
令和4年12月21日発行

1　事務職員（１3名） 10　公園等維持管理業務（5名）
応募資格 応募資格

時間
時間 勤務日
勤務日 給与
給与 勤務期間

2　子ども家庭支援員（1名） 11　教育サポート員（1名）
業務内容 子どもと、その家庭及び妊産婦等を対象とした相談支援業務 業務内容
勤務先 勤務先
応募資格 応募資格
時間 時間
勤務日 勤務日
給与 給与

3　こども園つみき 12　各小中学校特別支援教育支援員（8名）
①保育士（5名程度）     ②子育て支援員（若干名）　
応募資格

勤務先
時間 応募資格

時間
勤務日

勤務日 給与

13　特別支援教育介助員（２名）
業務内容

給与 勤務先
応募資格
時間
勤務日
給与

14　小中一貫教育推進専任職員（1名）
業務内容

応募資格
時間 応募資格
勤務日 時間
給与 勤務日

給与
5　こども園つみき調理補助員（若干名）
応募資格 15　各小中学校公務補（4名）

業務内容
時間
勤務日 勤務先
給与 応募資格

時間
6　厚真子育て支援センター・厚南子育て支援センター 勤務日

給与
応募資格

時間
応募資格

勤務日 時間
給与

勤務日
7　管理栄養士・栄養士（1名） 給与
応募資格
勤務先
時間 17　中学校部活動指導員（陸上部）
勤務日 ①厚真中学校（1名）　 ②厚南中学校（１名）　
給与 応募資格

8　本郷こぶしの湯前広場清掃員（1名） 時間
応募資格
時間
勤務日 勤務日
給与 給与
勤務期間

9    ①新町シェアサテライトオフィス清掃員　
      ②上厚真シェアサテライトオフィス清掃員　
      ③新町・上厚真リモートワークハウス清掃員　　（各1名）
応募資格
時間
勤務日

給与 時給920円～時給940円 裏面もご覧ください

令和5年4月1日～令和5年10月31日

健康で意欲のある方
8時00分～19時00分のうち2時間
①②  町の指示した日（月10日）
③　  町が指示した日（不定期）※月１回程度、利用実績に応じる

2時間／１日 ※部活動遠征等は時間外勤務あり
町の指示した日（月21日） 週４日程度
時給920円～時給940円 時給1,370円

8時30分～午後5時30分のうち7時間45分
土曜・日曜・祝日を除く毎日
月額174,200円～ 日本スポーツ協会等公認指導者資格を有する方、または中学校

の部活動において指導経験を有する方等
月曜～金曜　8時00分～19時00分のうち２時間

健康で意欲のある方 学校休業日　8時00分～19時00分のうち３時間

土曜・日曜・祝日を除く毎日
①月額149,800円～月額184,500円

管理栄養士又は栄養士の資格を有する方 ②日額7,130円～日額8,780円
住民課健康推進グループ

①月額176,900円～（５日の場合） 　（8時45分～12時00分　勤務時間外）
②(ｲ)月額127,970円～月額165,300円（5日の場合） ②運転手を要する日の6時30分～18時30分
　(ﾛ)時給1,010円　 　（8時45分～12時00分　勤務時間外）

①8時30分～17時30分のうち7時間45分        ②スクールバス代替運転手（若干名）
②8時30分～17時30分のうち6時間以上 大型運転免許を有する方
土曜・日曜・祝日を除く週5日間のうち3日～5日 ①6時30分～18時30分のうち7時間45分

土曜・日曜・祝日を除く毎日
①保育士（２名）　②子育て支援員（若干名） 月額153,300円

①保育士資格を有する方
②子育て支援員資格を有する方 16   ①スクールバス運転手（1名）

日曜・祝日を除く週6日間のうち3日～5日 町内小中学校のうち1校
時給920円～時給940円 健康で意欲のある方

7時00分～15時45分

月額167,100円

調理師免許を有する方か取得見込みの方、または調理業務に意
欲のある方 施設維持管理業務（ごみ捨て、草刈り、除雪、軽微な修繕等）、
7時45分～17時00分のうち4時間30分～6時間 学校運営補助業務（給食配膳等）

