
        

会計年度任用職員を募集
令和５年度（令和５年４月任用）

募集職種
◇配属先《問い合わせ担当課》 人数 職務内容・勤務時間・賃金・必要な資格・技能など

一般事務員（障害者雇用）
◇市役所本庁または各市民センター
《総務課・☎0823-43-1111》

2人
各課での一般事務など（配属先は面談の上決定）
週5日×6時間(週30時間)以内◇時給1,063円
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかをお持
ちの方、簡単なパソコン操作、窓口、電話応対ができる方

一般事務員
◇危機管理課
《同課・☎0823-43-1633》

1人
防犯外灯の管理（除草・剪定等含む）、危機管理業務に係る一般事務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作、軽機械作業（草刈機等使用）
ができること

一般事務員
◇地域支援課
《同課・☎0823-43-1637》

1人
土地所有者の調査、環境衛生関係の事務補助、電話対応等
週4日×7時間15分（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

夜間駐在員
◇大柿市民センター
《地域支援課・☎0823-43-1637》

1人 大柿市民センターの夜間の利用者への対応等
週3日～4日×5時間◇時給972円

一般事務員
◇能美市民センター
《同センター・☎0823-40-2777》

1人
能美市民センターでの一般事務等
週4日×7時間15分（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

日直員
◇能美市民センター
《同センター・☎0823-40-2777》

1人
能美市民センターでの日直業務◇日給6,410円
週1～2日　土日祝及び年末年始の閉庁日　8：30～17：15
（交代制）

宿直員
◇能美市民センター
《同センター・☎0823-40-2777》

1人 能美市民センターでの宿直業務◇日給6,550円
週2日　4日に1回の交代制　17：15～8：30

一般事務員
◇鹿川出張所
《能美市民センター・☎0823-40-2777》

1人
鹿川出張所での窓口対応、貸館業務など
週2日～3日×4時間◇時給972円
一通りのパソコン操作

多文化共生相談員
◇人権推進課
《同課・☎0823-43-1635》

1人
多文化共生に係る業務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円
一通りのパソコン操作、普通自動車免許、異文化に興味・理解があること、英語等
〔外国籍の場合〕日本語能力試験N3相当（N2が望ましい）

一般事務員
◇税務課
《同課・☎0823-43-1636》

1人
資料の作成・整理（戸籍照会など）、電話対応など
週4日×7時間15分（週29時間）◇時給972円
一通りのパソコン操作

管理栄養士
◇保健医療課
《同課・☎0823-43-1639》

1人
特定保健指導、栄養指導等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円
管理栄養士免許、普通自動車免許 

看護師
◇保健医療課
《同課・☎0823-43-1639》

1人
健康に関する訪問・相談業務、改善指導等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円
看護師免許、普通自動車免許

社会福祉士
◇社会福祉課
《同課・☎0823-43-1638》

1人
相談援助業務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円
社会福祉士資格、普通自動車免許

一般事務員
◇高齢介護課
《同課・☎0823-43-1651》

1人
介護保険に関する事務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

介護認定調査員
◇高齢介護課
《同課・☎0823-43-1651》

1人

介護認定調査に関する事務
週5日×5～6時間（週29時間）または週4日×7時間15分（週29時
間）◇時給1,242円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作、保健・福祉・医療に関する有
資格者または保健・福祉・医療の現場で１年以上の実務経験を有する方

地域包括支援センター員
（介護予防支援員）
◇高齢介護課（地域包括支援センター）
《同センター・☎0823-43-1640》

1人
介護予防に関する業務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

地域包括支援センター員
（介護支援専門員または経験のある看護師）
◇高齢介護課（地域包括支援センター）
《同センター・☎0823-43-1640》

2人
介護予防サービス・支援計画書作成業務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,323円
介護支援専門員または看護師（経験が必要・准看護士は不可）、普通自
動車免許、一通りのパソコン操作

