
令和５年度 芦別市会計年度任用職員募集要項 

この募集は、令和５年度において任用する会計年度任用職員を決定するために行うものです。 

１ 募集職種 

別紙「募集一覧」のとおりです。一覧表の「職種番号及び職種名」欄から一つを選び、登録

申込書に記入してください。 

複数の職種に応募する場合は、職種毎に申込書が必要です。ただし、合計勤務時間が１週間

当たり３８時間４５分を超える場合、複数の職種に応募することはできません。 

２ 応募資格 

学校教育法による高等学校以上を卒業したかた｡なお、職種によっては、専門資格が必要な

場合があります。

３ 応募方法 

芦別市会計年度任用職員登録申込書を総務防災課職員係へ提出してください。 

なお、資格要件を必要とする職種については、資格証等の写しを添付してください。 

※郵送、インターネット及び電子メールでの受け付けはしません。ただし、質問についてのみ、

電子メールでも受け付けします。 

※登録申込書については、必ず手書きで記入してください。 

４ 募集期限 

  令和４年１２月２８日（水） 

５ 選考方法 

書類選考とし、必要に応じて面接試験を行います。 

選考結果については、選考後にお知らせします。 

 ※合否に関する電話等でのお問い合わせには応じることができません。 

６ 勤務条件 

任用期間

登録期間

任用期間は、任用開始日から令和６年３月３１日までの一会計年度内で定められた

期間（最長で１年間、最短で日々雇用）です。職種によって任用期間が異なります。

ただし、地方公務員法の規定に基づき、採用者は全て条件付採用とし、採用後１か月

を良好な成績で勤務した場合、会計年度任用職員として正式採用となります。（ただし、

勤務条件により、条件付採用の期間が１か月を超える場合があります）。 

登録期間は令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで有効（勤務成績等により、

登録年度を含む最大３か年度末まで有効）とします。 

※令和２年度に登録されたかたで、令和５年度以降も任用の継続を希望される場合、

令和５年度登録者として改めて応募していただく必要があります。 

勤務形態 パートタイム勤務（最大週 37.5 時間）※任用条件により異なります。 

報  酬

職種により定められます。詳細は「募集一覧」でご確認ください。

月給の職種は当月払い、時間給の職種は月末締め・翌月払いとなります。 

※職種及び勤務時間に応じて変動します。勤務経験に応じて加算措置あり。（上限あり） 

諸 手 当

勤務地や勤務条件、勤務実績に応じて、条例等の定めるところにより、通勤手当、

時間外勤務手当、期末手当を支給します。 

期末手当については、週当たりの勤務時間が１５時間３０分以上の職種で、かつ、

６か月以上の任用期間の条件を満たす場合に支給します。支給額は期末手当基礎額（報

酬の月額相当額）の１．３５か月分（６・１２月 各０．６７５月）です。在職期間

に応じて、所定の割合を乗じた額を支給します。

休日・休暇

原則として、土・日曜日、祝日、年末年始。また、年次有給休暇及び特別休暇（夏季

休暇、忌引等）が付与されます。ただし、職種や勤務場所により、休日や付与日数が

異なります。 



休  憩
 １日の勤務時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は６０分

以上の休憩があります。 

福利厚生

勤務条件に応じて加入資格を満たす場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険

に加入します。また、非常勤職員公務災害補償制度、または、労働者災害補償保険の

いずれかを適用します。勤務条件等により、研修や人事評価、健康診断、ストレスチ

ェックの対象となります。 

服  務

一般職の地方公務員として、地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の

宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が適用されるほか、懲戒の規定に

該当する場合は、同法に基づく処分の対象となります。週の勤務時間が３８時間４５

分未満の場合は営利企業の従事（兼業）を行うことができますが、職務に専念する義

務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となります。 

７ その他 

⑴ 提出書類は返却できません。 

⑵ 勤務条件に関する希望について、希望に沿えない場合があります。 

⑶ 選考の結果、会計年度内の任用にならない場合があります。 

⑷ 市が収集した個人情報については、選考及び採用に関する目的以外では一切使用しません。

ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

⑸ 会計年度任用職員から正規職員への登用制度はありません。 

８ 詳細及び問い合わせ先 

〒075-8711 芦別市北１条東１丁目３番地 

芦別市役所 総務部総務防災課職員係（電話 0124-22-2111） 



令和５年度 募集一覧 

※採用予定人員／若干名（各職種共通） 
職種

番号
職種名 

勤務形態 

【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ勤務・最大週 37.5 時間】
報酬（予定） 

1-1 一般事務補助 8:30～17:15 の間 
月給 115,920 円～

（週 30 時間） 

時給     920 円～

1-2 司書 

【資格要件】司書 

9:15～18:00 の間 月給 157,838 円～

（週 37.5 時間） 

1-3 司書補助 9:15～18:00 の間 月給 144,900 円～

（週 37.5 時間） 

1-4 消費生活相談員 9:00～16:00 の間 月給 115,920 円～

（週 30 時間） 

1-5 介護認定調査員 9:00～16:00 の間 月給 156,774 円～

1-6 保育園給食調理員補助 8:30～16:30 の間 

※月給 

週 15～30 時間 

※時給(日雇) 

