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　令和3年度任用の会計年度任用職員の採用試験を実施します。詳しくは、市ホームページ「会計年度任用職員募集情報」に掲載し
ている実施要領をご覧いただくか、各課へ問い合わせください。

職種 業務内容 報酬 勤務時間 受験資格など 募集人数 担当課・問
①事務補助員
　（一般事務）

情報公開室運営に関する
補助業務 月額� 87,445円 7時間30分（週3日）

市内在住で、パソコン操作経験および窓
口事務経験を有する方

1人 総務課
（☎内線517）

②事務補助員
　（一般事務）

賦課業務における窓口、
書類整理、データ入力業
務など

月額�120,480円 7時間45分（週4日） 2人
税務課

（☎内線242・
244）

③事務補助員
　（一般事務）

各種健診など保健事業に
関する補助業務 月額� 87,445円 7時間30分（週3日） 2人 健康増進課

（☎内線342）
④事務補助員
　（一般事務）

児童手当、児童扶養手当
に関する補助 月額�120,480円 7時間45分（週4日） 1人 子ども福祉課

（☎内線396）

⑤事務補助員
　（一般事務）

市民会館・中央公民館の
窓口受付および事務補助 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日） 2人
市民会館・
中央公民館

（☎23-3450）

⑥事務補助員
　（一般事務）

市民活動の支援に関する
業務およびいわぬま市民
交流プラザの窓口、施設
管理業務

月額�120,480円
週31時間
（8時30分～19時の間
で早出・遅出あり。土曜
日勤務あり）

市内在住で、市民活動に理解と強い関心
を持ち、パソコン操作経験および窓口事
務経験を有する方

1人
さわやか
市政推進課

（☎内線642）

⑦事務補助員
　（一般事務）

心身障害者医療費助成申
請書などの整理・システ
ム入力業務

月額� 87,445円 7時間30分（週3日）
市内在住で、心身障害者医療費助成制度
などの知識を有し、パソコンの操作経験
および実務経験が2年以上ある方

1人 健康増進課
（☎内線343）

⑧事務補助員
　（一般事務）

放射能測定業務、生活環
境課における事務補助な
ど

月額� 81,615円 7時間（週3日）
市内在住で、普通自動車免許を有し、環
境衛生に関する制度・業務に理解・関心
がある方

1人 生活環境課
（☎内線335）

⑨事務補助員
　（一般事務） 土木課における事務補助 月額�120,480円 7時間45分（週4日） 市内在住で、木造建築士以上の資格を有

し、CADを使用できる方 1人 土木課
（☎内線413）

⑩事務補助員
　（一般事務）

図書貸し出しおよび返本
などの補助業務 時給� 925円

4～7時間
（9時～19時15分のシ
フト制、土・日曜日・祝
日の勤務あり）

市内在住の方 若干名 市民図書館
（☎24-3131）

⑪事務補助員
　（一般事務）

排水設備申請業務などに
関する補助業務 月額�120,480円 7時間45分（週4日） 市内在住で、2級建築士以上の資格を有

する方 1人 下水道事業所
（☎内線444）

⑫特定事務補助員 施設管理または区画整理
事業における事務補助 月額�141,600円 7時間45分（週4日） 行政機関における施設管理または区画整

理に関する実務経験を3年以上有する方 若干名 政策企画課
（☎内線521）

⑬施設管理員 施設維持管理に関する補
助業務 月額�105,915円 7時間45分以内

（週3日）
市内在住で、施設管理経験を3年以上有
し、普通自動車免許を有する方 1人

グリーンピア
岩沼

（☎25-5122）

⑭技術補助員

各種健診など保健事業の
補助業務

月額� 77,560円 7時間45分（週2日） 保健師の資格を有する方 2人 健康増進課
（☎内線347）

⑮技術補助員
時給� 1,038円

8時30分～17時15分
の間で調整
（月3～4日程度）

看護師の資格を有する方 若干名 健康増進課
（☎内線342）

⑯技術補助員 歯科衛生士の資格を有する方 1人 健康増進課
（☎内線347）

⑰介護支援専門員
　（認定調査担当）

要介護・要支援認定調査
業務（パソコンにより調
査内容をまとめる作業を
含む）

（介護支援専門員
資格更新あり）
月額�176,170円

（介護支援専門員
資格更新なし）
月額�170,707円 7時間15分（週4日）

①～③を全て満たす方
①介護支援専門員の登録がなされている
②普通自動車免許を有している
③�要介護・要支援認定調査業務経験があ
る

5人

介護福祉課
（☎内線774）

⑱介護支援専門員
　（�介護予防推進
担当）

介護予防事業、介護予防
普及啓発事業に関する補
助業務

①～③を全て満たす方
①介護支援専門員の登録がなされている
②普通自動車免許を有している
③�保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士
のいずれかの資格を有している

