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雫石町会計年度任用職員 募集案内 

 

 町では、健常者及び自力で通勤ができ、介護者なしで業務遂行が可能な障がい者を対象に、令和３年

度会計年度任用職員（臨時・非常勤職員）を募集します。就労を希望する人にあらかじめ登録申込みを

していただき、採用は登録者の中から選考します。 

 この登録は、他に就職や進学したりすることを拘束するものではありませんが、現在就職しており、

任用までに退職する予定のない人は申込みできません。 

  

【受付期間】 

  令和３年１月６日（水）～令和３年２月１日（月） 

 （期間終了後も随時受け付けしますが、選考に当たっては期間内の受け付けを優先します。） 

【提出書類】 

〇 職員登録申込書兼履歴書 

（町ホームページのほか、雫石町役場総務課または総合案内窓口に備えつけています。） 

〇 資格が必要な職種については資格証明書の写し 

〇 障害者手帳を所有している場合は手帳の写し 

【提出方法】 

  雫石町役場総務課まで持参するか、郵送で提出（郵送の場合は令和３年２月１日（月）必着） 

【採用方法】 

 会計年度任用職員の任用を必要とする際、登録者の中から書類や面接などで審査・選考 

【合格者の発表】 

  令和３年２月下旬までに応募者全員に合否の結果を通知 

【任用期間】 

 令和３年４月１日から令和４年３月 31日までの１会計年度以内 

【給料】 

  職種ごとに採用前の職務経験等をもとに、給料の日額又は時間額を算定 

  （勤務条件に応じて、日額又は時間額を選択し、勤務月の翌月 15日の支給となります。） 

【手当等】 

  時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、通勤手当、期末手当 

【休暇関係】 

  勤務条件に応じて、年次休暇や特別休暇（有給・無給）あり 

【社会保険・雇用保険等】 

  勤務条件に応じて、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険並びに公務災害保険等に加入 

【その他】 

  採用となった際は、勤務条件に応じて採用前の健康診断を実施し、その結果を町に提出 

【問い合わせ先】 

①募集に関すること・・・・・・雫石町役場 総務課 692-6411 

②仕事の内容に関すること・・・雫石町役場 各担当課 692-2111（各内線） 

                      教育委員会 692-6412 

                雫石診療所 692-3155、中央公民館 692-4181、図書館 692-5959 
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【令和３年度募集職種予定一覧】 

職  種 資格要件等 勤務日・勤務時間 給 付 額 勤務場所 

一般事務補助員 ・パソコンによる文書作成

や入力作業ができる人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30 分又は６時

間 

 

７時間 30分： 

日額 5,967 円～

6,717 円 

６時間： 

日額 4,774 円～

5,374 円 

雫石町役場 

各地区公民館 

他町関連施設 

学校事務員 ・パソコンによる文書作成

や入力作業ができる人 

月～金曜日 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分 

日額 6,225 円～

6,975 円 

雫石中学校 

集落支援員（地域

コーディネータ

ー） 

・地域づくりやコミュニテ

ィ活動支援に対し熱意を

有する人 

・パソコンによる文書及び

各種説明資料の作成がで

きる人 

・普通免許 

月～金曜日 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間又は７時間 30分 

（土日及び 17 時以降への

勤務時間の割振り変更あ

り） 

日額 9,243 円～

10,653円 

各地区公民館 

雫石町役場 

他 

学校支援員 ・学校支援員の経験者また

は教員免許を有する人 

・車で通勤可能な人 

８時～16時 45分までの間

で学校が必要とする時間 

（１日６時間以内） 

 

時間額 1,120 円

～1,220円 

 

町内各小・中学

校 

適応支援相談員 ・学校適応相談員の経験者

または教員免許を有する

人 

・車で通勤可能な人 

８時～16時 45分までの間

で学校が必要とする時間 

（１日６時間以内） 

時間額 1,120 円

～1,220円 

 

雫石中学校 

図書司書 

 

・図書司書の資格を有する

人 

・車で通勤可能な人 

火～日曜日の間の５日間 

８時 30 分～18 時 15 分の

内７時間 30 分（シフト制。

祝日勤務あり） 

・学校図書司書 

月～金曜日 

８時 35 分～16 時 50 分の

内 7時間 30 分 

 

