
　　　　１． 会計年度任用職員とは

　　　　２． 申込方法

　　　　３．募集受付期間

　　　　４．選　　考

　　　　５．選考結果

　　　　６． 勤務条件

　　　　　選考結果は、3月上旬までに文書にて通知します。

　　　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
　　　　　　※翌年度も職が設定され、勤務成績が良好な場合、再度任用される場合があります。

　　　　　書類選考及び面接を経て採用を決定します（面接は2月を予定しておりますが、具体的な面接日や
        面接時間については、文書にて通知します）。

　　　　　川辺町では、会計年度任用職員として役場で勤務していただける方を募集します。

　　　　　　会計年度任用職員とは、原則として1会計年度(4月～翌年3月)を任期として採用される非常勤職
          員です（現在の「嘱託職員」から「会計年度任用職員」に変わります）。会計年度任用職員について
          も地方公務員法上の服務(守秘義務など)に関する規定が適用されます。

　　　　　　川辺町会計年度任用職員任用申込書に顔写真を貼付し、必要事項を記入の上、各資格の写し
          (運転免許証を除く)を添えて下記受付期間内に役場総務課へ持参若しくは郵送にて提出してくだ
          さい（申込書は1月10日より役場総務課にて配付及び町のホームページにてダウンロードできます）。

　　　　　令和2年1月10日（金曜日）から令和2年1月31日（金曜日）まで
　　　　　　※郵送の場合は、1月31日必着



　　　◎ 地方公務員法第16条により、次のいずれかに該当する人は受験できません。

【 募集する職種 】
 ◆ 一般事務(２０名程度)

業務内容 一般事務の補助、窓口業務、電話応対など

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町役場　又は　川辺町中央公民館

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 普通自動車運転免許

報酬（月額） 140,700 円 ／ 月～

諸手当

その他

 ◆ 公用車運転手(若干名)

業務内容 特別職等の運転業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　必要とされる時間

必要資格 普通自動車運転免許

報酬（時給） 1,200 円/時間

諸手当

 ◆ 屋外作業員(若干名)

業務内容 草刈、樹木伐採等の屋外での作業

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度（町より依頼のある日）

勤務場所 川辺町内の町有施設等

必要経験 草刈機の使用及び簡単な剪定作業ができること

報酬（日額） 12,500 円 ／ 日

諸手当

 ◆ 公園等施設管理人(３名)

業務内容 町の公園等屋外施設の管理業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 公園等屋外施設

必要経験 草刈機の使用及び簡単な剪定作業ができること

必要資格 普通自動車運転免許

報酬（月額） 126,000 円 ／ 月～

諸手当

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

配属先により、休日の勤務があることもあります。（平日に振替えとなります。）

通勤手当（通勤距離2km以上）

　　　　 (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人

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

　　　　 (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人

　　　　 (2) 川辺町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人

　　　　 (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人

通勤手当（通勤距離2km以上）



【 募集する職種 】
 ◆ 介護認定調査員(若干名)

業務内容 介護保険認定事務、福祉関係窓口業務、電話応対等

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町役場内　地域包括支援センター

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 保健師・看護師資格のいずれか、普通自動車運転免許

報酬（月額） 154,000 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 介護予防プランナー(若干名)

業務内容 川辺町地域包括支援センターでの介護予防プラン作成、相談等業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町役場内　地域包括支援センター

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 保健師・看護師・社会福祉士資格のいずれか

報酬（月額） 154,000 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 生活支援コーディネーター(若干名)

業務内容 支援サービスの構築、関係機関とのネットワーク化等

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町役場内　地域包括支援センター

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 保健師・看護師資格のいずれか、普通自動車運転免許

報酬（月額） 154,000 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 保健師（月額・時給）(５名程度)

業務内容 保健師業務

勤務時間 （月額）月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

（時給）月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １６時１５分 のうち 必要な時間

勤務場所 川辺町役場内　保健センター、地域包括支援センター

必要資格 保健師資格

報酬（月額） 167,900 円 ／ 月～

報酬（時給） 1,500 円 ／ 時間

諸手当

 ◆ 管理栄養士(若干名)

