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令和２年度 一関市会計年度任用職員の募集について

地方公務員法及び地方自治法の改正により、これまでの臨時・非常勤職員制度に代わる制度と

して、令和２年４月１日から「会計年度任用職員制度」に移行します。 

会計年度任用職員とは、一会計年度を超えない範囲で置かれる一般職の非常勤の職となります。 

 市では、令和２年度の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 

職種ごとの就業場所、業務内容、勤務形態（フルタイム、短時間）、必要な資格・免許、勤務条

件（雇用期間、勤務時間、給料等）の詳細は、「ハローワークインターネットサービス」から検索

して確認されるようお願いいたします。 

  ※「ハローワークインターネットサービス」で検索 https://www.hellowork.mhlw.go.jp 

■職種   別紙一覧表の職種について募集する予定です。 

■募集期間 令和２年２月上旬から２月下旬を予定（募集する職種によって期間は異なります。） 

■勤務形態 職種ごとにフルタイム会計年度任用職員と短時間会計年度任用職員の任用を予定し

ています。 

       ・ フルタイム会計年度任用職員（勤務時間が週 38時間 45 分） 

       ・ 短時間会計年度任用職員（週 35 時間（一部の職種）、週 30 時間、週 25時間、

週 24時間（一部の職種）、月 65 時間以内） 

■任用期間 一会計年度内（４月１日から翌年３月 31 日までの最長１年）での任用となります。 

■勤務時間 勤務時間、勤務日は職種ごとに異なります。 

■休暇   年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間を予定しています。 

■給与   給料（報酬）の額は、職種及び勤務形態により異なります。 

必要となる知識、技術及び経験などの要素を考慮して定めます。 

勤務形態により、月額、日額、時間額で支給します。 

■手当   一定の要件を満たす場合に期末手当を支給します。 

通勤に係る経費については、通勤手当（費用弁償）を支給します。 

時間外勤務または休日勤務が発生した場合は、その勤務に応じて手当を支給します。 

■社会保険 一定の要件を満たす場合に健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法等に基づき、

それぞれの保険に加入します。 

■ハローワークインターネットサービスにおける求人票の検索方法（※操作手順は別紙参照） 

・ 「ハローワークインターネットサービス」で検索 

       ・ 仕事をお探しの方の「求人情報検索」をクリック 

・ 基本検索条件の「詳細検索条件」をクリック 

・ 事業所名に「一関市役所」と入力し、ＯＫをクリック 

・ フリーワードに「職種」、「部署・施設名」、「地域」などを入力して検索をクリ     

ックすると求人情報が表示されます。 

■応募方法 履歴書（市専用様式：会計年度任用職員応募用）とハローワーク紹介状を求人情報

に掲載されている応募先に持参又は郵送により提出してください。 

      履歴書（市専用様式：会計年度任用職員応募用）の様式は、市役所総務部職員課、

各支所地域振興課、ハローワーク一関で配布しているほか、市ホームページからダウ

ンロードできます。 
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■募集を予定している職種一覧

№ 職名 勤務先又は担当課 № 職名 勤務先又は担当課

1 ＩＣＴ指導員 学校教育課 43 所長 市民センター等

2 空家調査員 生活環境課 44 スキーレンタル係員 祭畤スノーランド

3 芦東山記念館業務推進員 芦東山記念館 45 生活支援コーディネーター 介護保険課

4 預かり保育専任職員 幼稚園 46 生活保護自立支援員 福祉課

5 移住コーディネーター いきがいづくり課 47 生活保護面接相談員 福祉課

6 医療介護連携専門員 健康づくり課 48 専任交通指導員 生活環境課、千厩支所市民

課

7 栄養士 子育て支援課 49 総務管理課員 いちのせき健康の森

8 外国語指導助手 学校教育課 50 総務管理課長 いちのせき健康の森

9 外国語指導専門員 学校教育課 51 地域協働支援員 まちづくり推進課

10 介護相談員 介護保険課 52 地域協働推進員 狐禅寺市民センター

11 介護認定調査員 介護保険課 53 徴収嘱託員 収納課、支所市民課

12 介護予防支援員 東部・西部包括支援センター 54 調理員 保育所、こども園、真滝学校

給食センター

13 学習支援員 学校教育課 55 適応支援相談員 学校教育課

14 学習指導専門員 教育研究所 56 登記専門員 建設整備課

15 学校サポーター 小、中学校 57 読書指導員 図書館

16 家庭児童相談員 子育て支援課、千厩支所保健福

祉課

58 読書普及員 小、中学校

17 環境学習指導員 一関清掃センター 59 特別支援コーディネーター 学校教育課

18 看護師等 子育て支援課、健康づくり課、

支所保健福祉課、診療所

60 認知症地域支援推進員 東部・西部包括支援センタ

ー

19 館長 図書館、石と賢治のミュージア

ム、サン・アビリティーズ一関

61 農業技術員 北部・南部農業技術開発セ

ンター

20 きめ細かな指導支援員 幼稚園 62 農業経営指導員 農政課、支所産業経済課

21 教育相談員 教育研究所 63 農村地域づくり活動支援員 農政課、千厩支所産業経済

課

22 ケアワーカー 長寿社会課 64 廃棄物減量化推進員 生活環境課

23 研修課員 いちのせき健康の森 65 パトロール員 祭畤スノーランド

24 研修課長 いちのせき健康の森 66 副館長 一関図書館

25 工業相談員 工業労政課 67 副所長 いちのせき健康の森

26 高齢者相談員 長寿社会課 68 副所長兼農業技術員 北部・南部農業技術開発セ

ンター

27 国際化推進員 ＩＬＣ推進課 69 藤沢文化センター技術指導員 藤沢文化センター

28 雇用相談員 工業労政課 70 婦人相談員 子育て支援課

29 債権管理専門員 収納課 71 文化財調査研究員 文化財課

30 作業 農政課、建設整備課、支所建設

課

72 保育士 子育て支援センター、保育

所

31 索道技術管理員 祭畤スノーランド 73 保育教諭 こども園

32 索道係員 祭畤スノーランド 74 放射性物質等測定員 放射線対策室、北部・南部農

業技術開発センター

33 歯科衛生士等 診療所 75 保健指導員 健康づくり課

34 司書 一関図書館 76 母子保健コーディネーター 子育て支援課

35 自動車運転手 建設整備課、図書館等 77 骨寺村荘園遺跡専門員 博物館、骨寺荘園室

36 事務補助 本庁各課、支所各課、各施設等 78 木質資源地域活用推進員 農地林務課

37 社会福祉法人指導監査専門員 長寿社会課 79 幼児ことばの教室指導員 学校教育課

38 生涯学習支援員 いきがいづくり課、支所地域振

興課、市民センター

80 幼児期特別支援コーディネーター 子育て支援センター

39 障がい者支援員 サン・アビリティーズ一関 81 幼稚園教諭 幼稚園

40 障がい者相談員 福祉課 82 用務員 小、中学校

41 少年補導専任委員 少年センター 83 療育指導員 かるがも教室

42 消費生活相談員 消費生活センター 84 労務 市民センター、保育所、幼稚

園等


