
令和４年度 庄原市非常勤職員（会計年度任用職員）の 

追加募集について 

１ 応募受付期間  随時 

 

２ 募集職種   別表のとおり 

 

３ 応募資格 

  募集職種について、応募資格（必要な経験・資格等）のすべてを満たす人（別表参照） 

※庄原市での過去の任用期間、年齢や学歴による応募の制限はありませんが、以下のいずれかに該当する人

は応募できません。 

  (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)庄原市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(3)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 

 

※複数の職種に重複して応募することはできません。 

 

４ 勤務条件 

任用期間 採用の日から令和５年３月 31日までの必要な期間 

勤務時間 勤務場所・職種により異なります（別表参照） 

休日 土日祝、年末年始 ※勤務場所・職種により異なる場合があります（別表参照）。 

給料・報酬 業務内容及び職責等に応じて決定（別表参照） 

主な手当等 【交通費】通勤距離に応じて、通勤手当（費用弁償）を支給（徒歩２㎞圏内は支給なし）。

※有料駐車場利用者には、2,000 円を上限に加算します。 

【時間外・休日・夜間勤務手当】規定に基づき支給 

【期末手当】年２回 最大 年 2.40 月分 ※任用期間により支給されない場合があります。 

休暇 年次有給休暇、特別休暇（有給・無給）等 

※任用期間、勤務時間等により、取得要件や日数が異なります。 

社会保険等 市町村職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険等 

公務災害補償 労働災害補償保険または公務災害補償制度のいずれか 



５ 応募方法 

提出書類 「庄原市会計年度任用職員募集申込書（履歴書）」または「市販の履歴書（Ａ３版）」 

・「申込書」については、総務部総務課職員係又は各支所総務室で交付します。（市ホーム

ページからもダウンロードできます。） 

・「市販の履歴書」に記載の場合は、履歴書の上部に、希望する「職種、勤務場所」を朱

書きしてください。 

・顔写真を必ず貼ってください。 

・資格・免許の必要な職種については、資格・免許証の写しを添付してください。 

提出先 

（問い合わせ先） 

・上記の提出書類を、次の担当係宛に郵送または持参により提出してください。 

庄原市 総務部 総務課 職員係 

〒727-8501 庄原市中本町一丁目 10 番 1 号 電話 0824-73-1122 

・持参の場合の受付は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き、午前８時 30 分から

午後５時 15 分まで行います。 

・提出書類は返却いたしません。予めご了承ください。 

 

６ 選考方法 

  随時選考（面接選考又は書類選考）を行います。 

なお、面接選考の日程、会場等の詳細については、該当の方に別途ご連絡します。 

 

７ 服務について 

  地方公務員法に規定される服務に関する規定（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、政治的行為の制限等）が適用されるほか、懲戒の規定に該当する場合は、

同法に基づく処分の対象となります。 

 

８ 個人情報の取扱いについて 

  募集申込書に記載された個人情報については、庄原市会計年度任用職員に係る選考及び任用の手続きに必要

な範囲内で利用します。 

 

９ 合格から採用まで 

  地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１か月を良好な成績で勤務したと

きに会計年度任用職員として正式採用となります。 

 

10 その他 

 (1) 応募状況等により、募集人数と採用人数に差が生じることがあります。 

 (2) 具体的な勤務条件等について、面接時または任用開始時までにご説明します。 

 (3) 採用時までに関係条例・規則等の改正があった場合、その規定に従います。 

  



令和４年度　会計年度任用職員募集一覧表（No.1） 〔別 紙 １〕

庄
原

栄養士 1名
保育所管理運営業務の事務補助
（献立立案・栄養計算業務ほか）

○栄養士
○パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方

庄原市役所本庁
（児童福祉課）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 9:00～16:00 週5日（月～金） 日額 6,255円～ 別途連絡

庄
原

保育士 1名 保育所における保育業務 ○保育士の資格を有する方 山内保育所 採用の日 ～ 令和5年3月31日

7:30～18:30
（このうち7時間45
分勤務 ※シフト

制）

週5日
（月～土のうち5日

間）
月額 167,900円～ 別途連絡

庄
原

保健師または看護
師

1名 保健業務全般の事務補助

○保健師または看護師の資格を有す
る方
〇パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方
〇普通自動車運転免許（AT限定可）

庄原市役所本庁
（保健医療課）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 8:30～17:15 週5日（月～金） 月額 182,200円～ 別途連絡

庄
原

一般事務員 1名
業務の事務補助
（電話・窓口対応、文書・資料作成、データ整理ほか）

○パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方

庄原市役所本庁
（建設課）

採用の日 ～ 令和4年10月31日 8:30～17:15 週5日（月～金） 月額 150,600円～ 別途連絡

東
城

一般事務員 1名
業務の事務補助
（電話・窓口対応、文書・資料作成、データ整理ほか）

○パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方

庄原市役所東城支所
（市民生活室）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 8:30～17:15 週5日（月～金） 月額 150,600円～ 別途連絡

東
城

地域包括支援セン
ター業務専門員

1名
地域包括支援センター業務（高齢者に関する総合相
談、介護予防サービス支援計画表作成、高齢者世帯
訪問、関係機関との連携会議出席ほか）

〇介護支援専門員、社会福祉士、保
健師のいずれかの資格を有する方
〇パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方
〇普通自動車運転免許（AT限定可）

庄原市役所東城支所
（市民生活室）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 9:00～16:00 週5日（月～金） 日額 8,829円～ 別途連絡

東
城

一般事務員 1名
災害復旧事業の事務補助
（完成検査等に伴う現地確認の補助、台帳整理、文書
整理、電話・窓口対応等）

○パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方

庄原市役所東城支所
（産業建設室）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 8:30～17:15 週5日（月～金） 月額 150,600円～ 別途連絡

口
和

保育士 1名 保育所における保育業務 ○保育士の資格を有する方 みどり園保育所 採用の日 ～ 令和5年3月31日

7:30～18:30
（このうち7時間45
分勤務 ※シフト

制）

週5日
（月～土のうち5日

間）
月額 167,900円～ 別途連絡

比
和

地域包括支援セン
ター業務専門員

1名
地域包括支援センター業務（高齢者に関する総合相
談、介護予防サービス支援計画表作成、高齢者世帯
訪問、関係機関との連携会議出席ほか）

〇介護支援専門員、社会福祉士、保
健師のいずれかの資格を有する方
〇パソコン操作（ワード・エクセルな
ど）ができる方
〇普通自動車運転免許（AT限定可）

庄原市役所比和支所
（地域振興室）

採用の日 ～ 令和5年3月31日 9:00～16:00 週5日（月～金） 日額 8,829円～ 別途連絡

募集期間：随時
勤
務
地

職種 募集
人数

業務内容 必要な経験・資格等 勤務場所
（所属）

任用期間 勤務時間

※問合せ・申込先
　　　庄原市　総務部　総務課　職員係（℡ 0824-73-1122）

勤務日 給料・報酬額 試験日


