
令和５年度 

会計年度任用職員の登録について 
◆会計年度任用職員の登録とは、令和５年度中に市役所や学校、公共施設にお

ける繁忙期や臨時的に生じる業務に対応する職員として働くことを希望する方

から、登録申請書（履歴書）を提出いただき、登録をしていただくものです。 

＜登録の有効期間：令和５年４月１日～令和６年３月 31 日＞ 

 

◆令和５年度中に任用を必要とする業務が生じた場合は、登録していただいた

方の中から、その業務に適格であると認められる方を選考し、ご本人へ連絡い

たします。募集人数に限りがありますので、ご登録いただいたとしても、最終

的に任用されないことがありますので、あらかじめご了承願います。 

 

◆令和５年４月からの任用に係る選考結果（任用の有無）については、令和５

年２月中旬頃に通知する予定です。 

 

◆12 月～１月の一斉受付期間終了後も、随時、登録受付を行いますので、希望

される方は、庶務課職員係へご連絡ください。 

 

◆会計年度任用職員に登録したとしても、他の求職活動を制限するものではあ

りません。他の事業所等への就職が決まり、登録を辞退される場合は、庶務課

までご連絡ください。 

 

 

＊会計年度任用職員とは＊ 

 地方公務員法の改正に伴い、令和２年度から新たに制度化された職で、一会計年度（４

月１日から翌年３月 31 日まで）の範囲内で任用され、地方公務員法の適用を受ける、

一般職の地方公務員（非常勤職員）です。 
 
 期末手当の支給（一定の要件あり）、各種休暇制度が整備された一方で、地方公務員

法に定める、条件付採用や人事評価の対象となり、懲戒処分や服務規律の適用を受ける

ことになりました。 

 

 

東根市総務部庶務課職員係 
℡0237-42-1111 内線 3316・3317 



令和５年度 会計年度任用職員の登録を受け付けます 

 

１ 受付期間・時間 

期 間：令和４年12月15日（木）～令和５年１月13日（金）【必着】※土・日曜日、祝日を除く 

時 間：午前８時30分～午後５時15分 

提出先：庶務課職員係（市役所３階） 〒999-3795 東根市中央一丁目１番１号 
 

２ 保 険 ・ 休 暇 

   一定の要件を満たす場合は、健康保険（共済組合）、厚生年金、雇用保険に加入します。就労日

数及び任用期間に応じて年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇等）が付与されます。 
 

３ 通勤手当・期末手当 

   自宅から勤務先までの距離が片道２km以上の場合に通勤費用相当額が支給されます。期末手当に

ついては、原則、任用期間が６カ月以上、１週間の勤務時間が15時間30分以上で、基準日（６月１

日、12月１日）に在職している場合に支給されます。 
 

４ 登 録 有 効 期 間 

令和５年４月１日から令和６年３月31日までの１年間 

 ※令和４年度の会計年度任用職員に登録している人も新たに登録が必要です。 
 

５ 選  考 

  書類選考及び面接選考  
 

６ 任 用 期 間 

  会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）の範囲内で概ね４月１日から必要な期間 

※年度の途中に任用を要する事由が生じた場合は、登録している人の中から随時任用します。 
 

７ 条件付採用期間 

  採用後１カ月間（条件付採用期間中に良好な成績で職務を遂行したときに正式採用） 
 

８ 服 務 規 律 等 

   守秘義務・信用失墜行為の禁止・職務専念義務等の服務規律があり、それに違反した場合、懲戒

処分の適用を受けます。また、人事評価の対象となります。 
 

９ 申 込 方 法 

①登録用紙は庶務課（市役所３階）に備えてあります。市のホームページからダウンロードもでき

ます。なお、地域づくり推進員を希望する場合は、「地域づくり推進員登録申請書」を併せて提

出してください。 

https://www.city.higashine.yamagata.jp （行政情報＞組織（課の一覧）＞庶務課）  

②写真は、申込前６カ月以内に撮影したもので、本人が判別できるものを添付してください。 

（証明用として新たに撮影することなく、既存の写真の切り取りなども使用可。） 

③募集職員一覧の左端の職種№（１～29）を記入してください。 
 

10 留 意 事 項 

①面接日程は、後日庶務課または教育委員会からお知らせします。 

②選考結果（任用の有無）は、２月中旬頃に通知する予定です。 

③４月当初からの任用は、受付期間内に登録した人を優先しますが、登録はその後も随時受け付け

ます。 

※不明な点、詳細についてはお問い合わせください。 

 

 

 問合せ先                                     

庶務課職員係  

〒999-3795 東根市中央一丁目１番１号  TEL 42-1111 内3316・3317 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間など

