
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

 １ 勤務場所   市本庁舎、総合支所、市内公共施設（市立病院、市教育委員会、小中学校，

公民館,図書館など） 

 ２ 任用期間   令和２年４月１日から１年間（人事評価を踏まえ翌年度に再度任用する

可能性あり） 

 ３ 給料（報酬） 別紙のとおり（勤務時間・職種・職歴などにより異なります） 

 ４ 諸手当    通勤手当・期末手当など（期末手当は週 15 時間 30 分以上の勤務が６か月

以上継続する場合に支給），勤務期間・時間により退職手当も支給 

 ５ 休暇など   年次有給休暇、各種特別休暇あり。市町村職員共済組合又は社会保険加入 

 ６ 試験日時など 令和２年１月 19 日（日）午前 9 時～午後 3 時 

・教養試験  9：00～ 9：50（マークシート・50 分程度） 

・面接試験 11：00～15：00（集団面接・30 分程度） 

 ７ 試験会場   ①気仙沼市内（市役所・市立病院ほか） 

          ②TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口（仙台市青葉区花京院） 

          ③TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター（東京都中央区八重洲） 

 ８ 応募方法   12 月 15 日（日）から令和２年１月７日（火）までに、市公式 web サイト

掲載の申込用紙または、市内公共機関などで配布する申込用紙に必要事項

を明記の上、Ｅメール送信か郵送，市人事課に持参して申込む。 
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－ 専門職・労務職に続き，事務職などを募集・年齢制限なし － 

市の「会計年度任用職員（事務職等）」を募集します 
募集期間：12/15～１/７ 

■専門職・労務職に続き，令和２年４月から令和３年３月までの年度で任用する、事

務職等の会計年度任用職員を募集します。 

■会計年度任用職員は，これまでの「嘱託員」や「臨時職員」から移行される任用身

分で，給与額や休暇制度などが改善されるとともに、「非常勤の地方公務員」とし

て、正規職員とともに市政の様々な業務を担っていただきます。 

■今回，募集する職種は，市役所本庁，総合支所，教育委員会，公民館，図書館，市

立病院などに勤務する事務職や各小中学校の特別支援教育支援員など計７職種・

200 人程度です。12 月 15 日（日）から募集を開始し，令和２年１月 19 日（日）に

試験を実施。内定通知・配属内示を経て４月から任用する予定です。 

■試験は，教養試験（マークシート）と面接（集団）試験で実施。会場は，市内公共

施設のほか，本市へのＵＩＪターンを希望される方などをターゲットに，東京都内

と仙台市内でも実施します。いずれの職種も年齢制限は設けません。 

■職種ごとの募集人数や勤務内容、待遇など、詳しくは広報けせんぬま 12 月 15 日号

に掲載するほか，市公式ｗｅｂサイトに情報を掲載します。 



【募集職種一覧】

No. 職種 主な業務内容 必要な資格・要件等 勤務区分 就業時間等 募集人数 給料（報酬） 配属予定先 問い合わせ先・電話番号

35 特別支援教育支援員
幼稚園・小中学校における個別支
援が必要な児童・生徒の支援業務

特になし パート
幼稚園・小中学校の登校日
8:00～17:00のうち6時間

50名程度
時給885
～1,110円

市立幼稚園・市立小中学校
学校教育課
0226-22-3441

36 公民館等事務員
公民館・はまなすの館の開館・貸
館，行事企画・運営業務

特になし フル

【公民館勤務の場合】
月曜日～金曜日　8:30～17:15
【はまなすの館勤務の場合】
火曜日～金曜日，日曜日　8:30～17:15の
うち，4週間を通じ１週間当たり38時間45
分