8時30分～11時30分 教員資格を有する方が望ましい
月・水・金曜日 8時30分～17時15分
時給920円～時給940円 土曜・日曜・祝日を除く毎日

　　　　 　 時給1,010円

4　厚南児童会館清掃員　（1名） 小中一貫英語教育の支援、英語・外国語活動の指導補助、ALT
健康で意欲のある方 の業務管理や日常的なサポート

　　　　　  時給1,080円 8時00分～16時15分（うち指示のある時間）
②　　(ｲ)月額165,300円 土曜・日曜・祝日を除く毎日
　　　(ﾛ、ﾊ)月額85,310円～月額165,300円（5日の場合） 時給1,020円

(ﾊ)日曜・祝日を除く週６日間のうち３日以上 軽度発達障がい等のある児童の支援・介助
①　   (ｲ)月額176,900円～ 厚真中央小学校
　　　(ﾛ、ﾊ)月額91,290円～月額176,900円（5日の場合） 健康で意欲のある方

(ﾊ)7時30分～18時30分のうちの6時間以上7時間45分 土曜・日曜・祝日を除く毎日
(ｲ)日曜・祝日を除く週6日間のうち町が指示した日
　　　　　　　　　　　　（シフト制　休日は４週８休）

時給1,370円

(ﾛ)日曜・祝日を除く週６日間のうち４日以上

②子育て支援員資格を有する方 町内小中学校のうち1校
(ｲ)7時30分～18時30分のうちの7時間45分 教員免許を有している方
(ﾛ)7時30分～18時30分のうちの4時間以上5時間45分 午前8時00分～15時15分（うち指示のある時間）

月額176,900円～ 時給1,370円

業務内容 軽度発達障がい等のある児童の指導・支援、授業中の補助や給
食時おける指導・支援、校外活動・学校行事の補助等①保育士の資格を有する方、または資格取得見込みの方

社会福祉士、保健師、保育士いずれかの資格を有する方 教員免許を有している方
8時45分～17時30分 学校勤務時間による（6時間15分）
土曜・日曜・祝日を除く毎日 土曜・日曜・祝日を除く毎日

月額154,600円 令和5年4月1日～令和5年11月30日

教育指導、支援業務
住民課福祉クループ 上厚真小学校

普通自動車免許を有していてパソコン（文書作成ソフト・表計
算ソフト）を操作できる方

普通自動車免許（AT限定不可）を有する方
8時30分～17時30分のうちの7時間45分

8時30分～17時30分のうちの7時間45分 土曜・日曜・祝日を除く毎日
土曜・日曜・祝日を除く毎日 月額184,500円



18　学校給食センター事務職員（1名） 24　厚真地区・上厚真地区　放課後児童クラブ
応募資格 ①主任支援員　②月額支援員　③時給支援員　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（①２名　②８名　③若干名）
時間 応募資格 (ｲ)放課後児童支援員
勤務日
給与

19　学校給食センター
①調理員（7名）　②代替調理員（若干名）
応募資格
時間 (ﾆ)放課後児童クラブ（学童保育）の業務に関心のある方
勤務日 　※ただし、①へ応募は（イ）の資格を有する方が対象

時間 ①②学校開業日　10時00分～18時30分のうち5時間30分
給与 　学校休業日（土曜日除く）

　土曜日　7時30分～18時30分のうち
20　学校給食センター
①配送車運転手（2名）　②代替配送車運転手（若干名） 　※配置人数より勤務時間の変更あり
応募資格 ③学校開業日　10時00分～18時30分のうち指示した時間
時間

　※下校時間の都合により勤務時間の変更あり
勤務日 　学校休業日及び土曜日　7時30分～18時30分のうち

給与 勤務日 ①②日曜、祝日を除く週6日間のうち町が指示した日

21　学校給食センター清掃員（1名） 給与
応募資格
時間
勤務日
給与

22　放課後子ども教室指導員（1名） 25　文化財整理専門作業員（1名）
応募資格 応募資格
時間 時間
勤務日 勤務日 土曜・日曜・祝日を除く毎日
給与 給与 月額167,400円

