
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

 １ 勤務場所 市本庁舎、市内公共施設（市立病院，保育所，小中学校など） 
 

 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３月８日（日）午前９時～午後５時 

・教養試験  9：00～ 9：50（マークシート・50 分） 

・面接試験  9：00～17：00（個別または集団面接・30 分程度） 
 

 ７ 試験会場 気仙沼市役所（八日町） 
 

 ８ 応募方法   令和２年２月２６日（水）から３月３日（火）正午までに、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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－ 消費生活相談員・保育士・看護師などを再募集－ 

「会計年度任用職員」を再募集します 
募集期間：３月３日まで 

■これまでの試験で定員に達しなかった会計年度任用職員の一部職種について再募集を

行います（１３職種・勤務区分は１６区分。詳細は次頁のとおり）。 
 

■今回の再募集では，新たに１日３時間勤務の短時間勤務の保育士を募集しています。
 

■過去に会計年度任用職員試験を受験された方も，受験可能です。必要な資格や条件を

ご確認の上，応募願います。 
 

■募集期間は，２月２６日（水）から３月３日（火）までで，採用試験は３月８日

（日）に実施します。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，専門職は面接試験のみで，その他は教養試験（マークシート）と面接試験を

実施。会場は，市役所本庁舎のみとなります。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，市公式ｗｅｂサイトに情報を

掲載します。 



【募集職種⼀覧】
１　資格・経験等を必要とする職種
番号 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

3 消費⽣活相談員 消費⽣活相談及び消費者啓発業務 消費⽣活相談員資格試験合格者⼜は同
業務の経験を有する者 パート

シフト制
⽉曜⽇〜⾦曜⽇
①8:30〜15:30
②10:15〜17:15

若⼲名 ⽉額122,012
〜153,600円 商⼯課 商⼯課

0226-22-6600（内線521）

6-1 地域包括⽀援センター
専⾨員

介護予防ケアマネジメント業務，⾼齢
者の総合相談・⽀援に係る業務

①保健師その他これに準ずるもの
②社会福祉⼠その他これに準ずるもの
③介護⽀援専⾨員その他これに準ずるもの
①〜③のいずれかの条件を満たすもの
※保健師・社会福祉⼠・介護⽀援専⾨員
以外の資格で申込みを希望する⽅は，必ず
地域包括ケア推進課にお問い合わせくださ
い。

フル ⽉曜⽇〜⾦曜⽇　8:30〜17:15 若⼲名 ⽉額157,600
〜198,400円 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進課

0226-22-6600（内線417）

7-1 フル

①⽉曜⽇〜⾦曜⽇　8:30〜17:15
②⽉曜⽇〜⼟曜⽇　7:30〜18:30のうち，８
週間を通じて，１週間当たり38時間45分
③⽉曜⽇〜⽇曜⽇　8:30〜17:15のうち，４
週間を通じて，１週間当たり38時間45分
④⽕曜⽇〜⼟曜⽇　8:30〜17:15のうち，４
週間を通じて，１週間当たり38時間45分

10名程度 ⽉額157,600
〜198,400円

7-2 パート

②⽉曜⽇〜⼟曜⽇
7:30〜18:30のうち，８週間を通じて，１週間
当たり30時間
③⽉曜⽇〜⽇曜⽇
8:30〜17:15のうち，４週間を通じて，１週間
当たり30時間

10名程度 ⽉額122,012
〜153,600円

9-1 栄養⼠

①保育施設・こども園における献⽴展
開，栄養指導，給⾷調理業務
②学校給⾷施設における献⽴展開，
栄養指導業務

栄養⼠の資格を有するもの フル

①⽉曜⽇〜⼟曜⽇　8:00〜17:15のうち，８
週間を通じて，１週間当たり38時間45分
②⽉曜⽇〜⾦曜⽇
7:30〜17:00のうちの7時間45分

3名程度 ⽉額157,600
〜198,400円

①市⽴保育所・こども園
②気仙沼中央給⾷セン
ター

①⼦ども家庭課
0226-22-6600（内線445）
②学校教育課
0226-22-3441（内線117）

16-2 幼稚園講師 預かり保育業務 幼稚園教諭・保育⼠・養護教諭のいずれか
の資格を有するもの パート ⽉曜⽇〜⾦曜⽇　7:30〜19:00のうちの6時間 若⼲名 ⽉額122,012