業務内容 管理栄養士業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １６時１５分 のうち 必要な時間

勤務場所 川辺町役場内　保健センター、地域包括支援センター

必要資格 管理栄養士資格

報酬（時給） 1,500 円 ／ 時間

諸手当 通勤手当（通勤距離2km以上）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）



【 募集する職種 】
 ◆ 看護師(若干名)

業務内容 看護師業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １６時１５分 のうち 必要な時間

勤務場所 川辺町役場内　保健センター、地域包括支援センター

必要資格 看護師資格

報酬（時給） 1,200 円 ／ 時間

諸手当

 ◆ 歯科衛生士(若干名)

業務内容 歯科衛生士業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １６時１５分 のうち 必要な時間

勤務場所 川辺町役場内　保健センター、地域包括支援センター

必要資格 歯科衛生士資格

報酬（時給） 1,200 円 ／ 時間

諸手当

 ◆ 学校図書司書(若干名)

業務内容 町内小中学校の図書室の運営

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時 のうち ６時間（休校日を除く、週３０時間程度）

勤務場所 町内小中学校（１人で２校を担当していただきます。）

必要資格 図書司書資格　※取得見込みでも可

報酬（月額） 130,800 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 公民館図書司書(若干名)

業務内容 中央公民館の図書室の運営

勤務時間 火曜 ～ 金曜日    ９時 から １９時 のうち ６時間

土曜・日曜・祝日　９時 から １７時 のうち ６時間 （週３０時間程度）

勤務場所 川辺町中央公民館　図書室

必要資格 図書司書資格　※取得見込みでも可

報酬（月額） 123,000 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 公民館図書管理(若干名)

業務内容 中央公民館の図書室の貸出業務など

勤務時間 火曜 ～ 金曜日    ９時 から １９時 のうち ６時間

土曜・日曜・祝日　９時 から １７時 のうち ６時間 （週３０時間程度）

勤務場所 川辺町中央公民館　図書室

報酬（月額） 115,000 円 ／ 月～

諸手当

通勤手当（通勤距離2km以上）

通勤手当（通勤距離2km以上）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）



【 募集する職種 】
 ◆ 中央公民館管理人(２名)

業務内容 中央公民館施設管理業務

勤務時間 火曜 ～ 金曜日　１７時１５分 から ２１時３０分

土曜・日曜・祝日　８時３０分 から ２１時３０分　のうち必要な時間（週２０時間未満）

勤務場所 中央公民館

報酬（月額） 76,600 円 ／ 月～

諸手当

その他

 ◆ 北部公民館管理人(２名)

業務内容 北部公民館施設管理業務

勤務時間 火曜 ～ 日曜日　９時 から １３時又は１３時から１７時の交代で週４日勤務（週１６時間程度）

勤務場所 北部公民館

報酬（月額） 57,000 円 ／ 月～

諸手当

その他

 ◆ Ｂ＆Ｇ海洋センター管理人(２名)

業務内容 Ｂ＆Ｇ海洋センター施設管理業務

勤務時間 火曜 ～ 日曜日　１７時１５分 から ２２時

土曜・日曜・祝日　８時３０分 から ２２時　のうち必要な時間（週２２時間程度）

勤務場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

報酬（月額） 87,800 円 ／ 月～

諸手当

その他

 ◆ 岐阜県川辺漕艇場管理人(３名)

業務内容 岐阜県川辺漕艇場管理業務

勤務時間 ①月曜 ～ 日曜日　のうち５日間　８時３０分 から ２１時１５分 のうち ６時間４５分　程度

（週３３時間４５分）

②月曜 ～ 日曜日　のうち５日間

　 １６時４５分 から ２１時１５分 または １６時４５分 から １９時１５分（週２０時間未満）

勤務場所 岐阜県川辺漕艇場

必要資格 普通自動車運転免許

報酬（月額） ① 132,000 円 ／ 月～

② 87,800 円 ／ 月～

宿直 4,400 円 ／ 回（１９時から８時）　＊宿泊者がある時は宿直業務もあります。

諸手当

その他

＊障がい者手帳を取得している方の応募もできます。

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

３名での交代勤務となります。

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

夜間・休日の勤務となります。なお、２名での交代勤務となります。

＊障がい者手帳を取得している方の応募もできます。

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

２名での交代勤務となります。

＊障がい者手帳を取得している方の応募もできます。

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

夜間・休日の勤務となります。なお、２名での交代勤務となります。



【 募集する職種 】
 ◆ 社会教育指導員(若干名)