23　①図書室司書（１名）　　②図書室管理員（２名） 26　スポーツセンター管理人（2名）
応募資格 応募資格

時間
時間

勤務日
給与

給与

応募方法          ・履歴書（写真張り付け）と、応募に際し資格を必要とするものについては、資格証明書または資格取得見込み証明書を添えて、下記へ
　　　　提出（郵送可）してください。
　　　　なお、履歴書には必ず希望職種を明記してください。

応募期限 　　　・令和5年1月20日（金）必着（郵送の場合は、同日消印のあるものまで有効）

選考等 　　　・選考は面接または書類選考となりますので、後日通知します。

勤務条件 　　　・勤務期間は令和5年4月1日～令和6年3月31日です。
　　　・職種によっては経験年数により換算があります。
　　　・一定の条件を満たした場合に賞与を支給します。
　　　・応募がない職種または選考の結果によっては、任意採用する場合があります。
　　　・社会保険などは、地方公務員等共済組合法、厚生年金法および雇用保険法に基づいて適用されます。
　　　※次に該当する場合は受験できません。
　　　・地方公務員法第16条（欠格条項…禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
　　　　ほか）に該当する方

応募
問い合わせ 　　　〒059-1692　厚真町京町120番地　TEL27-2322　内線2214

　　　総務課総務人事グループ

①月額167,100円
②時給940円

②土曜・日曜　8時45分～17時15分 日曜、祝日（交代制）8時30分～17時30分
　火曜・木曜　17時00分～19時15分 シフト制
　他指示した日（シフト制） 時給940円

①図書館司書の免許を有する方、または資格見込みのある方 健康で意欲のある方
②図書業務に意欲のある方 月曜～金曜（交代制）14時30分～21時30分
①8時30分～17時30分のうちの7時間45分 土曜（14時30分で交代）8時30分～21時30分

児童の体験活動に関し、専門的な知識と技術を有する方 出土品の実測等の実務経験者で、出土品の観察力を有する方
8時45分～17時30分 8時30分～17時30分のうち7時間45分
土曜・日曜・祝日を除く毎日
月額185,200円

土曜・日曜・祝日を除く毎日 ③時給1,060円（イ、ロの資格を有する方）
時給920円～時給940円 　時給1,000円（ハ、ニに該当する方）

③シフトによる
①月額131,430円　※（イの資格を有する方）

健康で意欲のある方 ②月額123,550円　※（イ、ロの資格を有する方）
7時00分～10時00分 　月額116,460円　※（ハ、ニに該当する方）

週1回　 10時00分～16時00分
①土曜・日曜・祝日を除く毎日
②町が指示した時間 　　　　　　　　　　　　　　指示した時間（シフトによる）
①月額100,510円～月額123,790円
②時給920円～時給1,130円 　　　　　　　　　（シフト制　週5日但し祝日を除く日）

②時給920円～時給940円 　　　　　　　　7時30分～18時30分のうち7時間45分

　　　　　　　　　　　　　5時間30分または7時間45分

普通自動車免許を有する方
通常　　10時00分～15時00分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シフトによる）

(ﾊ)放課後児童クラブ（学童保育）等の業務に２年以上従事した
    経験のある方、または４年制大学において社会福祉学、心理
    学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科
    またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方調理師免許を有する方、または取得見込みの方

7時45分～16時30分
①土曜・日曜・祝日を除く毎日
②町が指示した時間
①月額149,800円～月額154,500円

普通自動車免許を有していてパソコン（文書作成ソフト・表計
算ソフトを操作できる方）
7時45分～16時30分
土曜・日曜・祝日を除く毎日 (ﾛ)保育士、社会福祉士、児童厚生員、幼稚園・小学校・高等学

    校教諭等の資格を有する方、または取得見込みの方月額154,600円


