
■任用期間　令和２年４月〜令和３年３月
■受付期間　12月２日（月）〜12月23日（月）
　　　　　　※郵送可　12月23日（月）消印有効
■提出書類　・稲美町教育委員会会計年度任用職員採用候補者名簿登録試験申込書
　　　　　　・資格が必要な職種については資格を証する書面の写し
■選考方法　書類選考及び口述試験（面接）※幼稚園教諭のみ実技試験（ピアノ演奏）有り
■申込・問合先　教育課　教育係（役場本館2階）　☎492-9149

フルタイム会計年度任用職員（月給）
職種 採用予定人数 職務内容 必要資格

幼稚園教諭 10人 町立幼稚園でのクラス担任 幼稚園教諭の資格を有する人または令和２年４月
１日までに取得できる人

パートタイム会計年度任用職員（月給）
■月給制パートタイム
■勤務時間　週36.25時間

職種 採用予定人数 職務内容 必要資格

給食調理員 16人 町立小、中学校での学校給食調理業務
調理師免許（調理師法による）を取得している人で、
特定給食施設での調理経験が２年以上（通算）あ
る人

パートタイム会計年度任用職員（時給）
■時給制パートタイム
■提出書類　調理師免許、保育士資格、幼・小・中学校教諭免許状をお持ちの方は、資格を証する書面の写し
■募集職種　

パートタイム会計年度任用職員（時給）
■時給制パートタイム
■勤務時間　週20時間未満（予定）

職種 採用予定人数 職務内容 職務内容に関する問合先
事務補助員 40人程度 各課での事務補助、窓口業務など 総務課　人事係　☎492-9131

児童厚生助手（要資格）	 ２人程度 児童の集団的及び個別的指導、地域組
織活動の育成助言等

こども課　育児支援係　☎492-9155
子育て支援相談員
（要資格） ２人程度

子育て悩み相談、子育てグループの育
成及び支援、子育てに関する講習会等
の企画及び運営等

消費生活相談員
（要資格） ２人程度 消費生活相談・消費者啓発及び出前講

座等 危機管理課　安全安心係　☎492-9168

図書館司書（要資格） ２人程度 司書業務補助、その他稲美町立図書館
に関する業務等 文化の森課　図書館係　☎492-7800

学校・幼稚園の令和２年度採用会計年度任用職員を募集します

※各申込書は、ホームページに記載しているもの、または申込窓口に備え付けのものを使用してください。
　なお、窓口での受付時間は、平日8：30〜17：15です。
※勤務条件など詳しくは、ホームページか申込窓口に備え付けの募集要項をご覧ください。

特別支援教育指導補助員（小・中学校） 町立小学校、中学校での特別支援教育指導補助
学校用務員（小・中学校）　　　　　　　　 町立小学校・中学校での用務
給食調理員（小・中学校）　　　　　　 町立小学校・中学校での給食調理等
特別支援教育指導補助員（幼稚園）　　 町立幼稚園での特別支援教育指導補助
預かり保育指導員（幼稚園）　　　　　 町立幼稚園での預かり保育指導
幼稚園用務員（幼稚園）　　　　　　　　　	　 町立幼稚園での用務

募　　集

■任用期間　令和２年４月〜令和３年３月
■受付期間　12月２日（月）〜令和2年1月7日（火）
　　　　　　※郵送可　令和２年１月７日（火）消印有効
■提出書類　・稲美町会計年度任用職員採用候補者名簿登録試験申込書
　　　　　　・資格が必要な職種については資格を証する書面の写し
■選考方法　書類選考及び口述試験（面接）
■申込・問合先　総務課　人事係（役場本館2階）　☎492-9131
　　　　　　　　（※職務内容に関することについては、下記の各担当課へお問い合わせください）

