
担当課 募集職種 募集人員 報酬（給与） 勤務時間 職務内容・雇用条件等

レセプト点検員 1 日給6,331円 月１１日
午前８時３０分～午後４時３０分

・国保レセプト点検業務等
・医療事務有資格者及び経験者
（募集人員に満たない場合は、無資格者でも
雇用する場合あり）
・パソコン操作のできる方

事務補助員 1 日給5,426円
月１３日
午前９時～午後４時

・マイナンバーカード交付及び一般事務補助
・パソコン操作のできる方

介護認定調査員 2 月給149,845円
月～金
午前９時～午後５時

・要介護認定調査業務
・看護師、社会福祉士・介護福祉士等資格
・調査員としての経験のある方
・普通自動車運転免許

主任介護支援専門員 1 月給176,580円
月～金
午前９時～午後５時

・認定調査及びケアプラン作成等
・主任介護支援専門員資格
・普通自動車運転免許

介護支援専門員 1 月給164,567円
月～金
午前９時～午後５時

・認定調査及びケアプラン作成等
・介護支援専門員資格
・普通自動車運転免許

認知症地域支援推進員 1 月給164,567円
月～金
午前９時～午後５時

・認知症相談、ケアマネージメント業務等
・社会福祉士、介護福祉士資格
・普通自動車運転免許

地域力強化推進員 1 月給164,567円 月～金
午前８時３０分～午後４時３０分

・地域福祉に関する業務等
・社会・精神保健・介護福祉士、保健師、看
護師等資格者または地域づくり等の活動実
績のある方

事務補助員 1 日給5,426円
月１３日
午前９時～午後４時

・健診事務補助及び一般事務補助
・パソコン操作のできる方

保育教諭
（保育教諭助手）

26
日給7,978円
（日給7,083円）

月～金
午前７時３０分～午後７時のうち
７時間勤務（シフト制）

・園児の教育・保育の補助
・幼稚園教諭・保育士・小学校教諭・養護教
諭のいずれかの免許・資格
（募集人員に満たない場合は、無資格者を保
育教諭助手として雇用する場合あり）
・土曜日の交代勤務あり

保育教諭（短時間）
（保育教諭助手（短時間））

3
時給1,140円
（時給1,012円）

月～金
早番：午前７時３０分～８時３０分
遅番：午後５時～７時

・早朝、夕方の時間帯における保育の補助
・幼稚園教諭・保育士・小学校教諭・養護教
諭のいずれかの免許・資格
（募集人員に満たない場合は、無資格者を保
育教諭助手として雇用する場合あり）