週 15 時間以内、業務発生の都度勤務

月給  57,960 円～

（週 15 時間） 

月給 115,920 円～

（週 30 時間） 

時給     920 円～

1-7 保育士補助 7:30～18:30 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

月給 151,258 円～

（週 37.5 時間） 

1-8 保育士（有資格） 7:30～18:30 の間（月～土曜日） 

※月給 

シフト制勤務 

※時給(日雇) 

週 15 時間以内、業務発生の都度勤務

月給 162,000 円～

（週 37.5 時間） 

時給   1,028 円～

1-9 留守家庭児童会支援員（無資格） 7:45～18:00 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

時給     960 円～

1-10 留守家庭児童会支援員（有資格）

【資格要件】

保育士、幼稚園教諭・小中高教諭

のいずれかの教員免許 

7:45～18:00 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

時給   1,028 円～

1-11 児童センター専任員補助 9:30～18:00 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

時給     938 円～

1-12 児童センター専任員 9:30～18:00 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

月給 157,838 円～

（週 37.5 時間） 

1-13 子育て支援センター支援員補助 9:00～16:00 の間 

（月～土曜日のシフト制勤務） 

時給     938 円～

1-14 子育て支援センター支援員 9:00～16:00 の間 月給 126,270 円～

（週 30 時間） 

1-15 ＪＲ芦別駅窓口業務員 6:30～15:30 の間 月給 171,290 円～

（週 37.5 時間） 

1-16 学校労務補助員 12:30～15:30 の間 時給     920 円～

1-17 学校給食配膳員 10:00～14:00 の間 時給     920 円～

1-18 特別支援学級補助員 7:00～16:30 の間 時給     920 円～

1-19 学校事務補助員 7:00～16:00 の間 時給     920 円～

1-20 学校給食調理員補助 8:00～16:00 の間 時給     920 円～

1-21 学習サポート教員 

【資格要件】教員免許 

8:00～16:30 の間 月給 240,870 円～

（週 37.5 時間） 

1-22 弓道的場整備員 16:00～20:00 の間(週１日・金曜日) 時給     920 円～

1-23 防災・危機管理専門員 9:00～16:00 の間 月給 175,045 円～

（週 30 時間） 



職種

番号
職種名 

勤務形態 

【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ勤務・最大週 37.5 時間】
報酬（予定） 

1-24 市税等収納員 
10:15～20:15 の間 

（月～金曜日のシフト制勤務） 

月給 134,410 円～

（週 29 時間） 

1-25

家庭児童相談員 

【資格要件】

教育免許、社会福祉主事、 

保育士、保健師のいずれか 

9:00～16:00 の間（週５日） 
月給 183,406 円～

（週 30 時間） 

1-26 国保事務専任員 9:00～16:00 の間 
月給 134,410 円～

（週 29 時間） 

1-27 廃棄物清掃指導兼野犬掃討員 8:30～16:00 の間 
月給 231,400 円～

（週 32.5 時間） 

1-28 教育事業専任員 

【資格要件】教員免許 

9:00～17:00 の間（週４日） 月給 171,179 円～

（週 28 時間） 

1-29 学校教育専任指導員 

【資格要件】教員免許 

9:00～16:00 の間 月給 181,034 円～

（週 29 時間） 

1-30 適応指導教室専任指導員 

【資格要件】教員免許 

9:00～16:00 の間 月給 180,136 円～

（週 29 時間） 

1-31 市民会館・青年センター 

受付事務員 

9:00～16:00 の間 月給 134,410 円～

（週 29 時間） 

1-32 図書館専任員 9:15～18:00 の間 月給 173,806 円～

（週 37.5 時間） 

1-33 総合体育館受付事務員 10:00～17:00 の間 月給 134,410 円～

（週 29 時間） 

1-34 勤労者体育センター管理員 9:00～17:00 の間 月給 127,525 円～

（週 29 時間） 

1-35 星の降る里百年記念館 

受付事務員 

10:30～17:30 の間 月給 134,410 円～

（週 29 時間） 

1-36 学校給食調理員 8:00～15:00 の間 月給 123,259 円～

（週 29 時間） 

1-37 歯科衛生士 

【資格要件】歯科衛生士 

8:30～17:15 の間（月１回程度） 時給   1,022 円～

1-38 栄養士 

【資格要件】栄養士 

※月給 

8:30～15:30 の間 

※時給(日雇) 

8:30～17:15 の間（月１回程度）

月給 132,000 円～

（週 30 時間） 

時給   1,022 円～

1-39 准看護師 

【資格要件】准看護師 

9:00～15:00 の間（週２回） 月給  50,160 円～

（週 11 時間） 

1-40 国際交流・生涯学習専任員 9:00～16:00 の間 月給 284,900 円 

（週 29 時間） 