15名程度
月額144,100
～180,700円

各公民館・はまなすの館
生涯学習課
0226-22-3442

37 市民会館事務員
市民会館の開館・貸館，行事企
画・運営業務

特になし パート
火曜日～金曜日，日曜日　8:30～17:15の
うち，4週間を通じ1週間当たり30時間

3名程度
月額111,561
～139,896円

市民会館
生涯学習課
0226-22-3442

38
図書館事務員
（運転業務なし）

気仙沼図書館・同唐桑分館・本吉
図書館のカウンター業務，蔵書管
理，行事企画・運営業務

特になし パート
火曜日～日曜日，8:30～19:15のうち，2
週間を通じ1週間当たり30時間

16名程度
月額111,561
～139,896円

気仙沼図書館・同唐桑分館・
本吉図書館

生涯学習課
0226-22-3442

39
図書館事務員
（運転業務あり）

気仙沼図書館又は本吉図書館の移
動図書館車運転，貸出・返却，カ
ウンター業務業務

準中型自動車運転免許（ＡＴ限定
及び５ｔ限定を除く）を有する方

パート
火曜日～日曜日，8:30～19:15のうち，2
週間を通じ1週間当たり30時間

5名程度
月額111,561
～139,896円

気仙沼図書館・本吉図書館
生涯学習課
0226-22-3442

40 放課後児童補助員
学童保育における児童の生活支援
業務

特になし パート

月曜日～土曜日，7:00～19:00のうち，週
2～3日，1日当たり3～6時間程度
※夏休み・冬休み等の期間は，勤務時間
が長くなる場合があります。

2名程度
時給885
～1,110円

小泉学童保育センター
子ども家庭課
0226-22-6600（内線441）

41-1
医師事務補助員
〔フルタイム〕

医師の指示のもとに行う文書作成
補助等業務

①医師事務作業補助の経験
②医療事務の経験
③医療事務の資格
※①～③のいずれかを有する方

フル
月曜日～金曜日
8:30～17:15

21名程度
月額144,100
～180,700円

市立病院
市立病院医事課
0226-22-7100（内線5224）

41-2
医師事務補助員〔パー
トタイム〕

同上

①医師事務作業補助の経験
②医療事務の経験
③医療事務の資格
※①～③のいずれかを有する方

パート
月曜日～金曜日
8:30～15:30

4名程度
月額111,561
～139,896円

市立病院
市立病院医事課
0226-22-7100（内線5224）

42-1
一般事務
〔フルタイム〕

上記以外の一般事務（文書作成・
データ入力・配置部署内の庶務な
ど）

特になし フル

月曜日～金曜日
8:30～17:15
※配属される部署により，異なる場合が
あります。

28名程度
月額144,100
～180,700円

市役所本庁・両総合支所・
市教育委員会・市立病院など

人事課
0226-22-6600（内線223）

42-2
一般事務
〔パートタイム〕

同上 特になし パート

月曜日～金曜日
9:00～16:00
※配属される部署により，異なる場合が
あります。

73名程度
月額111,561
～139,896円

市役所本庁・両総合支所・
市教育委員会・市立病院など

人事課
0226-22-6600（内線223）

◆主な業務内容欄に記載されている以外の業務を命じられる場合があります。 　　　　　　　　　　　　※業務内容については，本表の「問い合わせ先」欄に記載の電話番号へお問い合わせください。

◆休憩時間は，基本的に就業時間内の１時間です。 　　　　　　　　　　　　※採用試験全般については，人事課【0226-22-6600（内線223）】にお問い合わせください。

◆資格は，令和２年３月31日までに取得見込みの場合を含みます。 　　　　　　　　　　　　　（問い合わせは，月曜日～金曜日　8:30～17:15にお願いします。）



制度導入による改善点など
■給与・健康保険等が改善されます
　●給料の改善
　　これまでの固定単価（日額など）から，前職・経験等を加味した給料表に基づく給料
　　体系に変更されます。
　　　（例）事務関係の臨時職員又は嘱託員経験７年の職員が，
　　　　　  ４月以降に会計年度任用職員の 一般事務に任用される場合
　　　　　現　行：嘱託員・・・・・月額　131,000 円（週 29 時間勤務）
　　　　　　　　　臨時職員・・・・月額　130,000 円（月 20 日勤務の場合）※日額6,500円
　　　　　導入後：フルタイム・・・月額　170,100 円（週 38 時間 45 分勤務）
　　　　　　　　　パートタイム・・月額　131,690 円（週 30 時間勤務）

　　　※前職歴の経験年数が，任用スタート時の給料額に加算されます。
　　　※翌年度に再度任用された場合は，前年度の職歴が加味され給料に反映されます（上限あり）。
　　　※職種や勤務時間，前職歴などにより異なります。

　●期末手当（ボーナス）を新たに支給
　　期末手当（ボーナス・最大年間 2.6 か月）が新たに支給対象となります。
　　　※一定時間以上の勤務が６か月継続する場合に対象となります。
　　　※任用時期により，支給月数が異なります。

　●退職手当（退職金）を新たに支給
　　フルタイムで６か月以上勤務し離職した際は，勤務年数に基づき計算・支給されます。
　　ただし，翌年度に期間を空けず再度任用された場合は期間通算され，離職時に退職金が支給
　　されます。
　　　（例）フルタイムの会計年度任用職員として，令和２年４月から
　　　　　  ２年間勤務し退職する場合
　　　　　　　　●初任給月額 170,100 円・任期満了（２年）・退職事由：任期満了
　　　　　　　　　　⇒　約 30 万円（パートタイム職員は対象となりません）

　●休暇や健康保険制度も対象
　　これまでの年次有給休暇付与に加え，特別休暇（有給・無給）が拡大されます。
　　勤務時間や任用期間などにより市町村職員共済組合や社会保険の加入も可となります。

■最長３年で再スタートも可能
　一度任用された職員で翌年度も任用を希望される場合は，その年の人事評価で成績良好な場合
に限り，受験等をせずに再度任用（最長３年）されます。３年経過後は，採用試験を受験いただ
くことで，新たな任用として再スタート可能です。
※退職金算定の勤務年数はこの場合も通算・加算され，最終的な離職時に退職金が支給されます。

詳しくは気仙沼市総務部人事課へお問い合わせください。
ＴＥＬ：0226-22-6600　内線 223・346　　mail：saiyou@kesennuma.miyagi.jp

会計年度任用職員制度
導入でここが変わる！
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