
令和５年度採用 

宮代町会計年度任用職員 

募集要項 
 

 

 

 

●募集職種 

▼事務系 

 一般事務 

 

▼専門系 

くらし 交通指導員 消費生活相談員 年金相談員 

保育 
子育て指導員 保育士 看護師 

保育園補助員 子ども家庭支援員  

保健・医療 
管理栄養士 レセプト点検員 看護師 

保健師 臨床検査技師  

介護 介護認定調査員 介護サービス相談員  

学校教育 

学校用務補助員 非常勤指導主事 特別支援教育サポーター 

非常勤講師 英語活動等非常勤講師 さわやか相談員 

不登校対策学習支援員 ボランティア相談員 教育支援センター長 

教育相談員 教育支援員Ⅰ種 教育支援員Ⅱ種 

専門相談支援員 スクール・サポート・スタッフ  

生涯学習 
資料整理作業員 屋外展示物等管理作業員  発掘調査員 

発掘作業員   

 

●申込期間（持参または郵送） 

令和 4 年 12 月 1 日（木）から 12 月 26 日（月）まで 
                      

●選考日 

令和 5 年 1 月 10 日（火）から 1 月 31 日（火）までの間で指定する日 
 

通常任用 

応募できる募集番号は、この募集要項にある募集番号のうちの１つのみです。 



１ 

 

１ 会計年度任用職員とは  

 会計年度任用職員は、１会計年度内（４月１日から翌年３月３１日まで）で勤務す

る非常勤職員です。 

 一般職の地方公務員としての身分を有するとともに、職務に専念する義務等の服務

規律が適用されます。 

 

２ 応募資格  

 以下に掲げる地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人は、応募でき

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、職種により、資格等が必要になる場合があります。 

 

３ 募集業務及び募集人数等  

 次の表に掲げる職種、職務内容について募集を行います。 

 応募資格、任用期間、職務内容、勤務日時等詳細については、９ページからの「令

和５年度宮代町会計年度任用職員募集内容」をご確認ください。 

 なお、採用人数については、選考の結果、募集人数に満たない場合もありますので、

あらかじめご了承ください。 

 

 ※表中「任用形態・募集人数」欄について 

  「フル」 ⇒フルタイム会計年度任用職員（週の勤務時間が 38 時間 45 分） 

  「パート」⇒パートタイム会計年度任用職員（週の勤務時間が 38 時間 45 分未満） 

１．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

までの者 

２．宮代町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３．人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条まで

に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



２ 

 

■募集職種一覧 

 ▼事務系（一般事務） 

募集 

番号 
職種 業務内容 

任用形態 

募集人数 
申込窓口 

１ 一般事務 
議会事務局における補助業
務 

パート 
１人 

議会事務局 
〔役場２階教育委員会向かい〕 

２ 一般事務 ふるさと納税業務 
パート 

２人 
企画財政課 財政担当 
〔役場２階⑪番〕 

３ 一般事務 

各種証明書の交付、マイナ
ンバーカード受付・交付、
住民基本台帳法に基づく届
出書の受付・処理、パスポ
ート受付、戸籍届出受付 

パート 
８人 

住民課 戸籍住民担当 
〔役場１階④番〕 

４ 一般事務 
国民健康保険関係業務のデ
ータ入力、書類整理等事務 

パート 
１人 

住民課 国保・後期担当 
〔役場１階⑤番〕 

５ 一般事務 
住民税、軽自動車税関係窓
口業務 

パート 
３人 

税務課 町民税担当 
〔役場１階②番〕 

６ 一般事務 
固定資産税の税通、データ
確認業務 

パート 
１人 

税務課 資産税担当 
〔役場１階②番〕 

７ 一般事務 町税の収納管理、徴収業務 
パート 

２人 
税務課 徴収担当 
〔役場１階①番〕 

８ 一般事務 
交通、自転車、防災、防犯、
消防団事務 

パート 
１人 

町民生活課 交通安全・消防担当 
〔役場２階⑯番〕 

９ 一般事務 
重度心身障害者医療費助成
事務、障害者手帳等台帳整
備事務、窓口申請受付事務 

パート 
２人 

福祉課福祉支援担当 
〔役場１階⑦番〕 

１０ 一般事務 
子育て支援業務に関わる事
務全般 

パート 
４人 

子育て支援課 
こども笑顔担当、こども保育担当 
〔役場１階⑧番〕 

１１ 一般事務 
予防接種、各種健診関係業
務、各種健康づくり事業資
料作成業務 他 

パート 
２人 

健康介護課 健康増進担当 
〔保健センター〕 

１２ 一般事務 介護保険担当業務補助 
パート 

２人 
健康介護課 介護保険担当 
〔役場１階⑥番〕 

１３ 一般事務 
公民館受付及び施設管理業
務 

パート 
２人 

教育推進課 
生涯学習・スポーツ振興担当 
〔役場２階⑱番〕 

１４ 一般事務 郷土資料館窓口対応事務等 
パート 

２人 
教育推進課 文化財保護担当 
〔郷土資料館〕 



３ 

 

 ▼専門系（くらし） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

１５ 交通指導員 

児童の登校時における交通
指導、交通安全運動啓発活
動、イベント開催時の交通
安全指導 

パート 
１３人 

町民生活課 交通安全・消防担当 
〔役場２階⑯番〕 

１６ 消費生活相談員 消費生活相談業務 
パート 

１人 
産業観光課 商工観光担当 
〔役場２階⑭番〕 

１７ 年金相談員 
年金に関する相談や届出の
受付事務 

パート 
２人 

住民課 年金担当 
〔役場１階⑤番〕 

 

 

▼専門系（子育て） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

１８ 子育て指導員 子育て支援センター業務 
パート 

３人 
子育て支援課 こども笑顔担当 
〔役場１階⑧番〕 

１９ 保育士 子育て支援センター業務 
パート 

６人 
子育て支援課 こども笑顔担当 
〔役場１階⑧番〕 

２０ 
こども家庭 
支援員 

要保護児童対策に係る業務 
パート 

１人 
子育て支援課 こども安心担当 
〔役場１階⑧番〕 

２１ 保育士 保育園における保育業務 

フル 
１６人 
パート 
１４人 

子育て支援課 
みやしろ保育園、国納保育園 
〔みやしろ保育園、国納保育園〕 

２２ 看護師 保育園における看護業務 

フル 
１人 

パート 
３人 

子育て支援課 
みやしろ保育園、国納保育園 
〔みやしろ保育園、国納保育園〕 

２３ 保育園補助員 
保育園における保育補助業
務 

パート 
４人 

子育て支援課 
みやしろ保育園、国納保育園 
〔みやしろ保育園、国納保育園〕 
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 ▼専門系（保健・医療） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

