
串間市　会計年度任用職員　募集一覧
課等名

（勤務場所）

1 一般事務
総務課
（串間市役所各課）

35名
程度

行政事務全般
（窓口・電話対応等含む）

無

週5日
①8：30～17：15の間で
　 6時間勤務
②8：30～17：15の間で
　 7時間勤務
※原則①となります。
※勤務場所によっては、
短期間の業務もありま
す。

①月給116,593円～
②月給136,025円～

2
一般事務
（障害者対象）

総務課
（串間市役所各課）

2名
程度

行政事務全般
（窓口・電話対応等含む）

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳のう
ち、いずれかの交付を受けてい
る者

週5日
8：30～17：15の間で
6時間勤務

月給116,593円～

3
一般事務
（学校事務）

学校政策課
串間中学校・福島
小学校・秋山小学
校

3 学校事務全般 無
週5日
8：00～16：00
7時間勤務

月給136,025円～

4 窓口事務
市民生活課
各支所

8名
程度

・窓口業務全般（各種システムPC操作に
関する業務を含む。）
・その他、行政事務全般（電話対応・ク
レーム対応含む。）

無
週5日（シフト制有）
8：30～17：15の間で
7時間勤務

月給136,025円～

5 窓口事務（年金） 市民生活課 1

・窓口業務全般（各種システムPC操作に
関する業務を含む。）
・その他、年金相談事務、行政事務全般
（電話対応、クレーム対応を含む。）

無
週5日（シフト制有）
8：30～17：15の間で
7時間勤務

月給136,025円～

6 環境美化対策員 市民生活課 2

・不法投棄防止のためのパトロール、警察
への通報、投棄者の調査等
・不法投棄物の収集、不法投棄抑制の看
板設置、看板管理等
・不法投棄発見場所の地図上への落とし
込み、不法投棄抑制のための情報発信、
資料作成（市公式サイト、フェイスブック
等）
・道路の散乱ごみ（死獣を含む）の回収
・その他不法投棄に関する業務

無
週5日（シフト制有）
8：30～17：15の間で
6時間勤務

月給116,593円～

7
母子・父子自立支援
員

福祉事務所 1
ひとり親家庭への相談業務、求職活動
に関する支援業務

相談業務の経験がある者
週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給116,593円～

報酬（給料）
職種
番号 職種名 業務内容

募集
人数

必要な資格要件等 勤務時間
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8 看護師 福祉事務所 1 乳幼児の健診業務等
看護師又は准看護師の免許を
有する者

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～

9
医療・介護扶助相談
支援員

福祉事務所 1
生活保護受給者の医療・介護扶助に関
する相談・支援業務等

医療事務の資格を有する者
週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～

10
保育士（子育て支援
センター）

福祉事務所 1 保育士の業務等 保育士の免許を有する者
週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給144,606円～

11
障害区分等認定調査
員

福祉事務所 1 障害支援区分等認定に係る調査等

看護師・准看護師・介護支援専
門員・社会福祉士・介護福祉
士・精神保健福祉士・保健師・
理学療法士・作業療法士のい
ずれか

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給141,058円～

12
母子保健コーディ
ネーター

福祉事務所 1

・妊娠、出産、育児の専門相談支援及び
支援プラン作成
・支援に関する関係機関との連絡調整
等

保健師・助産師・看護師・准看
護師のいずれかの免許を有す
る者

週5日
9：00～17：00
7時間勤務

月給164,567円～

13 家庭児童相談員 福祉事務所 2
家庭児童福祉に関する専門的技術を必
要とする相談指導業務等

次の①～③のいずれかに該当
する者
①大学において、児童福祉、社
会福祉、児童学、心理学、教育
学若しくは社会学を専修する学
科又はこれらに相当する課程
を修めて卒業した者
②社会福祉主事として、2年以
上児童福祉事業に従事した者
③上記①②に準ずる者であっ
て、相談員として必要な学識経
験を有する者

1日につき7時間を超え
ない範囲内で週17.5時
間以内
9：00～17：00の間

月給82,283円～

14 医療事務 医療介護課 4
医療事務に関する業務（レセプトの点
検、整理等の業務）

医療事務の資格を有する者
週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給116,593円～

15
生活習慣改善訪問指
導員

医療介護課 7 健康に関する相談業務・訪問指導等
看護師・准看護師・管理栄養
士・栄養士・保健師のいずれか

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～
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16 地域支援事業支援員 医療介護課 3

・高齢者の介護予防活動の普及・指導
に関する業務
・在宅の虚弱高齢者等やその高齢者を
介護している家族の実態調査に関する
業務
・その他地域支援事業に関する業務

看護師・准看護師・管理栄養
士・栄養士・介護福祉士・社会
福祉主事・理学療法士・作業療
法士・歯科衛生士のいずれか

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～

17 要介護認定調査員 医療介護課 5 要介護認定調査業務等

看護師・准看護師・介護支援専
門員・社会福祉士・介護福祉
士・精神保健福祉士・保健師・
作業療法士のいずれか

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給141,058円～

18
医療事務
（市木診療所）

市木診療所 1 医療事務の業務等 医療事務の資格を有する者
週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給144,606円～

