
令和２年度会計年度任用職員登録案内 

職 員 課 

 
大館市では、令和２年度会計年度任用職員登録者を募集します。 

会計年度任用職員とは、１会計年度内を任期として任用される職員で、これま

での臨時職員・非常勤職員に代わるものです。 

法律の改正により、期末手当（ボーナス）が支給できることになったほか、大

館市役所における勤務経験等を給料（報酬）に反映できるなど、新しい制度とな

っています。 

会計年度任用職員として任用を希望する場合は、次により登録をお願いします。 

 

１ 登録方法 

 「会計年度任用職員登録申込書」に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、

総務部職員課に持参若しくは郵送で提出してください。 

（資格を必要とする職種を希望する場合で、既に資格を取得している場合は、

その資格を証明する書類の写しも提出してください） 

 

２ 受付期間 

 令和２年１月７日（火）から１月３１日（金）までの午前８時３０分～午後

５時１５分まで（土曜・日曜及び祝日は受け付けしません。） 

※郵送の場合は１月３１日必着です。 

※受付期間後も、随時登録分として受け付けします。ただし、採用にあたっ

ては受付期間内に登録されたかたを優先します。 

 

３ 登録できないかた 

  地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当するかたは登録できません。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな
るまでのかた 
②大館市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年間を経過しないかた 
③日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したかた 

 

 

 



４ 選考について 

（１）職員の不足が生じる場合などに、登録されたかたの中から書類選考を行

い、必要に応じて面接を実施したうえで採用者を決定します。 

（２）令和２年４月採用の選考連絡は各所属から令和２年３月上旬くらいまで

に行います。 

（３）登録したかたが必ず採用されるものではありませんのでご了承ください。 

 

５ 平成３１年（令和元年度）に登録されたかたについて 

平成３１年度に臨時・非常勤職員として登録されたかたも新規に登録申し込

みが必要です。 

 

６ 障害者枠 

障害者の雇用促進に積極的に取り組んでいくため、障害者の登録枠を設けて

います。職務内容は登録されたかたの障害の種類や程度に応じて検討します。 

 

７ 提出先及び問い合わせ先 

 〒017-8555 大館市字中城２０番地 

大館市役所 総務部職員課職員係 ℡0186-43-7029 

 



８ 勤務条件等 

募集職種 別表をご覧ください。 

業務内容 職種、勤務場所によって異なります。別表の内容のほか選考の連絡時に確認し

てください。 

基 本 給 職種により金額が異なります。別表を参考にしてください。 

※学歴や大館市役所における勤務経験等に応じて加算します。 

※加算のためには卒業証明書や在職証明書等が必要となります。 

【例】高校卒すぐの方が週３５時間勤務の職に任用された場合 

   日額：6,239 円×年間勤務日数 243 日＝年間 1,516,077 円 

諸手当等 期末手当、時間外勤務手当、通勤手当等 

※期末手当は任用期間が６か月以上となる場合に支給されます。 

 （週の勤務時間数が短いと支給されない場合もあります） 

勤務時間 週３８時間４５分（フルタイム）又は週３５時間以下（パートタイム）。 

※職種、勤務場所によって異なります。 

 

休 日 

原則として、週休日は週に２日以上とします。そのほかに祝日、年末年始（１

２月２９日～翌年１月３日）が休日となります。 

※職種により上記と異なる場合があります。 

 

休 暇 

年次有給休暇（任用期間が３か月以上となる場合に付与されます）。 

特別休暇（有給）：忌引、結婚、夏季等 

特別休暇（無給）：病気、産前産後、看護、介護等 

勤 務 地 市役所、市立保育園、市内小中学校、市立総合病院、市立扇田病院など 

試用期間 1 か月 

社会保険等 健康保険（協会けんぽ）、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償等 

※それぞれの加入基準を満たした場合に加入します。 

※フルタイム勤務が継続して１２か月を超えた場合は秋田県市町村職員共済

組合の加入となります。 

退職手当 フルタイム勤務が継続して６か月を超えた場合に支給されます。 

※退職手当が支給される場合、失業給付の一部又は全部が支給されなくなりま

す。 

 