２４ 管理栄養士 特定保健指導及び関連業務 
パート 

２人 
住民課 国保・後期担当 
〔役場１階⑤番〕 

２５ レセプト点検員 レセプト点検事務全般 
パート 

１人 
住民課 国保・後期担当 
〔役場１階⑤番〕 

２６ 看護師 
母子保健事業の計測、診察
補助等及び成人保健事業 

パート 
４人 

健康介護課 健康増進担当 
〔保健センター〕 

２７ 保健師 
母子保健及び成人保健業務
等 

パート 
４人 

健康介護課 健康増進担当 
〔保健センター〕 

２８ 臨床検査技師 
３歳児健康診査時の尿検査
等 

パート 
１人 

健康介護課 健康増進担当 
〔保健センター〕 

 

 

 ▼専門系（介護） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

２９ 介護認定調査員 介護認定に係る訪問調査等 
パート 

６人 
健康介護課 介護保険担当 
〔役場１階⑥番〕 

３０ 
介護サービス

相談員 
介護保険利用者相談業務 

パート 
４人 

健康介護課 介護保険担当 
〔役場１階⑥番〕 

 

 

 ▼専門系（学校教育） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

３１ 学校用務補助員 小中学校における用務 
パート 

７人 
教育推進課 教育総務担当 
〔役場２階⑰番〕 

３２ 非常勤指導主事 
小中学校への教育指導・支
援業務等 

パート 
１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３３ 
特別支援教育 
サポーター 

特別支援学級での指導業務
等 

パート 
４人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３４ 非常勤講師 
小中学校の授業での指導業
務等 

パート 
２１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

 



５ 

 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

３５ 
英語活動等 
非常勤講師 

小学校の英語科授業での指
導業務等 

パート 
４人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３６ さわやか相談員 
さわやか相談室の運営及び
生徒に係る相談業務等 

パート 
３人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３７ 
不登校対策 
学習支援員 

相談室に登校している生徒
への学習指導業務等 

パート 
３人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３８ 
ボランティア 

相談員 
相談室に登校している生徒
に係る相談業務等 

パート 
３人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

３９ 
教育支援 
センター長 

教育支援センターの業務全
般の統括 

パート 
１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

４０ 教育相談員 
町内小中学校児童生徒の教
育相談に係る業務等 

パート 
１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

４１ 
教育支援員 

Ⅰ種 
教育支援センターでの児童
生徒への学習及び生活指導 

パート 
２人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

４２ 
教育支援員 

Ⅱ種 
教育支援センターでの児童
生徒への学習及び生活指導 

パート 
１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

４３ 
専門相談 
支援員 

教育支援センターでの児童
生徒及び保護者の教育相談
等 

パート 
１人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

４４ 
スクール・サポ
ート・スタッフ 

小中学校における学力向上
のための事務補助、教室の
消毒、清掃業務 

パート 
１４人 

教育推進課 学校教育担当 
〔役場２階⑰番〕 

 

  

 ▼専門系（生涯学習） 

募集 
番号 

職種 業務内容 
任用形態 

募集人数 
申込窓口 

４５ 資料整理作業員 
郷土資料館収蔵品について
の整理作業補佐業務等 

パート 
２人 

教育推進課 文化財保護担当 
〔郷土資料館〕 

４６ 
屋外展示物等 
管理作業員 

郷土資料館の屋外展示物を
含む西原自然の森敷地管理
等 

パート 
５人 

教育推進課 文化財保護担当 
〔郷土資料館〕 

４７ 発掘調査員 
埋蔵文化財の発掘調査、遺
物の整理作業、報告書刊行
作業等 

パート 
１人 

教育推進課 文化財保護担当 
〔郷土資料館〕 

４８ 発掘作業員 
埋蔵文化財の発掘作業及び
整理作業、報告書刊行の補
助等 

パート 
７人 

教育推進課 文化財保護担当 
〔郷土資料館〕 

 

 



６ 

 

４ 申込手続き  

（１）申込期間  令和４年１２月１日（木）から１２月２６日（月）まで 

          

（２）申込場所  「■募集職種一覧」にある「申込窓口」に掲載されている担当に、

（４）提出書類にある書類を持参または郵送  

※郵送の場合は、簡易書留、申込期間内必着 

 

場  所 住  所 受付時間 閉庁日 

宮代町役場 
〒345-8504 

宮代町笠原 1-4-1 
8 時 30 分～17 時 15 分 土日祝 

宮代町保健センター 
〒345-0801 

宮代町字百間 1119 
8 時 30 分～17 時 15 分 土日祝 

みやしろ保育園 
〒345-0831 

宮代町大字須賀 177 

8 時 30 分～17 時 15 分 

土のみ 8時 30 分～16 時 30 分 
日祝 

国納保育園 
〒345-0834 

宮代町大字国納 102-1 

8 時 30 分～17 時 15 分 

土のみ 8時 30 分～16 時 30 分 
日祝 

宮代町郷土資料館 
〒345-0817 

宮代町字西原 289 
8 時 30 分～17 時 15 分 月 

 

（３）申込可能数 「■募集職種一覧」にある募集番号のうち１つの番号のみ 

 

（４）提出書類  ①令和５年度採用 宮代町会計年度任用職員申込書 

         ②資格証等の写し 

          ※対象･･･募集番号 16、18、19、20、21、22、24、26、27、28、

29、32、34、39、40、41、43 

 

         ③発掘調査歴、報告書執筆歴の経歴書 

（Ａ４縦長横書き任意様式、「応募資格（２）大学（４年制）も

しくは大学院で考古学を専攻した人又はそれと同等の知識を

有する人」の要件について、経歴書内に状況を記載） 

          ※対象･･･募集番号 47「発掘調査員」のみ 

           

         ※提出された書類は返却できませんので、あらかじめご了承くだ

さい。 

 

（５）選考日程  令和５年１月１０日（火）から１月３１日（火）までの間で担当

課が指定する日時 

         ※日時及び会場については、申込期間終了後に担当課から通知し

ます。 



７ 

 

 

（６）選考方法  面接試験 

          

（７）選考結果  令和５年２月中旬までに、順次、選考の合否について通知します。 

 

５ 勤務条件等  

（１）任用期間 

  任用期間は、原則令和５年４月１日から令和６年３月３１日までです。 

  なお、任用後１か月間は、「条件付採用期間」となります。（実際の勤務日数が１

５日に満たない場合には、その日数が１５日に達するまで期間が延長されます。） 

 

（２）服務 

  地方公務員法に基づき、次の服務規律が適用されます。 

  なお、勤務成績が良くない場合、公務員としての適格性を欠く場合、心身の故障

等により勤務ができない場合は、分限処分を行う場合があります。また、法令違反

等の非違行為があった場合は、懲戒処分の対象となります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）給与・報酬等 