19 看護師（市木診療所） 市木診療所 2 看護師の業務等
看護師又は准看護師の免許を
有する者

週5日（シフト制有）
8：30～17：15の間で
6時間勤務

月給141,058円～

20 集落支援員 総合政策課 6

集落点検をはじめとする地域コミュニティ
活動支援（地域連携組織の設立支援活
動、地域コミュニティ深化のための各種啓
発活動）

地域活性化に意欲とノウハウ
や知見があり、地域住民、市と
積極的に協働ができる者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給136,025円～

21 ふるさと納税事務 総合政策課 2 ふるさと納税に関する事務等
ふるさと納税制度について一
定の理解がある者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給136,025円～

22 ICT支援員 総合政策課 2

・パソコンやプリンターなどの情報通信
機器のメンテナンス（BIOSやファーム
ウェアのアップデート、SSD換装等）
・ネットワークの管理（VLANやAP管理
等）の情報通信全般

・業務内容を平易な言葉で説
明できる等のコミュニケーション
能力がある者
・情報通信に関する資格や免
許を有する者または同等の知
識・経験・技能を有する者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給164,567円～

23
情報発信コーディ
ネーター

総務課 1
広報誌の発行等に関する取材、撮影及
び記事作成やSNS等を活用した情報発
信の業務等

・一眼レフカメラの基本的な操
作ができる者
・SNS等を使った情報発信の経
験がある者
・広報誌の取材等、市民との円
滑なコミュニケーション能力が
ある者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給144,606円～

24
運転手
（市長車）

総務課 1 市長車の運転業務等 無
週5日
8：30～17：15の間で
7時間勤務

月給164,567円～
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25
大家畜自衛防疫専門
員

農業振興課 1 家畜の防疫業務等
畜産関係の業務に関する知
識・経験を有する者

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～

26 地域農政指導員 農業振興課 1

集落営農座談会の開催、集落営農組織
の育成、農業法人設立等の指導及び
人・農地プランの作成並びに地域特産
物の普及指導等の業務

普及指導員の資格を有する者
又は農業技術指導員として、一
定の実務経験等を有する者

週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給141,058円～

27 地籍調査支援員 農地水産林政課 3 地籍調査の業務等
地籍調査業務の知識・経験を
有する者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給136,025円～

28 土木作業員 都市建設課 6 市道等に関する維持・管理の業務等
土木・草刈等の経験を有する
者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給164,567円～

29
土木作業員
（班長・副班長）

都市建設課 2 市道等に関する維持・管理の業務等
土木に関する監督員の経験を
有する者及び土木・草刈等の
経験が5年以上ある者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給176,580円～

30 土木専門員 都市建設課 1

・土木工事等の設計、積算業務、施工管
理（現場監督員）
・地元（地権者等）との協議、交渉事務補
助
・国県等との協議調整事務補助
・災害復旧事務補助

1級又は2級土木施工管理技士
の資格を有する者で、建設業
法第26条第1項に規定する主
任技術者の経験が5年以上あ
る者

週5日
8：30～16：30
7時間勤務

月給201,600円～

31 防災専門官 危機管理課 1

防災等に関する以下の業務
・事案体制、運営の確立及び訓練
・関連計画、マニュアルの整備及び見直
し
・その他、防災等に関すること

内閣府が発行する「地域防災
マネージャー」の証明書を有し
ている者

週5日
8：30～17：15
7時間45分勤務

月給231,500円～

32 用務員
学校政策課
市内小中学校（旧
中学校含む）

9 学校環境整備全般 無
週5日
8：00～16：00
7時間勤務

月給136,025円～

33 特別支援員
学校政策課
市内小学校

8
市内小学校でのきめ細かな児童生徒へ
の対応

無

週5日
8：00～16：00
7時間勤務
※期間は7月21日まで

月給136,025円～

34
運転手
（マイクロバス）

学校政策課 1 マイクロバスの運転業務等 中型又は大型免許を有する者
週5日
9：00～16：00
6時間勤務

月給123,948円～
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35 教育相談員 学校政策課 2
不登校傾向にある児童生徒への適応指
導教室での指導

教員一種免許保有者又は教員
二種免許保有者で一種免許相
当の知識・経験等を有する者

週3日
9：00～16：00
6時間勤務

月給84,634円～

36 生涯学習専門指導員 生涯学習課 4

・生涯学習推進のための講座や教室な
どの企画運営
・社会教育活動（青少年教育、成人教
育、家庭教育）の助言・指導

次の①～③のいずれかに該当
する者
①生涯学習及び社会教育に関
する学識経験を有する者
②社会教育、地域活動などの
指導経験がある者
③生涯学習や社会教育に高い
関心を持ち、学習意欲のある
者

週3日
9：00～16：00
1日につき6時間を超え
ない範囲内で週18時間
以内

月給69,956円～