②日額 6,757円 平日　8:30～18:45（内7.25時間）、週5日、早番/遅番あり

2
事務補助
（税務課窓口相談業務あり）

2人 パソコンで文書作成や表計算の事務処理経験がある人 　日額
5,762円（6時間勤務の場合）

7,442円（7.75時間勤務の場合）

平日　9:00～16:00（１日6時間）、週4～5日、年間210日以内の勤務
※1月中旬～3月の期間 ： 平日　8：30～17：15（1日７.75時間）

○税務課での窓口業務補助、事務補助、文書作成、データ入力、印刷、コピーなど

3 環境指導員 2人
普通自動車運転免許を有し、小型貨物車トラック（マニュアル
車）を運転できる人

　日額 6,130円 平日  9:00～16:00（１日6時間）、週4～5日、年間210日以内の勤務
○トラックを運転し、市内全域の環境衛生保全および廃棄物の不法投棄防止の巡回、
　 廃棄物の早期発見および回収、冬期間における市民バス停留所の除雪
○配属部署での業務補助

4 道路維持作業員 2人 普通自動車運転免許、体力に自信がある人 　日額 6,130円 平日  9:00～16:00（１日6時間）、週4～5日、年間210日以内の勤務
○市道などの維持管理に係る軽作業（道路穴埋め、側溝清掃、街路樹管理、冬期間
　 の除雪作業など）

5
学校給食配膳業務補助
（小学校）

5人 資格要件なし 　日額 4,194円
勤務場所に合わせて
（給食日・清掃日、概ね10:00～14:30（１日4.5時間）、週5日、年間195日
以内の勤務）

○東根・神町・大富・東根中部・大森小学校での学校給食の受け取り、各クラスへの振
   分け、運搬、食器回収などの補助

6
スクールサポーター
（小学校）

18人程度
幼稚園、小学校または中学校の教員免許、若しくは同等以上
の専門的な知識、経験を有する人

　日額 6,386円
勤務場所に合わせて
（授業のある日、１日6.25時間、年間210日以内の勤務）

○通常学級または特別支援学級に在籍する特別な支援を要する児童の学習、生活へ
   の支援

7 スクールバス運転手 5人 大型自動車運転免許または大型第二種免許 　日額
3,771円
（随時運行は別途）

通常運行：朝夕あわせて3時間（送迎）　、年間225日以内の勤務
随時運行：校外学習時

○東郷小学校、高崎小学校の遠距離通学児童の朝夕の送迎
○市内小中学校の校外学習時の送迎
○スクールバスの日常点検用務

8
学力向上支援員
（小中学校）

若干名
小学校教員免許または中学校・高等学校（数学、英語、理科）
教員免許、普通自動車運転免許

　日額 9,142円
勤務場所に合わせて
（授業のある日、１日6時間、年間180日以内の勤務）

○市内小中学校におけるT．T．（チーム・ティーチング）などの少人数指導業務

9 在宅看護師 6人程度 看護師または准看護師の資格 　日額 4,023円
平日  9:00～16:00（内3時間）
※１月3回程度

○乳幼児健診の補助、高齢者の健康相談業務など

10 自動車運転手兼技能士 3人 大型自動車運転免許 　月額 159,312円
平日  8:30～17:15（内7.25時間）
※早番/遅番など交代勤務あり､時間外・休日勤務となる場合もあり

○マイクロバスなど庁用自動車の運転
○庁用自動車の配車業務
○庁舎、市有地の維持管理作業

11
納税相談員
（税務課）

2人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 187,003円
平日  9:00～17:15(１日7.25時間）
※１月5回程度は10：00～18：15(１日7.25時間）の勤務に加え、時間外勤務あり

○市税などの納付を求める業務および相談業務

12 保険医療相談員 4人
各種医療証制度に基づく医療相談業務が可能で、これらまた
は、類似の勤務経験、業務経験がある人

　月額 168,761円 平日  9:00～17:15(１日7.25時間）
○国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、福祉医療制度に関する各種申請受付、
   医療証の交付、各種医療制度に係る医療相談、年金業務など

13 消費生活相談員 １人
消費生活相談員資格試験に合格した人、またはこれと同等以
上の専門的知識および技術を有する人

　月額
資格有179,051円
資格無168,761円

平日  9:00～17:15(１日7.25時間）
○消費生活に係る相談、苦情の処理および消費者教育
○消費者事故等の状況および動向の把握、調査、情報提供ほか

14 交通安全専門指導員 2人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 168,761円 原則平日  9:00～17:15(１日7.25時間）
○交通安全教育および交通安全指導
○交通安全の普及および啓発ほか

15 生活保護就労支援員 １人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 175,964円 平日  9:00～17:15(１日7.25時間）
○生活保護受給者の就労支援に関する業務
○受給者宅への訪問・相談業務、ハローワークや事業所への訪問

16 手話通訳員 1人
手話通訳士の資格、または同等以上の専門的な知識、経験を
有する人

　月額
資格有168,761円
資格無162,400円

平日  9:00～17:15(1日7.25時間）
○聴覚障がい者との窓口対応
○各種イベントにおける手話通訳　○配属部署での事務補助

17 介護認定調査員 5人
介護支援専門員､介護福祉士､看護師または准看護師の資
格、若しくは同等以上の専門的な知識、経験を有する人、普
通自動車運転免許

　月額 175,964円 平日  9:00～17:15(1日7.25時間） ○要介護認定の申請に基づき本人への面談調査を行い、調査票を作成

18 母子保健コーディネーター 1人 保健師または助産師の資格、普通自動車運転免許 　月額 185,412円 平日  9:00～17:15(1日7.25時間）
○妊娠・出産などに関わる相談・保健指導
○妊産婦、乳児のいる家庭への訪問指導など　○配属部署での事務補助