  ・任用形態ごとに、以下の給付があります。 

任用形態 給付の種類 

フルタイム 給料、地域手当、通勤手当（※1）、特殊勤務手当、超過勤務

手当、休日給、期末手当（※2） 

パートタイム 報酬（地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給の相

当額の報酬を含む）、期末手当（※2）、費用弁償（通勤費相

当額）（※1） 

※1 交通用具を利用し、通勤距離が片道２キロメートル以上の場合に支給されます。 

※2 １週間の所定労働時間が 15 時間 30 分以上で、任用期間が 6か月以上の場合に、6 月

と 12 月に支給されます（年 2.4 月分。初年度は 1.56 月分）。 

   

・給与改定等により、給与、報酬額が変わる場合があります。 

＊服務の宣誓 

＊法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

＊信用失墜行為の禁止 

＊秘密を守る義務 

＊職務に専念する義務 

＊政治的行為の制限 

＊争議行為等の禁止 

＊営利企業への従事等の制限（パートタイム会計年度任用職員は適用外） 



８ 

 

  ・宮代町の会計年度任用職員としての職歴に応じ、給料や報酬額が加算される場 

合があります。 

 

（４）休暇等 

  年次有給休暇の他、結婚、忌引、病気休暇などがあります。 

  ※勤務条件によって休暇の種類や日数の付与は異なります。 

 

（５）健康保険等 

  加入要件を満たす場合には、共済短期給付（健康保険）、厚生年金保険、雇用保

険の適用があります。９ページ以降の募集内容で健康保険、厚生年金保険、雇用保

険が「なし」となっている場合でも、時給等により該当する場合があります。 

 

（６）公務災害 

  町の非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれかの適用

があります。 

 

（７）退職手当 

  フルタイムの方で要件を満たす場合には、退職手当の支給対象になります。 

 

６ 問合せ先  

○制度全般に関すること 

   宮代町 総務課 庶務職員担当  TEL 0480-34-1111（内線 202） 

 

○各職種の募集内容に関すること  ＊各受付窓口にお問合せください。 

   ・宮代町役場 〔受付窓口名〕 TEL 0480-34-1111 

    ※代表電話につながりますので、受付窓口名をお伝えください。 

   ・保健センター        TEL 0480-32-1122 

・みやしろ保育園       TEL 0480-32-3011 

   ・国納保育園         TEL 0480-34-5839 

   ・郷土資料館         TEL 0480-34-8882 

 

 

 

 

 

 

＊この募集要項内の募集番号に対する応募については、１つの番号のみです

が、その他に「令和５年度会計年度任用職員スポット任用登録」の登録申込

みをすることは可能です。スポット任用登録については、「令和５年度会計年

度任用職員 スポット任用登録募集要項」でご確認ください。 

 



９ 

 

【令和５年度宮代町会計年度任用職員募集内容】 

 

▼事務系（一般事務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号１ 一般事務 受付窓口 議会事務局 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 パソコンの基本的操作（Word、Excel、インターネットを利用した作業）ができる

人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・データ作成業務 

・会議資料の印刷・発送・整理業務 

・会議録原稿及び録画配信データの確認業務 

・本会議及び各種会議での運営補助（資料の貸出・来庁者対応・会場設営） 

・その他職員のサポート 

勤務場所 宮代町役場 議会事務局 

宮代町立コミュニティセンター進修館 議場(小ホール) 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日数 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日  

        ※議会本会議日は、原則、勤務。 

        ※議会は 6月・9月・12 月・3月定例会を開会。 

1 日の勤務時間  9 時から 15 時まで（5時間） 休憩時間 1時間 

※議会本会議日は、2時間程度の超過勤務あり。   

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

＊「給与・報酬」欄の金額は、その職の基本的な金額です。宮代町の会計年度任用職員としての職歴がある場合に

は、任用期間や時間数に応じて、金額が加算される場合があります。 



１０ 

 

 

募集番号２ 一般事務 受付窓口 企画財政課 財政担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 
ふるさと納税にかかる事務作業 

（寄付金募集、返礼品対応にかかる印刷、封入・郵送作業、問合せ対応等） 

勤務場所 宮代町役場 企画財政課 財政担当、産業観光課 商工観光担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 か月の勤務日数 10 日 ※1 

1 週間の勤務時間 計 9時間 ※2 

月曜日から金曜日までのうちの 3日 ※2  

9 時から 12 時まで（3時間）  

※1 業務繁忙時期については、1日または 2日程度の超過勤務あり 

※2 1 か月の所定勤務日数の範囲内で、1週間毎の勤務日数のシフト調整あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号３ 一般事務 受付窓口 住民課 戸籍住民担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 8 人（Ａ：1人、Ｂ：7人） 

応募資格 パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・各種証明書交付（戸籍に関する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等） 

・マイナンバーカードに係る申請受付、交付事務 

・臨時運行許可に係る申請受付、許可証交付事務 

・パスポート申請交付の受付  

・戸籍届出書の受付 等 

勤務場所 宮代町役場 住民課 戸籍住民担当 

勤務日及び 

勤務時間 

〔Ａ〕1週間の勤務日 月曜日から金曜日まで 5日 

10 時から 17 時まで（6時間） 

休憩時間 1時間 

〔Ｂ〕1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 3日または 4日 

1 日の勤務時間 ①②③のシフトによる 

①8時 30 分から 15 時 30 分まで（6時間）②9時から 16 時まで（6時間） 

③10 時から 17 時まで（6時間） 

休憩時間 1時間    

1 か月の勤務時間 78 時間以内 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円    期末手当 あり 

健康保険等 〔Ａ〕 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

〔Ｂ〕 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号４ 一般事務 受付窓口 住民課 国保・後期担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・高額療養費申請書発送、受付 

・人間ドック助成金申請受付 

・国民健康保険に係る各種通知発送準備 等 

勤務場所 宮代町役場 住民課 国保・後期担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日から 4日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間  1 時間 

1 か月の勤務時間 84 時間以内 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円    期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号５ 一般事務 受付窓口 税務課 町民税担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 3 人 

応募資格 窓口業務ができる人、パソコンの基本的操作ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・住民税関係各種証明書の交付 

・原動機付自転車に係るナンバープレートの交付、返却手続き 

・各種業務補助 

勤務場所 宮代町役場 税務課 町民税担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 1日または 2日 

1 日の勤務時間 4～6 月及び 1～3月 9 時から 16 時まで（6時間）  

7～12 月 9 時から 15 時まで（5時間） 

休憩時間 1時間 

1 か月の勤務日数 月 7日程度のローテーション勤務（月により変動あり） 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号６ 一般事務 受付窓口 税務課 資産税担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・登記所から受理する通知（税通）による賦課準備事務 

・建築確認資料等による現況調査準備事務 

・償却資産申告書の発送、受付、入力確認事務 

・土地・家屋台帳システムのデータ確認事務 

・その他職員のサポート 

勤務場所 宮代町役場 税務課 資産税担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時までのうちの 3時間 休憩時間 なし 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号７ 一般事務 受付窓口 税務課 徴収担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人（①1人、②１人） 