日額 8,400 円～

9,150 円 

図書館、雫石中

学校 

障がい者相談支援

専門員 

・社会福祉士、精神保健福

祉士、保健師又は障がい者

相談支援専門員の資格を

有する人 

月～金曜日 

９時～16 時 

緊急時勤務あり 

日額 8,884 円～

9,903 円 

雫石町役場 

生活支援コーディ

ネーター 

・生活支援コーディネータ

ー養成講座を受講した人 

 

月～金曜日の間の３日間 

８時 30分～17時 

日額 9,903円～ 

10,653円 

雫石町役場 

認知症地域支援推

進員 

・医師、看護師、保健師等

の資格を有する人 

 

月～金曜日の間の３日間 

９時～16 時 

日額 9,002円～ 

9,903 円 

雫石町役場 

介護支援専門員 ・介護支援専門員の資格を

有する人 

・車で通勤可能な人 

 

月～金曜日 

９時～16 時 

日額 9,002 円～

9,903 円 

雫石町役場 

介護認定調査員 ・介護支援専門員の資格を

有する人 

・パソコンの基本操作が可

能な人 

・車で通勤可能な人 

 

月～金曜日 

８時 30分～17時 

日額 10,654円～

11,779円 

雫石町役場 
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職  種 資格要件等 勤務日・勤務時間 給 付 額 勤務場所 

農業指導センター

専門指導員 

・普及指導員、旧農業改良

普及員、ＪＡ営農指導員の

有資格者又はそれに準ず

る知識、経験を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日の間の４日間 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分以内 

または 

月～金曜日 

８時 30 分～17 時 15 分の

内６時間 00 分以内 

 

７時間 30分： 

日額 10,654円～

11,779円 

６時間： 

日額 8,523 円～

9,423 円 

※勤務時間数に

よって変更あり 

農業者トレー

ニングセンタ

ー 

林業対策専門員 ・林業に関する知識・経験

を有する人 

・普通免許（AT 限定不可） 

月～木曜日の間の４日間 

８時 45分～17時 15分 

日額 11,253円～

12,379円 

雫石町役場 

鳥獣被害対策専門

員 

 

・早朝・休日出勤が可能で、

罠の設置、回収等の力仕事

ができる人 

・車で通勤可能な人 

・普通免許（AT 限定不可） 

・狩猟免許 

月～金曜日 

９時～17 時 

（土日及び早朝または 17

時以降への勤務時間の割

振り変更あり） 

日額 10,503円～

11,553円 

雫石町役場 

教育相談員 ・教員免許を有し、学校教

育に関する豊かな経験と

識見を有し、指導技術を身

につけている人 

月～金曜日の間の４日間 

８時 30分～17時 15分 

日額 11,628円～

12,791円 

雫石町役場 

社会教育指導員 ・社会教育又は学校教育に

関する経験と識見を有す

る人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日の間の４日間 

８時 30分～17時 15分 

 

日額 8,680 円～

12,791円 

中央公民館 

地域学校協働活動

推進員 

・地域学校活動に熱意を有

する人 

・地域と学校をつなぐこと

ができる人 

・車で通勤可能な人 

・学校等の状況が分かる教

員経験者であれば尚可 

月～金曜日の間の４日間 

８時 30分～17時 15分 

日額 8,680円～ 

9,844 円 

中央公民館 

資料館専門指導員 ・町史に精通又は関心があ

る人 

・車で通勤可能な人 

月～日曜日の間の３日間 

（木曜日休館） 

８時 30分～16時 30分 

日額 7,840 円～

8,540 円 

歴史民俗資料

館 

保育所保育士 ・保育士資格を有する人 

・保育業務及び付随する業

務が可能な人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日（土曜勤務あ

り） 

７時 15分～18時 15分 

の内７時間 30分 

日額 7,202 円～

9,003 円 

 

保育所 

 

保育所保育補助員 ・車で通勤可能な人 月～金曜日（土曜勤務あ

り） 

７時 15 分～18 時 15 分の

内７時間 30 分 

日額 6,525 円～

7,275 円 

 

保育所 

保育所調理員(給

食調理員) 

・施設用務員業務や保育補

助が可能な人 

・車で通勤可能な人 

 

