
お知らせ　PICK-UP

11	 広報いわぬま2022.1月号 広報いわぬま2022.1月号	 10

　令和4年度に勤務することが可能な会計年度任用職員の採用試験（作文、面接など）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）

市税などの収納および徴
収業務の補助 月額�120,480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
口事務経験を有する方

1人 税務課
（☎内線240）

②事務補助員
　（一般事務）

保育所、子育て支援関係
事務に関する補助 月額�120,480円 7時間45分（週4日） 1人 子ども福祉課

（☎内線397）

③事務補助員
　（一般事務）

ハナトピア岩沼に関する
事務・運営補助 月額� 90,360円 7時間45分（週3日） 1人 ハナトピア岩沼

（☎23-4787）

④事務補助員
　（一般事務）

商工観光課における事務
補助 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日） 1人 商工観光課
（☎内線322）

⑤事務補助員
　（一般事務）

勤労者活動センターの窓
口受付・施設管理 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日） 2人
勤労者

活動センター
（☎25-1318）

⑥事務補助員
　（一般事務）

用地買収および土木課の
事務に係る補助 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日） 1人 土木課
（☎内線472）

⑦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

7時間45分
（ 週4日、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）
⑧事務補助員
　（一般事務）

岩沼西コミュニティセン
ターの窓口、施設管理業
務

月額�120,480円
7時間45分
（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、パ
ソコン操作経験および窓口事務経験を有
する方

1人

⑨事務補助員
　（一般事務）

交通安全、防犯業務に関
する窓口対応や書類作
成、催事運営に関する補
助

月額�112,707円 7時間45分以内
（週4日）

以下の①～③を全て満たす方
①�パソコン操作経験および窓口事務経験
を有する方

②�普通自動車免許を有し、日常的に運転
している方

③�交通安全や防犯活動に理解・関心のあ
る方

1人 生活環境課
（☎内線334）

⑩事務補助員
　（一般事務）

市史資料保存活用に関す
る事務補助 月額�112,707円 7時間45分以内

（週4日）
市史編纂などに関する事務に従事経験の
ある方 1人 生涯学習課

（☎内線573）

⑪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 月額�112,707円

7時間15分
（ 週4日、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）

⑫納税勧奨員 市税などの納付勧奨（臨
戸訪問など） 月額�137,628円 7時間45分以内

（週4日）

普通自動車免許を有し、簡単なパソコン
操作ができ、税務行政に理解および関心
がある方

1人 税務課
（☎内線240）

⑬技術補助員 保健事業の補助 月額�116,340円 7時間45分（週3日） 保健師の資格を有し、訪問指導の経験が
ある方 1人 健康増進課

（☎内線347）

⑭技術補助員 各種健診など保健事業の
補助業務 時給� 1,038円

8時30分～17時15分
の間で調整（月3～4回
程度）

看護師の資格を有する方 若干名 健康増進課
（☎内線342）

⑮介護支援専門員
　（�介護認定調査
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） 介護支援専門員資格を有し、普通自動車
免許を有する方 1人 介護福祉課

（☎内線774）

⑯産業立地推進員

企業からの情報収集、相
談対応、企業誘致業務お
よびこれらに関する事務
補助

月額�141,220円 7時間45分以内
（週4日）

以下の①～③を全て満たす方
①�営業、企業誘致、土地造成などの実務
経験を有する方

②普通自動車免許を有する方
③基本的なパソコン操作ができる方

1人 産業立地推進室
（☎内線371）
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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

⑰業務補助員 千年希望の丘に関する環
境美化作業業務 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

千年希望の丘
交流センター
（☎23-8577）

⑱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 若干名

教育総務課
（☎内線552）

⑲学校図書館司書 学校図書館運営に関わる
業務 月額�139,520円

7時間45分（週4日）
または
7時間以内（週5日）

司書または司書補の資格を有する方 若干名

⑳学校指導助手
小・中学校の児童生徒に
対する学習および生活指
導やプール監視など

月額�222,503円 6時間（週5日）

昭和47年4月2日以降に生まれた方で、
有効な小学校または中学校の教員免許状
を有する方（令和4年3月31日までに
取得見込みも含む）

1人

学校教育課
（☎内線562）

月額�229,920円 7時間45分（週4日）

㉑�特別支援指導助
手

特別な教育的支援を要す
る児童生徒に対する学習
および生活指導やプール
監視など

月額�222,503円 6時間（週5日）
1人

月額�229,920円 7時間45分（週4日）

㉒�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
生活上の支援および学習
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4
年3月31日で卒業見込みも含む） 若干名

㉓�いわぬま心のケ
アハウスコー
ディネーター

不登校や不登校傾向、発
達障害などの児童生徒の
心の面と学習面のサポー
トをコーディネートする
業務など

月額�141,600円 7時間45分（週4日）
大学を卒業した方で、過去に教育の分野
において教育相談などの活動経験のある
方

1人

㉔�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） 大学を卒業した方で、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

㉕�市史資料保存活
用専門員

市史資料保存活用に関す
る事務（市史編纂時に収
集された資料などの整
理、保存、活用に関する
こと）

月額�181,034円 7時間45分以内
（週4日）

市史編纂の知識を有する方（過去に市史
編纂などに従事経験のある方は履歴書に
その旨を記入）

1人 生涯学習課
（☎内線573）

㉖司書 図書館運営に関する業務 月額�139,520円
7時間45分
（週4日、土・日曜日・
祝日勤務あり）

司書資格を有し、過去5年以内で図書館
での実務経験が3年以上ある方 1人 市民図書館

（☎24-3131）

㉗滞納整理員 水道料金滞納整理などに
関する業務 月額�147,120円 7時間45分（週4日） 債権の管理・回収業務経験、パソコン操

作経験および窓口事務経験を有する方 1人 経営企画課
（☎内線457）

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／③ハナトピア岩沼、⑤勤労者活動センター、⑦いわぬま市民交流プラザ、⑧岩沼西コミュニティセンター、⑩㉕ふる
さと展示室（市民図書館内）、⑪㉖市民図書館、⑬⑭保健センター、⑮総合福祉センター、⑰千年希望の丘交流センター、⑱
～㉒市内小中学校、㉓㉔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／⑦⑧2月3日㈭、⑪㉖2月7日㈪、⑳～㉒2月14日㈪、そのほかは申込者に後日連絡
受付期間／1月5日㈬～21日㈮（郵送の場合は、受付期間の最終日必着）
試験内容／作文（④⑥⑦⑧⑮⑯⑲～㉒㉖㉗）、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　※子ども福祉課は郵送不可。
申込方法／③〒989-2464三色吉字雷神7-1　ハナトピア岩沼、⑤〒989-2464三色吉字松150-1　勤労者活動センター、⑪
㉖〒989-2448二木二丁目8-1　市民図書館、⑮〒989-2427里の杜三丁目4-15　介護福祉課、⑰〒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番20号　岩沼市役所�各担当課�宛
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