応募資格 パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・３税及び特別徴収消込み 

・督促、催告業務補助 

・各種調査補助 

・その他職員のサポート 

勤務場所 宮代町役場 税務課 徴収担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日  月曜日から金曜日までのうち 4日 

1 日の勤務時間 ①9時から 17 時までのうちの 5時間以内 休憩時間 1 時間 

 ②9 時から 17 時までのうちの 3時間   休憩時間 なし 

※ただし 1月の勤務時間は 80 時間未満とする。 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 ①あり ②なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 ①加入 ②なし 



１３ 

 

 

 

 

募集番号８ 一般事務 受付窓口 町民生活課 交通安全・消防担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 普通自動車運転免許証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・自転車（駐輪場事務所への書類届け及び受領、放置自転車パトロール及び撤去

等） 

・交通安全（啓発品準備及び整理、注意喚起看板設置補助、現場調査等） 

・その他、自転車、交通安全、防災、防犯、消防団事務に係る書類整理、イベン

ト補助等 

勤務場所 宮代町役場 町民生活課 交通安全・消防担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日から 4日 

1 日の勤務時間 9 時から 17 時までのうちの 5時間以内 

 休憩時間 1 時間   

1 週間あたりの勤務時間は 20 時間未満とする 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号９ 一般事務 受付窓口 福祉課 福祉支援担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・重度心身障害者医療費助成事務（申請書確認、入力業務） 

・障害者手帳等台帳整備事務（申請書確認、入力業務、台帳整備事務、手帳交付

準備業務） 

・窓口申請受付事務（重度心身障害者医療費助成申請、福祉タクシー券申請交付

等） 

勤務場所 宮代町役場 福祉課 福祉支援担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日数 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日  

1 日の勤務時間  9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1時間 

1 か月の勤務日数 月 10 日程度のローテーション勤務（月により変動あり） 

※ 業務繁忙時期においては、1日または 2日程度の超過勤務あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１４ 

 

 

 

 

 

募集番号 10 一般事務 受付窓口 子育て支援課 こども笑顔担当、こども保

育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人（①1人、②1人、③2人） 

応募資格 パソコン（Excel、Word）の基本的操作ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・医療費助成事務 

・児童手当支給事務 

・保育園・学童入所関連事務 

・幼児教育・保育の無償化支給事務 

（窓口申請受付、申請書確認、申請内容のシステム入力作業等） 

勤務場所 宮代町役場 子育て支援課 こども笑顔担当、こども保育担当 

勤務日及び 

勤務時間 

①1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 1日または 2日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

②1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

③1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 11 一般事務 受付窓口 健康介護課 健康増進担当 

（保健センター） 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 パソコンの基本的操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・予防接種関係（送付文書準備、文書受付、データ入力） 

・各種健診受付（当日受付業務、結果入力、資料作成、データ入力） 

・各種健康づくり事業関係受付、資料作成 等 

勤務場所 宮代町保健センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 12 一般事務 受付窓口 健康介護課 介護保険担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 パソコンの基本的操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・介護保険の申請書書類確認及びシステム入力 

・通知等の印刷、封入、郵送作業等 

勤務場所 宮代町役場 健康介護課 介護保険担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円    期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 13 一般事務 受付窓口 教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 普通自動車運転免許証を有する人かつパソコンの基本的操作（Word、Excel）がで

きる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・公民館及びグラウンド管理事務（電話予約・窓口受付・データ入力） 

・公民館及びグラウンドの巡回・点検 

・その他の生涯学習及びスポーツ振興関連事務（アンケート集計や製本等） 

勤務場所 宮代町役場 教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日 

1 日の勤務時間 8 時 30 分から 15 時 30 分まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１６ 

 

 

▼専門系（くらし） 

募集番号 14 一般事務 受付窓口 教育推進課 文化財保護担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 パソコンの基本的操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・開館・閉館に伴う作業 

・来館者の受付業務 

・館の事業における補佐的業務 

・Word や Excel 等による入力作業 等 

勤務場所 宮代町郷土資料館 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 火曜日から日曜日までのうちの 3日以内 

1 日の勤務時間 9 時から 17 時まで（7時間） 休憩時間 1 時間 

1 か月の勤務日数 12 日以内 

休日等 郷土資料館の条例で定められた休館日 

（月曜日、月曜日が祝日の場合は直後の平日、令和 5 年 12 月 28 日から令和 6 年

1月 4日、展示替などの館内整理日） 

給与・報酬 時給 988 円    期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 15 交通指導員 受付窓口 町民生活課 交通安全・消防担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 13 人 

応募資格 普通自動車運転免許証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・児童の登校時における交通安全指導 

・交通安全運動啓発活動 

・イベント開催時の交通安全指導 

勤務場所 宮代町内各小学校通学路（朝の交通指導時）、宮代町内各小学校（交通安全教室時）、 

その他宮代町内（イベント、定例会） 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

1 日の勤務時間 7 時から 8時まで（1時間） 

または 7時 15 分から 8時 15 分まで（1時間） 

休憩時間 なし  

1 週間の勤務時間 計 5時間 

※その他、交通指導、交通安全運動等での勤務あり 

※小学校の夏休み、冬休み、春休みの期間（登校日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（登校日を除く）、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,468 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１７ 

 

 

 

 

 

 

募集番号 16 消費生活相談員 受付窓口 産業観光課 商工観光担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 パソコンの基本的操作（Word、Excel）ができる人で、かつ次の（１）～（４）の

いずれかの資格を有し、公的機関での業者交渉などの実務経験のある人 

（１）消費生活相談員     （２）消費生活専門相談員 

（３）消費生活アドバイザー （４）消費生活コンサルタント 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 消費生活相談 

・消費者からの相談に対する助言、指導、業者交渉、消費者啓発に関する業務 

・パソコンによる相談記録入力事務 

勤務場所 宮代町役場内 消費生活センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日と水曜日の 2日 

1 日の勤務時間 10 時から 16 時まで（5時間） 

        休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 2,003 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 17 年金相談員 受付窓口 住民課 年金担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 年金事務所や社会保険労務士事務所などの勤務経験がある人または年金制度を理

解し、接客業務の経験のある人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・国民年金の取得や種別変更などの資格に関する届出、免除・納付猶予、学生納

付特例等の受付 

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金、未支給年金などの

受給に関する受付 

・その他、日本年金機構から届く処理結果のシステム入力 等 

勤務場所 宮代町役場 住民課 年金担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日または 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 17 時まで（7時間）休憩時間 1 時間 

※1か月 10 日以内の週 2日勤務と週 3日勤務のシフトによる                  

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,217 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



１８ 

 

▼専門系（子育て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 18 子育て指導員 受付窓口 子育て支援課 こども笑顔担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 3 人（①2人、②1人） 

応募資格 保育士証または教員免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・各種子育て支援事業の計画作成及び計画実施 