19
保育士
(交代勤務あり)

若干名
保育士資格
※幼稚園または小学校教員免許を持っている人も応募でき
　ます。

　月額
158,377円
　　　　～183,635円
（経験年数による）

　 平日  7:00～19:00(内7.25時間)
　 土曜  7:00～18:00(内7.25時間)
　 ※早番/遅番など交代勤務あり、週5日、週36.25時間勤務

○市内保育施設での保育業務

20 看護師 若干名 看護師または准看護師の資格、普通自動車運転免許 　月額 185,412円 平日  9:00～17:15　(1日7.25時間）
○乳幼児健診の補助、乳児のいる家庭への訪問指導
○生活習慣病予防の訪問指導、献血の補助　○配属部署での事務補助

21 料金相談専門員 1人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 187,003円 平日  8:30～16:45(1日7.25時間） ○水道料金の訪問徴収及び相談業務、ほか業務補助

22
行政事務専門員
（商工観光課）

1人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 162,400円
原則平日  9:00～17:15（1日7.25時間）
※繁忙期は時間外勤務や休日勤務もあり

○補助金交付業務および現地調査業務補助など
○各種観光イベントの準備、他団体との調整など

23 ふるさと納税専門員 1人 パソコンで事務処理経験がある人 　月額 162,400円
原則平日  9:00～17:15（1日7.25時間）
※繁忙期は時間外勤務や休日勤務もあり

○ふるさと納税に関する業務全般（電話・メールなどの問合せ対応業務）
○配属部署でのイベント・事業などの業務補助

24 ブランド推進専門員 1人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 187,003円
原則平日  9:00～17:15（1日7.25時間）
※繁忙期は時間外勤務や休日勤務もあり

○６次産業化推進に関する業務、市農産物海外販路拡大に関する業務
○配属部署でのイベント・事業などの業務補助

25 多面的機能専門員 １人 パソコンで事務処理経験がある人、普通自動車運転免許 　月額 162,400円 平日  9:00～17:15(1日7.25時間）
○農業・農村の多面的機能に関する業務、農業者の共同活動の支援
○配属部署でのイベント・事業などの業務補助

26
地域づくり推進員
（公民館）

17人
生涯学習事業に関心、意欲のある人、パソコンで事務処理経
験がある人、普通自動車運転免許

　月額 162,400円
平日  8:30～21:15（内7.25時間）
※休日勤務となる場合もあり、週36.25時間勤務

○公民館事業の企画・運営業務
○公民館維持管理業務

27
学校図書館業務補助
（小中学校）

14人
司書または教員の資格、若しくは同等以上の専門的な知識、
経験を有する人

　月額 158,600円
勤務場所に合わせて
（授業のある日、１日7.75時間）
※7月は20日間、8月は10日間程度の勤務

○市内小中学校における司書業務
○学校事務の補助的業務(資料作成、印刷、給食配膳補助など）

28
学校技能士
（小中学校）

6人 危険物取扱者丙種以上の資格 　月額 159,200円
勤務場所に合わせて
（授業のある日、１日7.75時間）
※7月は20日間、8月は10日間程度の勤務

○市内小中学校の施設（校舎）維持管理、整備業務
○市内小中学校の敷地内の整備業務

29
部活動指導員
（中学校）

7人 資格要件なし 　月額  43,107円
勤務場所に合わせて
(部活動のある日、1日2時間または3時間)

○市内中学校の部活動における見守り、安全管理、用具および施設の管理点検、技術
指

＊１　資格、免許等が登録要件となっている職種については、申込時に免許状等の写しを提出してください。

＊２　勤務場所や任用期間、週の勤務時間数などによっては、上記の任用条件を一部変更する場合があります。

5,592円
5,825円（学校事務）

○市役所、給食センターまたは小中学校での事務補助、文書作成、データ入力、印
　 刷、コピー、各配置先での固有業務
○窓口業務補助

業務内容

1
事務補助
(市役所・学校など)

40人程度 パソコンで文書作成や表計算の事務処理経験がある人

　  右欄の任用条件で希望がある場合は、登録申請書の職種名に
　  事務補助①または②と記入してください。

①日額

　 平日　概ね9:00～16:00（１日6時間）、週4～5日、年間210日以内の勤務
 　（学校事務は勤務場所に合わせて、概ね8:00～16:00（内6.25時間）、
　　週4～5日、年間215日以内の勤務）
　　※勤務場所により任用条件が変更になる場合があります。

令和５年度　募 集 職 員 一 覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和５年度の給料表改定を踏まえ、12月15日以前に提示していた資料の「報酬」欄を変更しました。

 №  職　種
任用

予定人数
 　　登録資格要件など　＊１

任用条件　＊２

報　酬　※

Ｒ４.12.15改訂版