〜153,600円 市⽴幼稚園 学校教育課
0226-22-3441

21 ⼦どもの⼼のケアハウス
運営員 ⼼のケアハウス運営統括業務 教員免許を有するもの パート ⽉曜⽇〜⾦曜⽇　9:00〜16:00 若⼲名 ⽉額132,929

〜163,587円 ⼦どもの⼼のケアハウス 学校教育課
0226-22-3441

22-1 フル
7:30〜18:45のうちの7時間45分
８週間を通じて，１週間当たり38時間45分
※⼟・⽇・祝⽇勤務の場合あり

2名程度 ⽉額192,400
〜232,700円

①市⽴病院
②本吉病院

市⽴病院　0226-22-7100
　　　　　　　（内線3301）
本吉病院　0226-42-2621

22-2 パート 7:30〜18:45のうちの週30時間
※⼟・⽇・祝⽇勤務の場合あり 4名程度 ⽉額148,954

〜180,154円 市⽴病院 市⽴病院　0226-22-7100
　　　　　　　（内線3301）

①⼦育て世代包括⽀援
センター
②市⽴保育所・こども園
③児童館・児童センター・
⼦育て⽀援センター
④児童センター（ファミ
リー・サポート・センター）

①健康増進課
0226-21-1212
②〜④⼦ども家庭課
0226-22-6600（内線445）

保育⼠

①⼦育て期からの相談⽀援業務
②保育の専⾨的な業務
③児童や幼児親⼦の育成⽀援業務
④ファミリー・サポート・センターにおけるア
ドバイザー業務

※フルは①〜④，パートは②・③が対
象となります。

①④保育⼠資格を有するもの

②③保育⼠のほか，みなし保育⼠として幼
稚園教諭，看護師，養護教諭，⼩学校
教諭のいずれかの資格を有するものを含む

看護師（医療） ⼊院病棟及び外来・臨床検査室にお
ける看護師業務（⽇勤のみ） 看護師の資格を有するもの

別 紙

1



番号 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

22-3 フル
7:30〜18:45のうちの7時間45分
８週間を通じて，１週間当たり38時間45分
※⼟・⽇・祝⽇勤務の場合あり

若⼲名 ⽉額165,300
〜207,800円 市⽴病院 市⽴病院　0226-22-7100

　　　　　　　（内線3301）

22-4 パート 7:30〜18:45のうちの週30時間
※⼟・⽇・祝⽇勤務の場合あり 若⼲名 ⽉額127,974

〜160,877円 市⽴病院 市⽴病院　0226-22-7100
　　　　　　　（内線3301）

44 短時間保育⼠ 保育の専⾨的な業務
保育⼠のほか，みなし保育⼠として幼稚園
教諭，看護師，養護教諭，⼩学校教諭
のいずれかの資格を有するものを含む

パート
⽉曜⽇〜⼟曜⽇　7:30〜18:30の間の3時間
（週の勤務⽇数については応相談）
※短時間勤務のため，休憩時間はありません。

9名程度 時給968円
〜1,219円 市⽴保育所・こども園 ⼦ども家庭課

0226-22-6600（内線445）

◆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・電話番号」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。）

◆給料・報酬は人事院勧告適用後の金額となっており，既に合格している方も

　この金額が適用となります。

准看護師 ⼊院病棟及び外来・臨床検査室にお
ける看護師業務（⽇勤のみ） 准看護師の資格を有するもの
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【募集職種⼀覧】
２　労務職
番号 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

24 調理員 給⾷調理，給⾷の事務処理業務 調理師の資格を有するもの パート ⽉曜⽇〜⼟曜⽇　8:00〜17:15のうち，８週
間を通じて，１週間当たり30時間 3名程度 ⽉額111,329

〜136,412円 市⽴保育所・こども園 ⼦ども家庭課
0226-22-6600（内線445）

31-2 看護助⼿ ⼊院病棟及び外来における看護師の
補助業務 特になし パート 7:30〜18:45のうちの週30時間

※⼟・⽇・祝⽇勤務の場合あり 8名程度 ⽉額111,329
〜136,412円 市⽴病院 市⽴病院　0226-22-7100

　　　　　　　（内線3301）

３　資格・経験等を必要としない職種
番号 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
（休憩時間　45分）

5名程度 時給897
〜1,119円

市⽴幼稚園・市⽴⼩中
学校

学校教育課
0226-22-3441

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
※⼟曜⽇及び学校休業⽇（⻑期休業を含む）
は，勤務時間が⻑くなる場合があります。

若⼲名 時給897
〜1,119円 ⼩泉学童保育センター ⼦ども家庭課

0226-22-6600（内線441）

◆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・電話番号」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。）

◆給料・報酬は人事院勧告適用後の金額となっており，既に合格している方も

　この金額が適用となります。

3


	【案01】2020_03_08_記者発表資料（人事課人事研修係）
	002_募集職種一覧