・幼児・児童の遊びと指導 

・利用者の受付、遊具の貸出 

勤務場所 ① 宮代町役場内 子育てひろば  

② 宮代町立国納保育園内 子育て支援センター げんきっ子 

勤務日及び 

勤務時間 

①1週間の勤務日 月曜日から日曜日までのうちの 5日（※ただし、正規職員の 1 

か月あたりの勤務日数に準ずる） 

1 日の勤務時間 （１）9時から 16 時まで（6時間） 

（２）9時 15 分から 16 時 15 分まで（6時間） 

（３）10 時 00 分から 17 時 00 分まで（6時間） 

（４）10 時 15 分から 17 時 15 分まで（6時間） 

休憩時間 1時間  

※（１）（２）（３）（４）によるシフト制 

②1週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

         イベントにより土曜日、日曜日の勤務あり 

 1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1時間 

休日等 ②土日祝日 ①②令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 月額 154,937 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 



１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 19 保育士 受付窓口 子育て支援課 こども笑顔担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 6 人（①1人、②1人、③3人、④1人） 

応募資格 保育士証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・各種子育て支援事業の計画実施 

・幼児・児童の遊びと指導 

・利用者の受付、遊具の貸出 

勤務場所 ①③宮代町役場内 子育てひろば  

②④宮代町立国納保育園内 子育て支援センター げんきっ子 

勤務日及び 

勤務時間 

①1週間の勤務日 月曜日から日曜日までのうちの 4日 

1 日の勤務時間 （１）9時から 16 時まで（6時間） 

（２）9時 15 分から 16 時 15 分まで（6時間） 

（３）10 時 00 分から 17 時 00 分まで（6時間） 

（４）10 時 15 分から 17 時 15 分まで（6時間） 

休憩時間 1時間  

※（１）（２）（３）（４）によるシフト制 

②1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 4日 

         イベントにより土曜日、日曜日の勤務あり 

 1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1時間 

③1か月の勤務日 8 日 

1 日の勤務時間 （１）9時から 16 時まで（6時間） 

（２）9時 15 分から 16 時 15 分まで（6時間） 

（３）10 時 00 分から 17 時 00 分まで（6時間） 

（４）10 時 15 分から 17 時 15 分まで（6時間） 

休憩時間 1時間  

※（１）（２）（３）（４）によるシフト制 

④1か月の勤務日 8 日 

 1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1時間  

休日等 ②④土日祝日 

①～④令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,217 円    期末手当 ①②あり ③④なし 

健康保険等 ①②健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

③④健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 20 子ども家庭支援員 受付窓口 子育て支援課 子ども安心担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 保健師、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師のいずれかの資格ま

たは教員免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・見守りが必要な世帯の面談、家庭訪問及び記録作成 

・ケース会議等への出席  ・要保護児童対策地域協議会資料作成 

勤務場所 宮代町役場 子育て支援課 こども安心担当（子ども家庭総合支援拠点） 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日  月曜日から金曜日までのうち 3日 

1 日の勤務時間  8 時 30 分から 17 時 15 分まで（7時間 45 分） 

 休憩時間 1時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時額 1,709 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 



２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 21 保育士 受付窓口 子育て支援課 みやしろ保育園、国納保育園 

任用形態 フルタイム 

パートタイム 

募集人数 フルタイム 16 人 

パートタイム 14 人 

応募資格 保育士証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 〔フルタイム〕 

保育園での乳幼児クラスを中心とした保育業務全般 

〔パートタイム〕 

保育園での保育業務全般 

・保育棟担当（保育園での乳幼児クラスを中心とした保育業務全般） 

・一時保育担当（みやしろ保育園での一時保育業務全般） 

・病児病後児保育担当（みやしろ保育園での病児病後児保育業務全般） 

・療育事業担当（みやしろ保育園での療育保育業務全般） 

※担当については相談の上決定。 

勤務場所 宮代町立みやしろ保育園または宮代町立国納保育園 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 〔フルタイム〕月曜日から金曜日までの 5日 

        〔パートタイム〕月曜日から金曜日のうちの 2～5日 

1 日の勤務時間 7 時 00 分から 19 時 00 分までのうちの 7時間 45 分 

        シフトによる勤務 

土曜日は 7時 00 分から 16 時 30 分までのうちの７時間 45 分 

休憩時間 30 分～1時間（勤務時間数による） 

1 週間の勤務時間 〔フルタイム〕38時間 45 分 

1 か月の勤務時間 〔パートタイム〕62 時間から 139 時間 30 分 

※勤務時間については相談の上決定。 

休日等 土日祝日 ※ただし土曜は月１回程度勤務あり 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 〔フルタイム〕 月額 187,000 円 期末手当 あり 

〔パートタイム〕時給 1,217 円  期末手当 勤務条件による 

健康保険等 〔フルタイム〕  健康保険・厚生年金保険 加入  雇用保険 加入 

〔パートタイム〕健康保険・厚生年金保険 勤務条件に応じて加入 雇用保険 勤務条件に応じて加入  



２２ 

 

 

 

 

 

 

募集番号 22 看護師 受付窓口 子育て支援課 みやしろ保育園、国納保育園 

任用形態 フルタイム 

パートタイム 

募集人数 ① フルタイム 1人 

② パートタイム 3人 

応募資格 正看護師の資格を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・病児病後児保育担当 

・看護業務及び乳児保育補助業務全般 

・保育園内衛生環境整備 

・園児、職員を対象とした保健指導の実施 

勤務場所 宮代町立みやしろ保育園または宮代町立国納保育園 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 〔フルタイム〕月曜日から金曜日までの 5日 

        〔パートタイム〕月曜日から金曜日のうちの 2～4日 

1 日の勤務時間 8 時 30 分から 17 時 15 分まで（7時間 45 分） 

休憩時間 1時間 

休日等 土日祝日 ※保育園行事等の実施においては、勤務日以外にも勤務あり 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 ① フルタイム 月額 232,800 円 期末手当あり 

② パートタイム 時給 1,516 円 期末手当あり 

健康保険等 〔フルタイム〕  健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

〔パートタイム〕健康保険・厚生年金保険 勤務条件に応じて加入 雇用保険 勤務条件に応じて加入  

募集番号 23 保育園補助員 受付窓口 子育て支援課 みやしろ保育園、国納保育園 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・園内清掃 

・保育士の補助業務（食事・午睡の準備や片付け、消毒等） 

勤務場所 宮代町立みやしろ保育園または宮代町立国納保育園 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から土曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間 8 時から 18 時までのうちの 4時間 

休日等 土日祝日※ただし土曜は月 2回程度勤務あり 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



２３ 

 

▼専門系（保健・医療） 

 

 

 

 

 

 

募集番号 24 管理栄養士 受付窓口 住民課 国保・後期担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 管理栄養士免許及び普通自動車運転免許証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 特定保健指導関連業務 

・資料作成 

・保健指導実施及びの記録作成 

・保健指導利用勧奨通知作成 等 

勤務場所 宮代町保健センター 

勤務日及び 

勤務時間 

月 10 日程度（月により変動あり） 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時までのうち 3～6時間 