フルタイム会計年度任用職員
職種 採用予定人数 職務内容 必要資格 職務内容に関する問合先

保健師 1人 保健相談、健診等事務などの保健
及び福祉業務全般 保健師の資格を有する人 健康福祉課　健康推進係

☎492-9138
保健師、看護師また
は介護支援専門員 1人 介護保険における介護認定審査会

及び介護認定調査業務
保健師、看護師または介護支援専
門員の資格を有する人 健康福祉課　介護保険係

☎492-9139	介護認定調査員
（訪問調査員） 2人 要介護（支援）認定に係る認定調

査業務
介護支援専門員、社会福祉士、看
護師、保健師のいずれかの資格を
有する人

社会福祉士及び	
介護支援専門員	
（ケアマネジャー）

１人
福祉・介護分野における専門的な
相談業務、予防給付にかかるケア
マネジャー業務

社会福祉士及び介護支援専門員の
資格を有する人

健康福祉課　地域包括支援
センター
☎492-9150

介護支援専門員
（ケアマネジャー） 2人 予防給付にかかるケアマネジャー

業務 介護支援専門員の資格を有する人

保健師、社会福祉士
または主任介護支援
専門員

1人 福祉・介護分野における専門的な
相談業務

保健師、社会福祉士または主任介
護支援専門員の資格を有する人

心理士 1人 児童家庭相談、親子心理カウンセ
リング等にかかる業務

公認心理士、心理判定員、臨床心
理士のいずれかの資格を有する人

こども課　育児支援係	
☎492-9155

手話通訳者 1人 役場業務に関する手話通訳及び地
域福祉課事務補助

手話通訳士または手話通訳者の資
格を有する人

地域福祉課　障がい福祉係
☎492-9136

管理栄養士 1人 特定保健指導及び食育推進計画事
業に関する栄養指導等 管理栄養士の資格を有する人 健康福祉課　健康推進係

☎492-9138

パートタイム会計年度任用職員（月給）
■月給制パートタイム　　　■勤務時間　週33.9〜36.25時間（予定）

職種 採用予定人数 職務内容 必要資格等 職務内容に関する問合先

事務員 1人 パソコンでのデータ入力・書類
作成等の事務業務

町内在住の人で、身体障害者手帳等の
交付を受け、自力で通勤ができる人

総務課　人事係
☎492-9131

東部隣保館長 1人 館事業の企画・運営に関するこ
と 特にありません 西部隣保館

☎492-3119

総合福祉会館事務員 1人 館事業の企画・運営に関するこ
と 特にありません 健康福祉課　高齢福祉係

☎492-9137

健康づくり職員 1人
介護予防に関する健康づくり事
業等の企画・運営業務及び地域
包括支援センター事務補助

特にありません
健康福祉課　地域包括支
援センター　
☎492-9150

子育て支援センター
長及びセンター員 各１人 子育て支援センターの企画運営

及び子育ての指導助言 保育士または幼稚園教諭の資格を有す
る人で、保育園等の施設で保育の実務
経験がある人

こども課　育児支援係
☎492-9155コスモス児童館長 1人 館事業の企画・運営に関するこ

と、乳幼児の子育ての指導助言

清掃センター職員 １人
清掃センターの計量器の操作及
び集計、一般廃棄物の受付業務
及び搬入者への指導

特にありません 生活環境課　環境係
☎492-9140

いなみ野体育セン
タースポーツ指導員 １人 体育センターのイベント企画・

指導。施設運営に関する業務

中学・高校の保健体育の教員免許、も
しくは健康運動実践指導者または指導
士の資格保持者、これに準ずる資格保
持者で1年以上スポーツ指導経験のあ
る人

生涯学習課　スポーツ係
☎492-1479

図書館司書職員 １人 図書館司書及び図書館の運営等
に関する業務

・土、日曜日、祝日に勤務できる人（シ
フト制勤務）
・図書館司書の資格を有する人 文化の森課　図書館係

☎492-7800	
図書館指導員 １人 図書館の管理運営等に関する業

務
土、日曜日、祝日に勤務できる人（シ
フト制勤務）

文化会館・公民館指
導員 ２人

文化会館（コスモホール）、公
民館（ふれあい交流館）の事業
実施・管理運営等に関する業務

土、日曜日、祝日に勤務できる人（シ
フト制勤務）

文化の森課　文化会館・
公民館係
☎492-7700

水道配水場職員 若干名 水道配水場の管理及び水質検査
等に関する業務

設備の故障への応急対応等による夜間、
休日等の緊急呼出業務に対応できる人

水道課　管理係
☎492-9144

令和２年度採用会計年度任用職員を募集します

会計年度任用職員とは？
　現在の嘱託・臨時職員が、令和２年４月
から法改正により「会計年度任用職員」と
なります。
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