所在地

流山市駒木台221-3 04-7154-4822

流山市駒木台238-1 04-7155-6421

市内各所 04-7150-6124 保育課

市内各所 －
教育総務課（04-7150-6103）
学校教育課（04-7150-6104）
指導課（04-7150-6105）

04-7159-4646

04-7159-3434

流山市加1-16-2 04-7158-3462

市内各所 04-7150-6082 子ども家庭課

流山市中110 04-7159-5400 流山エルズ（流山市生涯学習センター）内

流山市江戸川台東3-2 04-7154-8081

市内各所 04-7150-6079 社会福祉課

流山市下花輪191 04-7157-7411

流山市三輪野山1-994 04-7158-0299 電話番号は消防総務課

技
能
労
務
職

児童発達支援センター
保育課

各施設における安心・安全な給食調理業務に従
事します。

学校教育課
市内小学校における安心・安全な給食調理業務
に従事します。

福祉会館

クリーンセンター

消防本部

同一建物内
博物館

中央公民館

児童館・児童センター

青少年指導センター

幼児教育支援センター

流山市加1-1225-6

※各職種において必要となる資格や詳細な業務の内容、従事時間・募集の状況等は
各担当課へ御確認願います。

勤務場所

児童発達支援センター

障害者就労支援センター

市内各保育所

小中学校(幼稚園含む)

流山市立中央図書館

勤務場所

市内各出張所

流山市保健センター