休憩時間 12 時～13 時の 1時間 

ただし、相談業務や事業実施状況に応じ、勤務時間が変更になる場合あり。 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,516 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 25 レセプト点検員 受付窓口 住民課 国保・後期担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 レセプト点検事務経験者 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・診療報酬明細書点数表との照合及び縦覧点検 

・調剤報酬明細書との照合 

・給付発生原因調査 

・再審査申出書作成 

・その他 診療報酬明細書に関する事項 

勤務場所 宮代町役場 住民課 国保・後期担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 4日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,516 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 



２４ 

 

 

 

 

募集番号 26 看護師 受付窓口 健康介護課 健康増進担当（保健センター） 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人（①1人、②3人） 

応募資格 看護師免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 （1）4 か月、10 か月、1 歳 6 か月、3 歳児健康診査の計測（身長、体重等）と

母子健康手帳と母子カードへの記録、医師の診察介助、乳幼児健康診査終了後の

片付け、洗濯等 

（2）2歳の親子教室の計測（身長、体重） 

（3）離乳食教室の計測（身長、体重） 

（4）健康相談の計測（身長、体重、頭囲） 

 (5) 成人保健事業における検診業務                                                             

勤務場所 宮代町保健センター 

勤務日及び 

勤務時間 

①（1）から（5）の業務に従事 

（1）4か月、10 か月、1歳 6か月、3歳児健康診査  

 月 4 回 12 時 30 分から 15 時 30 分まで（2時間 30 分程度） 

（2）2歳の親子教室 

 月 1 回程度 9 時 15 分から 12 時 15 分まで（2時間 30 分程度） 

（3）離乳食教室 

 2 か月に 1回程度 13 時 15 分から 14 時 15 分まで（1時間程度） 

（4）健康相談  

 週 1 回程度（水曜日） 9 時 30 分から 12 時 30 分（2時間 30 分程度） 

休憩時間 なし 

(5) 成人検診業務  

 年 10 日程度 

 1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 

 休憩時間 1 時間 

②（1）、（4）、(5)の業務に従事 

（1）4か月、10 か月、1歳 6か月、3歳児健康診査  

 月 3 回程度 12 時 30 分から 15 時 30 分まで（2時間 30 分程度） 

（4）健康相談  

 月 1 回程度（水曜日） 9 時 30 分から 12 時 30 分（2時間 30 分程度） 

休憩時間 なし 

(5) 成人検診業務  

 年 10 日程度 

 1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 

 休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,516 円    期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 27 保健師 受付窓口 健康介護課 健康増進担当（保健センター） 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人（①1人、②1人、③1人、④1人） 

応募資格 保健師免許及び普通自動車運転免許証を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 （1）子育て包括支援センター業務 

・母子健康手帳交付 

・転入乳幼児の予防接種問診票差替 

・早期不妊検査費・不育症検査費、不妊治療費の助成申請受付 等 

（2）赤ちゃん訪問 

・訪問予約の連絡、訪問指導、記録、訪問結果の報告 等 

・ケース対応会議の参加 

（3）4か月、10 か月、1歳 6か月、3歳児健康診査の問診と保健指導 等 

勤務場所 宮代町保健センター 

勤務日及び 

勤務時間 

①（1）から（3）の業務に従事 

（1）1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 1日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間）休憩時間 1 時間 

（2）1件 3時間程度を月に数件程度 

（3）月 2日（1歳 6か月、3歳児健康診査） 12 時 30 分から 16 時（3時間 30 分） 

②（1）から（3）の業務に従事 

（1）1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 2日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間）休憩時間 1 時間 

（2）1件 3時間程度を月に数件程度 

（3）月 2日（1歳 6か月、3歳児健康診査） 12 時 30 分から 16 時（3時間 30 分） 

③（1）から（3）の業務に従事 

（1）1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 2日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間）休憩時間 1 時間 

（2）1件 3時間程度を月に数件程度 

（3）月 4日 12 時 30 分から 16 時（3時間 30 分） 

④（2）及び（3）の業務に従事 

（2）1件 3時間程度を年間 200 件程度 

（3）月 2日（1歳 6か月、3歳児健康診査） 12 時 30 分から 16 時（3時間 30 分） 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,709 円    期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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募集番号 28 臨床検査技師 受付窓口 健康介護課 健康増進担当（保健センター） 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 臨床検査技師免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 3 歳児健康診査時の尿検査等 

勤務場所 宮代町保健センター 

勤務日及び 

勤務時間 

月 1日 3歳児健診実施日 12 時 15 分から 15 時 15 分のまでのうちの 3時間程度 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,516 円    期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



２７ 

 

▼専門系（介護） 

 

 

 

 

 

 

募集番号 29 介護認定調査員 受付窓口 健康介護課 介護保険担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 6 人 

応募資格 普通自動車運転免許証を有し、かつ次の（１）～（３）のいずれかに該当する人 

（１）介護支援専門員資格を有する人 

（２）認定調査員新規研修を受講した人 

（３）保健師、看護師、介護福祉士等、医療、介護、福祉関係の資格を有し、埼

玉県の実施する認定調査員新規研修を受講可能な人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 介護認定のための在宅訪問調査及び調査票の作成 

勤務場所 宮代町役場 健康介護課 介護保険担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 か月の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 10 日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間）  休憩時間 1 時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,416 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 30 介護サービス相談員 受付窓口 健康介護課 介護保険担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人 

応募資格 普通自動車運転免許証を有し、かつ次の（１）又は（２）のいずれかに該当する

人 

（１）介護サービス相談員研修を修了した人 

（２）介護サービス相談員研修を受講可能な人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・介護保険利用者相談業務 

・活動報告書の提出 

・介護サービス相談員連絡会議の出席 

勤務場所 町内介護保険施設及び宮代町役場 健康介護課 介護保険担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 か月の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 6日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間）  休憩時間 1時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,020 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 



２８ 

 

▼専門系（学校教育） 

 

 

 

 

 

募集番号 31 学校用務補助員 受付窓口 教育推進課 教育総務担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 7 人 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・教育委員会への文書の収受、発送等 

・湯茶の用意 

・職員室の給食の配膳、片付け 

・清掃 

・校地内の草花、小植木の植栽、芝生の除草等軽易な作業 

・その他、学校長より命じられる業務 

勤務場所 宮代町立須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校、須賀中学校、百間中

学校、前原中学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

1 日の勤務時間 7 時 30 分から 14 時 15 分まで（6時間） 休憩時間 45 分 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

給与・報酬 月額 143,694 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

募集番号 32 非常勤指導主事 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 教員免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・授業の指導方法工夫改善に係る訪問指導 

・教育委員会事務局に係る事務 

・その他、町内小中学校の教育指導上必要となる業務 

勤務場所 宮代町役場 教育推進課 学校教育担当 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間 8 時 45 時から 17 時 15 分まで（7時間 30 分） 