1人

⑲介護支援専門員
　（�認知症総合支
援担当）

認知症総合支援事業に関
する補助業務

①～③を全て満たす方
①介護支援専門員の登録がなされている
②普通自動車免許を有している
③�認知症介護指導者養成研修を修了して
いる

1人

⑳介護事務補助員
介護保険窓口業務・要介
護認定・要支援認定に関
する補助業務

月額�126,402円

①～③を全て満たす方
①介護保険制度に精通している
②�パソコン（ワード、エクセル）の使用
ができる

③普通自動車免許を有している

2人

㉑児童厚生補助員 児童の健全育成に係る補
助

（有資格）
月額�152,320円
（無資格）
月額�129,280円

週31時間
（8時～19時15分のシ
フト制、土曜日勤務あり）

（有資格）保育士資格、幼稚園教諭また
は学校教諭免許状を有する方
（無資格）児童福祉施設などでの勤務経
験を有する方または放課後児童クラブ支
援員に関心を有する方

若干名
子ども福祉課
（☎内線393）

（有資格）
時給� 1,170円
（無資格）
時給� 993円

週16時間～相談可
（週4～5日のシフト制、
土曜日勤務あり）

㉒�子育て支援業務
補助員 子育て支援補助 月額�147,120円

週31時間
（8時30分～17時15分
のシフト制）

保育士資格を有し、保育実務経験を3年
以上有する方 若干名

会計年度任用職員採用試験のご案内
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職種 業務内容 報酬 勤務時間 受験資格など 募集人数 担当課・問

㉓保育士 保育補助 月額�152,320円
週31時間
（7時30分～19時15分
のシフト制、土曜日勤務
あり）

保育士資格を有する方
※�㉔の報酬、勤務時間で任用されること
があります。

10人
程度

子ども福祉課
（☎内線393）

㉔保育士 心身障害児療育補助 月額�147,120円
週31時間
（8時30分～17時15分
のシフト制、土曜日勤務
あり）

保育士資格を有し、療育支援実務経験を
2年以上有する方 1人

㉕園内管理員 園内管理に関する補助業
務 月額�141,600円 7時間45分（週4日） 市内在住で、普通自動車免許を有し、造

園業に従事経験のある方 1人 ハナトピア岩沼
（☎23-4787）

㉖生活環境相談員 環境衛生に係る相談およ
び指導業務など 月額�132,464円 7時間45分以内

（週4日）
普通自動車免許を有し、環境衛生に関す
る制度・業務に理解・関心がある方 1人 生活環境課

（☎内線335）

㉗境界調査補助員 土地境界調査に関する補
助業務 月額�132,464円 7時間45分以内

（週4日）
普通自動車免許を有し、測量補助経験を
5年以上有する方 1人 土木課

（☎内線472）

㉘業務補助員 公園管理に関する補助業
務 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日）
市内在住で、普通自動車免許を有し、草
刈機などの操作経験のある方 1人 復興・都市整備

課（☎内線424）

㉙業務補助員 千年希望の丘エリアの環
境美化業務 月額�112,707円

7時間45分以内
（週4日、土・日曜日・
祝日勤務あり）

市内在住で、普通自動車免許を有し、乗
用草刈機などの操作・作業経験のある方 1人

千年希望の丘
交流センター
（☎23-8577）

㉚学校業務補助員 学校の環境整備、教員業
務アシスタント 月額�120,480円 7時間45分（週4日） 市内在住の方 3人 教育総務課

（☎内線552）

㉛�特別支援教育支
援員

特別な教育的支援を要す
る児童生徒に対する日常
生活の支援および学習支
援など

時給� 1,038円
6時間（週5日）
※�長期休業期間中は勤務
を要しません。

大学もしくは短大を卒業した方（令和3
年3月31日で卒業見込みも含む） 2人

学校教育課
（☎内線562）
※同課備え付け
の用紙により
申し込み。

㉜�いわぬま心のケ
アハウススー
パーバイザー

心のケアハウスの事業総
括、各サポート機能の
コーディネートおよび関
係機関との連絡調整、不
登校や不登校傾向、別室
登校の児童生徒の心の面
や学習面の支援および保
護者との教育相談など