養護教諭 3 日給7,978円
月～金
午前８時３０分～午後４時３０分

養護教諭資格（看護師の場合は要相談）

子育て支援員
（子育て支援員助手）

2
日給7,083円
（日給6,722円）

月～金
午前８時３０分～午後４時３０分

・子育て支援センターでの業務
・県研修の修了者または保育士
（募集人員に満たない場合は、未経験者を子育て
支援員助手として雇用する場合あり）

調理員 2 日給6,313円
月～金
午前８時３０分～午後４時３０分

・なかのこ認定こども園での調理業務
・調理師免許

子ども家庭支援員 1 日給8,408円 月～金
午前８時３０分～午後４時３０分

・要保護児童等への支援業務等
・社会福祉士、保健師、保育士、教員等免
許・資格

健康福祉課
☎92-1119

住民課
☎92-1112

子育て支援課
☎92-1115

令和３年度那珂川町会計年度任用職員募集案内

募集期間：令和２年１２月１６日（水）～令和３年１月１５日（金）

※土日・祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。

申込書類：①会計年度任用職員任用願（総務課で配布又は町ホームページよりダウンロード）

②資格・免許を証明するものの写し

申込先 ：那珂川町役場 総務課 行政係 電話 ０２８７－９２－１１１１

その他 ：職務内容・雇用条件等の詳細は、各担当課にお問い合わせください。

募集職種、募集人員、報酬（給料）、勤務時間、職務内容・雇用条件等は下記のとおりです。



陸砂利砕石監視員 1 日給7,009円
月１０日
午前８時３０分～午後５時１５分

・陸砂利砕石現場の状況把握
・違反行為の監視及び情報収集
・普通自動車運転免許

施設維持作業員 2 日給6,313円
月～金
午前９時～午後５時

・農道、林道等の環境美化・補修作業等
・刈払機講習受講者または受講できる方
・普通自動車運転免許

農地中間管理機構専門員 1 日給6,572円
月～金
午前９時～午後５時

・農地中間管理機構の事務

イノシシ肉加工作業員Ａ 2 日給9,066円
月～金
午前９時～午後５時

・イノシシ肉の精肉加工等業務（食肉加工経
験者）
・普通自動車運転免許

イノシシ肉加工作業員Ｂ
（7時間勤務）

1 日給8,159円
月～金
午前９時～午後５時

・イノシシ肉の精肉加工等業務
・普通自動車運転免許

イノシシ肉加工作業員Ｂ
（6時間勤務）

2 日給6,993円
月～金
午前９時～午後４時

・イノシシ肉の精肉加工等業務
・普通自動車運転免許

イノシシ肉加工所事務補助員 1 日給6,331円
月～金
午前９時～午後５時

・イノシシ肉の精肉加工所の事務補助業務
・普通自動車運転免許

建設課
☎92-1118

施設維持作業員 4 日給6,313円
月～金
午前９時～午後５時

・町道、公園等の環境美化・補修作業等
・刈払機講習受講者（又は受講できる方）
・普通自動車運転免許

学習補助教諭 11 日給9,083円
月～金
午前８時～午後４時

・小中学校での授業補助
・教員免許（小中学校）
・学校休業日は原則として勤務なし

小学校支援職員 3 日給6,331円
月～金
午前８時～午後４時

・要支援児童の学校生活支援
・学校休業日は原則として勤務なし

学校校務助手 5 日給6,313円
月～金
午前８時～午後４時

・給食補助、校務助手
・学校休業日は原則として勤務なし
・普通自動車運転免許（マニュアル車）

学校図書館司書
（又は学校図書館事務員）

2
日給7,083円
（日給6,331円）

月～金
午前８時～午後４時

・学校図書館の司書業務
・司書資格（又は図書館事務経験者）
・学校休業日は原則として勤務なし

なす風土記の丘資料館及び
馬頭郷土資料館館長

1 月額178,206円 土日を含む週５日
午前９時１５分～午後５時１５分

・資料館管理運営業務全般
・学芸員資格（又は知識経験のある方）

なす風土記の丘資料館及び
馬頭郷土資料館嘱託学芸員

4 月額159,870円 土日を含む週５日
午前９時１５分～午後５時１５分

・資料館運営に関わる展示、解説、企画、図
録、パンフレット作成、文化財資料の調査、
研究、保護及びそれらの活用、啓蒙普及事
業
・学芸員資格（又は学芸員補資格）

馬頭広重美術館
館長

1 月額178,206円
土日を含む週５日
午前９時～午後５時

・美術館業務の掌理、監督
・学芸員資格（又は知識経験のある方）

馬頭広重美術館
嘱託学芸員

1 月額159,870円
土日を含む週５日
午前９時～午後５時

・学芸員業務
・学芸員資格

馬頭広重美術館
事務補助員

1 時給904円
土日を含む週５日
午前９時～午後５時

・受付案内、一般事務
・パソコン操作のできる方

学校教育課
☎92-1124

生涯学習課
☎92-1135

産業振興課
☎92-1113

◆雇用期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間です。

ただし、職種によっては雇用開始日や雇用終期日が異なる場合がありますので、担当課へご確認ください。

◆報酬（給料）については、町規則の定めにより会計年度任用職員としての経験年数が考慮されます。

◆報酬（給料）のほかに規定に基づく交通費、期末手当（年２回）が支給されます。

◆募集人員は、諸般の事情により変更となる場合があります。

◆選考は、書類審査及び必要に応じ、面接を実施します。面接は１月下旬から２月上旬を予定しています。

◆結果通知は、２月中旬に本人宛通知します。