休憩時間 1時間 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,318 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 



２９ 

 

 

 

募集番号 33 特別支援教育サポーター 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人 

応募資格 障がいのある児童の心身の状況に応じた指導・支援ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・特別支援学級に在籍する児童に対する指導・支援 

・特別支援学級に在籍する児童に係る事務 

・その他、児童の指導上必要となる業務の補助 

勤務場所 宮代町立須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

1 日の勤務時間 8 時 15 分から 15 時まで（6時間） 休憩時間 45 分 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

※学校の夏休み、冬休み、春休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが 必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,020 円  期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

募集番号 34 非常勤講師 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 21 人（①7人、②7人、③7人） 

応募資格 教員免許を有する人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・ＴＴ（チームティーチング）・少人数指導等による授業での児童生徒への指導 

・学習プリントの作成・採点等、児童生徒の学力向上のための事務 

・その他、児童生徒の指導上必要となる業務の補助 

勤務場所 宮代町立須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校、須賀中学校、百間中

学校、前原中学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

①1週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

②1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

③1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日 

1 日の勤務時間 8 時 10 分から 16 時 25 分まで（7時間 30 分） 休憩時間 45 分 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

※学校の夏休み、冬休み、春休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが 必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,318 円  期末手当 ①②あり ③なし 

健康保険等 ①②健康保険・厚生年金保険 加入  雇用保険 加入  

③健康保険・厚生年金保険 なし  雇用保険 なし 



３０ 

 

 

 

 

 

募集番号 35 英語活動等非常勤講師 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 4 人 

応募資格 日常英会話の技能を有し、英語指導ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・外国語活動・英語科授業における児童生徒への会話指導 

・授業に係る指導計画や補助教材等の作成事務 

・その他、児童生徒の指導上必要となる業務の補助 

勤務場所 宮代町立須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 2日 

1 日の勤務時間 8 時 10 分から 16 時 25 分まで（7時間 30 分） 休憩時間 45 分 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

※学校の夏休み、冬休み、春休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,020 円  期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 

募集番号 36 さわやか相談員 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 3 人 

応募資格 小中学生（保護者）が抱える様々な不安や悩みの相談について適切に対応できる

人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・不登校もしくは相談室登校の生徒（保護者）に対する助言・支援 

・学習支援員、ボランティア相談員と連携した教育相談業務 

・その他、生徒が教室復帰するための支援業務 

勤務場所 宮代町立須賀中学校、百間中学校、前原中学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までの 5日 

1 日の勤務時間 9 時から 14 時 45 分まで（5時間） 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

休憩時間 45 分 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが 必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 月額 145,322 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 



３１ 

 

 

 

 

 

 

募集番号 37 不登校対策学習支援員 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 3 人 

応募資格 中学生への学習指導（1、2年生程度）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・相談室へ登校している生徒への学習指導 

・さわやか相談員と連携した学習相談、教育相談業務 

・その他、生徒が教室復帰するための支援業務 

勤務場所 宮代町立須賀中学校、百間中学校、前原中学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時 45 分まで（7時間） 休憩時間 45 分 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

※学校の夏休み、冬休み、春休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが 必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,318 円  期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

募集番号 38 ボランティア相談員 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 3 人 

応募資格 中学生（保護者）が抱える様々な不安や悩みの相談について適切に対応できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・不登校もしくは相談室登校の生徒（保護者）に対する助言・支援 

・さわやか相談員、学習支援員と連携した教育相談に係る補助業務 

・その他、生徒が教室復帰するための支援業務 

勤務場所 宮代町立須賀中学校、百間中学校、前原中学校のうちいずれか１校 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうち 3日 

1 日の勤務時間 9 時から 14 時 45 分まで（5時間） 休憩時間 45 分 

        ※勤務校により開始終了時刻に変更あり 

※学校の夏休み、冬休み、春休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝に勤務することが 必要と認めた場合

は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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募集番号 39 教育支援センター長 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 教員免許を有し、以下の要件を満たす人 

・適応指導及び教育相談について高い見識を有する人 

・児童生徒及び保護者の諸課題の解決に向けてリーダーシップ・指導力を発揮し、

組織的・機動的に活動できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・教育支援センターの業務全般の統括 

・教育相談員や教育支援への指導・助言 

・学校等及び他機関との連携を図るために必要となる業務 

・その他、児童生徒及び保護者への支援上必要となる業務 

勤務場所 宮代町教育支援センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週の勤務時間 月曜日から金曜日までの 5日 

1 日の勤務時間 8 時 45 分から 16 時 30 分まで（7時間） 

休憩時間 45 分 

※変更になる場合あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬等 時給 1,627 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

 

募集番号 40 教育相談員 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 教員免許を有し、小中学生及び保護者の教育相談について適切に対応できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・児童生徒及び保護者の教育相談に係る業務 

・教育委員会事務局の教育相談、就学相談に係る業務 

・支援センターに通う児童生徒への支援 

・その他、町内小中学校の教育指導上必要となる業務 

勤務場所 宮代町教育支援センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間 8 時 45 分から 16 時 30 分まで（7時間） 

休憩時間 45 分 

※変更になる場合あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬等 時給 1,318 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 
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募集番号 41 教育支援員Ⅰ種 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 教員免許を有し、小中学生への学習指導や生活指導、小中学生及び保護者の教育

相談について適切に対応できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・支援センターに通う児童生徒への学習及び生活に係る全体・個別指導 

・学習プリントの作成、体験活動の企画運営等に係る業務 

・教育相談員等と連携した児童生徒及び保護者の学習相談、教育相談に係る業務 

・その他、児童生徒の指導上必要となる業務 

勤務場所 宮代町教育支援センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日  月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間  8 時 45 分から 16 時 30 分（7時間） 

 休憩時間 45 分 

 ※変更になる場合あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬等 時給 1,318 円  期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

 

募集番号 42 教育支援員Ⅱ種 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 小中学生への学習支援や生活指導、小中学生及び保護者の教育相談について適切

に対応できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・支援センターに通う児童生徒への個別の学習支援及び生活指導 

・体験活動の運営等に係る業務 

・教育相談員、教育支援員Ⅰ種と連携した児童生徒及び保護者の学習相談、教育

相談に係る業務 

・その他、児童生徒の支援上必要となる業務 

勤務場所 宮代町教育支援センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日  月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間  8 時 45 分から 16 時 30 分（7時間） 

 休憩時間 45 分 

 ※変更になる場合あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬等 時給 1,020 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 
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募集番号 43 専門相談支援員 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 公認心理師又は臨床心理士の資格を有し、小中学生への学習支援や生活指導、小

中学生及び保護者の教育相談について適切に対応できる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・専門性を生かした児童生徒及び保護者の教育相談、就学相談、学習相談等に係