月額�181,200円 7時間45分（週4日） 教職（管理職）経験者 1人

学校教育課
（☎内線562）

㉝�いわぬま心のケ
アハウス心の相
談員

不登校や不登校傾向、別室
登校などの児童生徒の心の
面や学習面の支援および保
護者との教育相談など

月額�141,600円 7時間45分（週4日）
・�大学を卒業した方
・�過去に教育の分野において活動経験の
実績などがある方

1人

㉞�いわぬま心のケ
アハウスサポー
ター

ケアハウスに通所する児
童生徒の心の面と学習面
の支援など

月額� 39,228円 3時間（週3日） 大学を卒業した方（令和3年3月31日
で卒業見込みも含む） 1人

㉟司書 図書館運営に関わる業務 月額�139,520円
7時間45分以内
（週4日、土・日曜日・
祝日勤務あり）

司書資格を有し、過去5年以内に図書館
での実務経験が3年以上ある方 3人 市民図書館

（☎24-3131）

㊱滞納整理員 水道料金滞納整理など関
係業務 月額�147,120円 7時間45分（週4日） 市内在住で、パソコン操作経験および窓

口事務経験のある方 1人 水道事業所
（☎内線458）

㊲�排水設備等計画
確認審査員

排水設備申請業務などにお
ける一般事務および審査 月額�132,464円 7時間15分（週4日） 排水設備等工事責任技術者の資格を有す

る方 1人 下水道事業所
（☎内線444）

任用期間／原則1年（勤務実績によって、最大で2回まで再度任用されることがあります）
報酬額／上表に記載のある額は一定の職務経験などを有している場合の報酬額になります。詳しくは、市条例・規則にのっとり
計算します
勤務場所／⑤市民会館、⑥いわぬま市民交流プラザ、⑩㉟市民図書館、⑬グリーンピア岩沼、⑭～⑯保健センター、⑰～⑳総合
福祉センター（ あいプラザ）、㉑児童館・児童センター（北児童センター分室含む）、㉒子育て支援センターおよび東子育て
支援センター、㉓保育所、㉔すぎのこ学園、㉕ハナトピア岩沼、㉙千年希望の丘交流センター、㉚㉛小・中学校、㉜～㉞いわ
ぬま心のケアハウス（勤労者活動センター内）、そのほかは市役所
報酬支払日／月末締め翌月15日支払い（土・日曜日・祝日の場合はその前日）
※交通費（通勤に係る費用）は、市職員に準じて支給します。また、任用期間などにより社会保険および雇用保険に加入するこ
とがあります。
期末手当支払日／6月期分は7月5日、12月期分は12月18日（土・日曜日・祝日の場合はその前日）
採用試験／②1月21日㈭、③⑦⑭～⑯2月2日㈫、⑤2月10日㈬、⑥⑩㉟2月8日㈪、㉕2月5日㈮、㉛2月15日㈪、そのほ
かは申込者に後日連絡
受付期間／②1月4日㈪～14日㈭、㉙1月8日㈮～22日㈮、そのほかは1月5日㈫～22日㈮（郵送の場合は、受付期間の最
終日必着）
試験内容／作文（①③⑤～⑦⑰～⑳㉖㉛㉟㊱）、面接
申込方法／履歴書（証明書などの写しも添付）を各担当課へ郵送または持参（封筒の表に「会計年度任用職員採用試験申込（担
当課・職種番号・職種）」と記載）してください　※介護福祉課、子ども福祉課は郵送不可。
宛先／⑤〒989-2427里の杜一丁目2-45　市民会館、⑩㉟〒989-2448二木二丁目8-1　市民図書館、⑬〒989-2455北長谷
切通1-1　グリーンピア岩沼、㉕〒989-2464三色吉字雷神7-1　ハナトピア岩沼、㉙〒989-2421下野郷字浜177　千年希
望の丘交流センター、そのほかは〒989-2480桜一丁目6-20　岩沼市役所�各担当課宛
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