○別表

募集職種等 賃金額（例） 必要な資格や主な仕事内容

週27.5時間勤務 ○資格・・・特に必要な資格はありません

　　日額 4,902円～ ○内容・・・パソコンによるデータ入力や印刷業務、その他事務補助

週35時間勤務 ○勤務先・・市役所（各施設を含む）、市立総合病院、市立扇田病院

　　日額 6,239円～

週28.75時間勤務 ○資格・・・普通自動車免許を有するかた

　　日額 4,769円～ ○内容・・・公用車の運転業務

（バス運転手などは加算 ○勤務先・・市役所（各施設を含む）、市立総合病院等

　があります。）

週27.5時間勤務 ○資格・・・特に必要な資格はありません

　　日額 4,562円～ ○内容・・・学校内の維持管理、印刷業務、教育委員会との連絡業務

週35時間勤務 ○勤務先・・市内小中学校

　　日額 5,806円～

○資格・・・特に必要な資格はありません

週27.5時間勤務
○内容・・・主に通常学級に在籍する、特別な配慮が必要な児童・生徒の
　　　　　　生活支援

　　日額 4,902円～ ○勤務先・・市内小中学校

※学校の長期休業時は勤務がありません

週27.5時間勤務 ○資格・・・調理師の免許を有するかた又は学校給食等調理経験があるかた

　　日額 4,562円～ ○内容・・・給食調理

週35時間勤務 ○勤務先・・市内小学校、市立保育園等

　　日額 5,806円～

フルタイム ○資格・・・保育士、看護師、准看護師のいずれかの免許を有するかた

　　月額156,758円～ ○内容・・・保育業務

パートタイム(週27.5時間) ○勤務先・・市立保育園等

　　日額5,297円～ ※早番、遅番勤務があります

週27.5時間勤務 ○資格・・・特に必要な資格はありません

　　日額 4,902円～ ○内容・・・保育補助業務

週35時間勤務 ○勤務先・・市立保育園等

　　日額 6,239円～ ※早番、遅番勤務があります

○資格・・・栄養士の免許を有するかた

週35時間勤務 ○内容・・・給食管理業務

　　日額 6,742円～ ○勤務先・・市内小学校等

週35時間勤務

　　日額6,742円～ ○内容・・・要介護認定の訪問調査

○勤務先・・市福祉事務所

栄　養　士

教育支援員

○資格・・・介護支援専門員、看護師、准看護師、保健師、社会福祉士、
　　　　　　介護福祉士のいずれかの免許を有するかたで、普通自動車免許
　　　　　　を有するかた介護認定

訪問調査員

保 育 補 助

一 般 事 務

運　転　手

学校用務員

給食調理員

保　育　士



募集職種等 賃金額（例） 必要な資格や主な仕事内容

○資格・・・社会福祉士登録証、または社会福祉主事任用資格を有するかた

週35時間勤務 ○内容・・・福祉関係の相談業務

　　日額 6,239円～ ○勤務先・・市福祉事務所

週35時間勤務

　　日額 6,239円～ ○内容・・・消費生活相談業務、消費者啓発業務

○勤務先・・市民相談室（大館市消費生活センター）

○資格・・・次のいずれかに該当するかた

   ・児童厚生員（財団法人児童健全育成推進財団認定）の資格を有するかた
   ・児童福祉施設の職員を養成する学校等を卒業したかた
   ・保育士、幼稚園教諭、小学校等の教諭のいずれかの免許等を有するかた

○内容・・・児童厚生施設における指導

○勤務先・・市立児童センター等

週27.5時間勤務 ○資格・・・保健師、看護師のいずれかの免許を有するかた

　　日額 5,297円～ ○内容・・・保健指導

週35時間勤務 ○勤務先・・市保健センター

　　日額 6,742円～

週30時間勤務～ ○資格・・・看護師、准看護師のいずれかの免許を有するかた

看護師　　 日額 7,070円～ ○内容・・・看護業務

准看護師　日額 6,658円～ ○勤務先・・市立総合病院、市立扇田病院

准看護師 ○資格・・・看護師、准看護師のいずれかの免許を有するかた

　　時給 1,008円～ ○内容・・・看護業務

看護師 ○勤務先・・市休日夜間急患センター

　　時給 1,178円～

○資格・・・薬剤師の免許を有するかた

週35時間勤務～ ○内容・・・調剤業務

　　 日額 8,500円～ ○勤務先・・市立総合病院

○資格・・・臨床検査技師の免許を有するかた

週35時間勤務～ ○内容・・・臨床検査業務

　　 日額 8,093円～ ○勤務先・・市立総合病院、市立扇田病院

○資格・・・診療放射線技師の免許を有するかた

週35時間勤務～ ○内容・・・放射線治療、画像撮影等

 　 日額 8,093円～ ○勤務先・・市立総合病院

消費生活相談員

福祉相談員

○資格・・・　消費生活相談員、　消費生活専門相談員、　消費生活アド
　　　　　バイザー、消費生活コンサルタントのいずれかを有するかた

放課後児童支援員 　　時給 891円～

診療放射線技師

（市立総合病院）

保健指導員

（保健センター）

看 護 師 Ｃ

（急患センター）

看 護 師 Ａ
（市立総合病院）

看 護 師 Ｂ
（市立扇田病院）

薬剤師
（市立総合病院）

臨床検査技師Ａ
（市立総合病院）

臨床検査技師Ｂ
（市立扇田病院）



募集職種等 賃金額（例） 必要な資格や主な仕事内容

○資格・・・歯科衛生士の免許を有するかた

週35時間勤務～ ○内容・・・歯科衛生業務

 　 日額 7,608円～ ○勤務先・・市立総合病院

○資格・・・メディカルクラークの資格を有するかた

週35時間勤務～ ○内容・・・医師の事務作業補助業務

 　 日額 6,239円～ ○勤務先・・市立総合病院

○資格・・・特に必要な資格はありません

週30時間勤務～ ○内容・・・臨床検査技師の補助業務

 　 日額 5,348円～ ○勤務先・・市立総合病院

○資格・・・特に必要な資格はありません

週35時間勤務～ ○内容・・・患者さんの排泄介助、食事の世話等看護師の補助業務

 　 日額 5,806円～ ○勤務先・・市立総合病院、市立扇田病院

週30時間勤務

　　日額5,348円～ ○内容・・・事務補助

○勤務先・・市役所（各施設を含む）、市立総合病院、市立扇田病院

○要件・・・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を
        受けているかた

一般事務

（障害者）

医 療 助 手

（市立総合病院）

看護補助者Ａ
（市立総合病院）

看護補助者Ｂ
（市立扇田病院）

歯科衛生士

（市立総合病院）

医師事務作業
補助者

（市立総合病院）