る業務 

・支援センターに通う児童生徒への個別の学習支援及び生活指導 

・体験活動の運営等に係る業務 

・その他、児童生徒の指導上必要となる業務 

勤務場所 宮代町教育支援センター 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日  月曜日から金曜日までのうちの 3日 

1 日の勤務時間  8 時 45 分から 16 時 30 分（7時間） 

 休憩時間 45 分 

 ※変更になる場合あり 

休日等 土日祝日、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬等 時給 1,516 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 加入   雇用保険 加入 

 

 

募集職種 44 スクール・サポート・スタッフ 受付窓口 教育推進課 学校教育担当 

任用形態 パートタイム 募集人数 14 名（①7名②7名） 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 8日から令和 6年 3月 26 日まで 

業務内容 ・学習プリントの作成・採点等、児童生徒の学力向上のための事務の補助 

・その他、児童生徒の指導上必要となる業務の補助 

・教室の消毒、清掃業務 

勤務場所 宮代町立須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校、須賀中学校、百間中

学校、前原中学校のうちいずれか 1校 

勤務日及び 

勤務時間 

①1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 3日 

②1週間の勤務日 月曜日から金曜日までのうちの 2日 

1 日の勤務時間 8 時 20 分から 12 時 20 分まで（4時間） 

※勤務校により開始終了時刻、勤務時間に変更あり 

※学校の夏休み・冬休み期間（学校長が勤務を命じる日を除く）は除く 

休日等 土日祝日（ただし、行事等で学校長が土日祝日に勤務することが 必要と認めた場

合は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める。） 

令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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▼専門系（生涯学習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集番号 45 資料整理作業員 受付窓口 教育推進課 文化財保護担当（郷土資料館） 

任用形態 パートタイム 募集人数 2 人 

応募資格 パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・収蔵資料（古文書、民具、書籍その他）の受け入れのための清掃作業 

・収蔵資料の計測・登録作業 

・特別展や企画展の準備作業（展示予定品の搬出作業、パネル作成作業、展示什

器の移動作業ほか） 

・講座実施時の補助作業 

・資料データの入力作業 

・その他、資料館業務において職員から指示された作業など 

勤務場所 宮代町郷土資料館 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 火曜日から日曜日までのうちの 3日以内 

1 日の勤務時間 9 時から 16 時まで（6時間） 休憩時間 1 時間 

1 か月の勤務日数 12 日以内 

休日等 月曜日（祝日にあたる場合は、直後の平日）、令和 5年 12 月 29 日から令和 6年 1

月 3日まで 

給与・報酬 時給 988 円    期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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募集番号 46 屋外展示物等管理作業員 受付窓口 教育推進課 文化財保護担当（郷土資料館）

任用形態 パートタイム 募集人数 5 人 

応募資格  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・敷地内の指定文化財建造物（旧加藤家住宅 1棟・旧齋藤家住宅 3棟・旧進修館）

及び縄文時代復元住居の開館・閉館準備作業 

・旧加藤家住宅におけるカマドの火燃し作業、西原自然の森敷地内の清掃作業、

樹木の簡易な剪定、イベント補助など 

勤務場所 宮代町郷土資料館 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日 火曜日から日曜日までのうちの 2～4日 

1 日の勤務時間 ①9時 15 分から 12 時 45 分まで（3時間 30 分） 

②12 時 45 分から 16 時 45 分まで（4時間） 

休憩時間 なし 

※①②のシフトによる勤務 

ただし、敷地内管理の際に、1日単位での作業を行う場合（やや広範囲の剪定作

業や、補修などの軽微な修繕など）には、7時間勤務とする（休憩時間 1時間）。 

休日等 郷土資料館の条例で定められた休館日 

（月曜日、月曜日が祝日の場合は直後の平日、令和 5年 12 月 28 日から令和 6年 1

月 4日、展示替などの館内整理日） 

給与・報酬 時給 1,009 円   期末手当 なし 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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募集番号 47 発掘調査員 受付窓口 教育推進課 文化財保護担当（郷土資料館） 

任用形態 パートタイム 募集人数 1 人 

応募資格 次の（1）～（3）の要件を全て満たし、主な発掘調査歴、報告書執筆歴をまとめ

た経歴書を提出。（A4 縦長横書きで任意様式） 

（1）発掘調査を実施するために十分な能力と経験を有し、発掘調査現場に常駐し

て直接、発掘調査の全ての工程を適切に進行させることができるとともに、発掘

調査報告書を適切に作成できる人 

（2）大学（4年制）もしくは大学院で考古学を専攻した人又はそれと同等の知識

を有する人                                

（3）普通自動車運転免許を保有している人                  

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・埋蔵文化財発掘調査作業の進行管理、現場作業の的確な実施（遺構の検出、調

査、測量、写真撮影等） 

・埋蔵文化財の整理作業（報告書刊行までの作業の実施、進行管理等。遺構、遺

物についての記述） 

・各作業における作業員への適切な指示及び指導                                                            

勤務場所 宮代町郷土資料館 （発掘作業時は町内発掘現場） 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日   火曜日から日曜日までのうち 3日以内 

1 日の勤務時間   9 時から 16 時（6時間） 休憩時間 1時間 

1 か月の勤務日数  12 日以内                                                 

※発掘調査現場の状況等により、必要と認めた場合は時間外勤務を指示する場合

あり。 

休日等 月曜日（祝日にあたる場合は、直後の平日。ただし、発掘等で勤務することが必

要と認めた場合は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める）、令和 5 年 12 月

29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,140 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 
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募集番号 48 発掘作業員 受付窓口 教育推進課 文化財保護担当（郷土資料館） 

任用形態 パートタイム 募集人数 7 人 

応募資格 ・パソコン(エクセル、ワード)の基本的操作ができる人 

・未経験でも良いが、遺物の実測や復元などの細かな作業に取り組むことができ

る人 

・屋外での作業(発掘調査に伴う土木作業的業務)が出来る人 

任用期間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日まで 

業務内容 ・遺跡の調査に伴う土木、発掘作業 

・記録保存の為の遺構等の測量、実測作業 

・出土遺物の洗浄、注記、接合、実測、拓本、トレ－ス作業等 

勤務場所 宮代町郷土資料館 （発掘作業時は町内発掘現場） 

勤務日及び 

勤務時間 

1 週間の勤務日   火曜日から日曜日までのうち 3日以内 

1 日の勤務時間   9 時から 17 時（7時間）  休憩時間 1時間 

1 か月の勤務日数  12 日以内                                                 

※発掘調査現場の状況等により、必要と認めた場合は時間外勤務を指示する場合

あり。     

休日等 月曜日（祝日にあたる場合は、直後の平日。ただし、発掘等で勤務することが必

要と認めた場合は、勤務日及び週休日等の割振りを別に定める）、令和 5 年 12 月

29 日から令和 6年 1月 3日まで 

給与・報酬 時給 1,006 円   期末手当 あり 

健康保険等 健康保険・厚生年金保険 なし   雇用保険 なし 