業務内容 社会教育指導、乳幼児学級等の運営

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町中央公民館

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 教諭免許、社会教育主事、保育士のいずれか及び普通自動車運転免許

報酬（月額） 161,100 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 療育指導員(若干名)

業務内容 発達障害児の支援及び相談業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 おおぞら教室

必要資格 教諭免許　又は　保育士　等、普通自動車運転免許

報酬（月額） 170,900 円 ／ 月～（経験者）

諸手当

 ◆ スクールガード(若干名)

業務内容 小中学校やこども園の安全確認・環境整備

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時 から １７時 のうち ４時間（週２０時間程度）

勤務場所 町内小中学校、こども園

必要資格 普通自動車運転免許

報酬（月額） 75,800 円 ／ 月～

諸手当

 ◆ 保育士・保育教諭（月額・時給）(２５名程度)

業務内容 保育・教育業務など

勤務時間 （月額）月曜 ～ 土曜日のうち５日間　７時３０分 から １９時 のうち ７時間　程度

（時給）月曜 ～ 土曜日　７時３０分 から １９時 のうち 必要な時間

勤務場所 第１こども園、第２こども園、おおぞら教室、保健センター

必要資格 保育士　及び　幼稚園教諭（※取得見込みも可）、普通自動車運転免許

報酬（月額） 167,100 円 ／ 月～（経験者）

報酬（時給） 1,100 円 ／ 時間

諸手当

その他

 ◆ 学校給食補助員(若干名)

業務内容 小中学校における給食配膳等補助業務

勤務時間 月曜 ～ 金曜日１０時 から １４時のうち３時間３０分（給食実施日のみ）

勤務場所 町内小中学校

報酬（時給） 920 円 ／ 時間

諸手当

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

時間・日数等は調整できます。

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）



【 募集する職種 】
 ◆ 学校教育支援員(２０名程度)

業務内容 小中学校での児童生徒支援業務・教科指導

勤務時間 月曜～金曜日８時３０分から１７時のうち必要な時間

勤務場所 町内小中学校

必要資格 教諭免許（中教科指導についてはその教科の免許）、普通自動車運転免許

報酬（時給） 1,300 円 ／ 時間（授業なし）

1,800 円 ／ 時間（授業あり）

諸手当

 ◆ 学校教育支援員(外国語)(若干名)

業務内容 小学校低学年の外国語活動の指導

勤務時間 月曜～金曜日８時３０分から１７時のうち必要な時間（週１日程度）

勤務場所 町内小学校

必要資格 教諭免許（小学校免許　又は　中学英語免許）、普通自動車運転免許

報酬（時給） 2,000 円 ／ 時間

諸手当

 ◆ 学校教育支援員（部活動）(若干名)

業務内容 中学校部活動の指導・引率等

勤務時間 週８時間程度（平日夕方の部活動及び土日の部活動）

勤務場所 川辺中学校

必要資格 普通自動車免許

報酬（時給） 1,600 円 ／ 時間

諸手当

 ◆ 子育て支援相談員(若干名)

業務内容 子育てに関する相談、訪問指導、電話応対など

勤務時間 月曜 ～ 金曜日　８時３０分 から １７時１５分 のうち ６時間４５分　程度

勤務場所 川辺町中央公民館

必要経験 パソコン操作 （基本的なワード、エクセルの入力など）

必要資格 保健師、社会福祉士、保育士等、普通自動車運転免許

報酬（月額） 170,900 円 ／ 月～（経験者）

諸手当

●休暇

　任用期間に応じて年次有給休暇（１年間に最大２０日）を付与します。

●社会保険

　加入要件を満たす職種については適用となります。

●雇用保険

　加入要件を満たす職種については適用となります。

問い合わせ　川辺町役場総務課　ＴＥＬ　５３－２５１１

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（1週間の平均勤務時間15時間30分以上、最大1.45月／年）

通勤手当（通勤距離2km以上）

通勤手当（通勤距離2km以上）

通勤手当（通勤距離2km以上）・期末手当（最大1.45月／年）