月～金曜日（土曜勤務あ

り） 

７時 15 分～18 時 15 分の

内７時間 30 分以内 

日額 5,967 円～

6,717 円 

時間額 795 円～

895円 

保育所 

 

栄養士 ・栄養士資格を有する人 月～金曜日の間の４日間 

１日あたり５時間 

日額 5,001円～ 

7,929 円 

保育所 

道路維持管理作業

員（道路や河川の

草刈り等） 

・車で通勤可能な人 任用期間４月～10月 

月～金曜日 

８時 30分～17時 

日額 7,129円～ 

7,879 円 

町内 

電話交換手（総合

案内業務あり） 

・接客など経験を有する人 月～金曜日 

週１日：10 時 15分～17時

15 分 

週４日：８時 30分～17時

15 分 

時間額 795 円～

895円 

雫石町役場 
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職  種 資格要件等 勤務日・勤務時間 給 付 額 勤務場所 

自動車運転手兼用

務員（除雪機械操

作あり） 

※スクールバス運転

手含む 

・大型免許を有する人（除

雪機械操作を希望する人

は、大型特殊免許を有し、

労働安全衛生法による技

能講習終了証及び除雪講

習会受講証（有効期間内の

もの）の交付を受けている

人） 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分 

（勤務時間の変更あり） 

（時差出勤勤務あり） 

・スクールバス運転手 

午前：７時～10 時 

午後：14時 30分～19 時 

（勤務時間の変更あり） 

日額 6,976 円～

9,379 円 

 

雫石町役場 

学校給食調理員 ・車で通勤可能な人 月～金曜日 

７時 30 分～16 時 30 分の

内７時間 30 分又は 5時間 

（勤務場所により異なる） 

日額 3,978 円～

6,717 円 

時間額 795 円～

895円 

町内各小・中学

校 

公民館管理員(施

設管理員) 

・勤務条件に対応できる健

康体である人 

 

平日：夜間貸館ある場合

16時 30分～貸館終了 

土日祝日：公民館使用予定

により対応（勤務時間は貸

館の状況により異なる場

合あり） 

時間額 795 円～

895円 

中央公民館 

青少年ホーム管理

員(施設管理員) 

・勤務条件に対応できる健

康体である人 

 

平日：12時 30分～21 時 

の内７時間 30分 

土曜日：ホーム使用予定に

より対応（勤務時間は貸館

の状況により異なる場合

あり） 

日額 5,967 円～

6,717 円 

青少年ホーム 

不法投棄監視員 

(町内の巡回パト

ロール及び不法投

棄ごみの回収) 

・普通免許(AT限定不可) 任用期間：４月～12月 

毎週水曜日(週１日) 

８時 30分～16時 30分 

日額 6,653 円～

7,353 円 

町内 

水道施設維持管理

作業員(機械工作工

等の製作、修理等業

務員) 

・給水装置工事主任技術者

資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分 

日額 9,451 円 

～10,577 円 

 

水道関連施設 

ダム管理支援員

(機械操作手等の運

転、保守等業務員) 

・ダム管理主任技術者の経

験を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分 

（緊急時勤務あり） 

日額 8,253 円～

9,379 円 

御所防災ダム

管理事務所 

看護補助員 ・車で通勤可能な人 日～土曜日の間の５日又

は６日間 

７時 30 分～12 時 30 分又

は 15 時～19 時 

時間額 900 円～

1,200 円 

雫石診療所 

保健師 ・保健師資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

１日あたり６時間以内 

時間額 1,250 円

～1,775円 

雫石町役場 

健康センター 

看護師・准看護師 ・看護師資格または准看護

師資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日（土日勤務あ

り） 

８時 30 分～17 時 15 分の

内７時間 30 分以内 

日額 7,050 円～

13,728円 

時間額 940 円～

1,830 円 

雫石診療所 

部活動指導員 ・車で通勤可能な人 

・中学校部活動の指導及び

大会等の引率が可能な人 

月～金曜日の間の４日間 

１日あたり２時間程度 

土日のうち１日 

１日あたり３時間程度 

（勤務時間は部活動の状

況により異なる場合あり） 

時間額 1,600 円

～1,750円 

雫石中学校 

※勤務日・勤務時間は、配属先の人事配置や業務の状況等に応じ、変更となる場合があります。 

※給料額は、勤務時間や経験年数等に応じた額となります。 