募集職種
◇配属先《問い合わせ担当課》 人数 職務内容・勤務時間・賃金・必要な資格・技能など

一般事務員
◇子育て支援課
《同課・☎0823-42-2852》

1人
子育て支援課に係る事務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

ファミリーサポートセンターアドバイザー
◇子育て支援課
《同課・☎0823-42-2852》

1人
ファミリーサポートセンターに係る事務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

保育士（フルタイム）
◇市内保育施設５カ所のいずれか
《 子 育 て 支 援 課 ・ ☎ 0 8 2 3 - 4 2 -
2852》

1人
各保育施設での保育業務など（勤務場所は応相談）
週5日×7時間45分◇月給175,300円
保育士免許（幼稚園教諭免許があるとなお良い）、一通りのパソコン操作

管理栄養士または栄養士
◇保育施設給食センター
《同センター・☎0823-57-2671》

1人
給食の献立作成、材料の発注等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円（栄養士は1,136円）
管理栄養士免許または栄養士免許、普通自動車免許 、一通りのパソコン操作

一般事務員
◇交流観光課
《同課・☎0823-43-1644》

1人
観光情報の発信、事務補助、電話対応等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許 一通りのパソコン操作

インフラ施設点検員
◇建設課
《同課・☎0823-43-1646》

1人
インフラ施設点検業務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,063円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

学校業務員
◇市内小中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

1人
学校整備及び環境の維持管理等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給972円
普通自動車免許、軽機械作業（草刈機等使用）ができること、設備の軽
微な修繕技能があること

スクールサポートスタッフ
◇市内小中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

若干名 校内業務整備、学校図書館環境整備等
週4日×7時間15分（週29時間）◇時給972円

学習補助員
◇市内小中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

若干名 学習支援に関する業務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,002円

学習支援講師
◇市内小中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

若干名
学習支援に関する業務等
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,388円
小学校教諭免許状または中学校教諭免許状

部活動指導員
◇市内中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

3人

市内学校での部活動実技指導、大会などへの引率など
週9時間以内の勤務◇時給1,242円
普通自動車免許、次のいずれかに当てはまる人・（公財）日本スポーツ
協会か当該運動種目の中央競技団体認定の指導者資格がある人、・学校
の部活動指導経験か地域で運動指導経験がある人

ICT支援員
◇市内小中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

1人
ICT活用支援に係る業務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,323円
普通自動車免許、教育の情報化について知識・技能があること

非常勤講師（フルタイム)
◇市内小・中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

若干名
小・中学校での教科指導など
週5日×7時間45分◇月給222,872円
※教科によっては登録のみとなることがあります。
小学校教諭免許状または中学校教諭免許状

非常勤講師（パートタイム)
◇市内小・中学校
《学校教育課・☎0823-43-1900》

若干名
小・中学校での教科指導など
週18時間以内の勤務◇時給2,670円
※教科によっては登録のみとなることがあります。
小学校教諭免許状または中学校教諭免許状

里海コーディネーター
◇学校教育課
《同課・☎0823-43-1900》

1人

里海学習に係るカリキュラムの構築と普及
週16時間以内◇時給2,670円
普通自動車免許、次のいずれかに当てはまる人・他市町における特
色ある教育推進等に関わった経験がある、・小中学校教員として研
究推進に関わった経験がある

学校経営指導員
◇学校教育課
《同課・☎0823-43-1900》

1人
学校経営, コミュニティスクールの推進等に係る業務
週5日×5～6時間（週29時間）◇時給1,851円
普通自動車免許、公立小中学校の校長経験があること

司書
◇能美図書館
《生涯学習課・☎0823-43-1902》

1人
図書館での司書業務、図書館運営における事務等
週5日×5～6時間◇時給1,136円
司書資格、普通自動車免許、一通りのパソコン操作

一般事務員
◇大柿地区歴史資料館・江田島市灘
尾記念文庫
《生涯学習課・☎0823-43-1902》

1人
施設運営、講座の企画・運営など
週4日×7時間（週28時間・土日勤務あり）◇時給972円
普通自動車免許、一通りのパソコン操作

放課後児童支援員・放課後児童補助員
◇各児童クラブ
《生涯学習課・☎0823-43-1902》

8人
各放課後児童クラブでの放課後健全育成業務
週5日×4時間（週20時間）程度◇時給1,063円（資格なしは1,002円）
放課後児童支援員認定資格（資格なしでも可）

詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

今後の状況によっては募集内容が変更となる可能性があります。

17：15必着
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