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募集職種 資格など 報酬予定額 応募先・問い合わせ・備考

教育委員会一般事務 パソコン技能（基本操作・
ワード・エクセル等使用）

月額139,638円

〒399-8281（住所不要）　学校教育課　471・2223学校事務 月額139,638～154,600円

学校庁務員 小破修繕等実務経験者、要
普通自動車運転免許 月額154,600円

学校司書 要職種資格 月額154,600円
学校支援員 学校教育に関する経験者 時給1,060円/月額172,600円
学校支援員

（医療支援員） 看護師資格 月額170,258円

適応指導員
（中間教室指導員）

学校教育に関する経験者

月額172,600円

不登校支援
コーディネーター 月額172,600円

教育施設連携促進
コーディネーター 時給1,060円

学校給食栄養士 要職種資格 月額164,100円
〒399-8201　安曇野市豊科南穂高2661-1
中部学校給食センター　472・2674

【時給者勤務時間】
4時間勤務：8：15～12：15、7時間勤務：8：15～16：15

給食センター一般事務 パソコン技能（基本操作・
ワード・エクセル等使用） 月額139,638円

学校給食調理員 調理・厨房機器取扱対応可
能者

時給949円
月額154,600円

公民館長
（豊科・三郷・明科）

市民の生活文化の向上等に
関する各種事業が企画・運
営でき、公民館活動の活性
化に意欲のある人

月額160,593円 〒399-8281（住所不要）　生涯学習課　471・2466
（申込時に課題作文あり）

社会教育指導員
（豊科・穂高・三郷）

社会教育または学校教育に
関する経験者 月額155,896円

文化施設一般事務
（受付・管理等事務）

パソコン技能（基本操作・
ワード・エクセル等使用） 月額139,638～149,612円

〒399-8281（住所不要）　文化課　471・2465
（館長・学芸員は申込時に課題作文あり）文化施設館長 文書館、博物館の適切な企

画・運営管理ができる人 月額157,161円

学芸員
（歴史・民俗・自然系） 要職種資格 時給1,060円

月額155,896～167,032円

図書館長（分館）
マネジメント経験があり、
図書館の適切な運営管理が
できる人

月額157,161円 〒399-8303　安曇野市穂高6765-2
穂高交流学習センター「みらい」 内　
中央図書館　484・0111 　（申し込み時に課題作文あり）

図書館司書 要職種資格 月額153,774円

児童発達支援相談員 教員免許（特別支援教育に
関する経験者） 月額167,032円

〒399-8303　安曇野市穂高9181　穂高健康支援センター 内
子ども発達支援相談室　481・0719

作業療法士 要職種資格 月額216,967円
言語聴覚士 要職種資格 月額216,967円

公認心理師
要職種資格（年間 50 件以
上 の WISC 検 査 を 過 去 3
年間実施している人）

時給1,377円

家庭児童相談員 保育士資格（ワード・エク
セル操作可能者） 月額167,032円

〒399-8281（住所不要）　家庭児童相談室　471・2265教育相談員 教員免許（就学相談・いじ
め・不登校相談の経験者） 月額172,600円

保健師
（ひきこもり相談）

保健師資格（ひきこもりの
相談支援経験者） 時給1,377円

栄養士 要職種資格 月額167,032円

〒399-8281（住所不要）
こども園幼稚園課　471・2256

保育士 要職種資格
時給1,177円、日額9,128円
月額191,700～213,200円幼稚園教諭 要職種資格

看護師 要職種資格 時給1,209円、日額9,376円
月額196,900円

保育補助 経験者優遇 時給1,000円、日額7,757円
月額162,900円

こども園事務 パソコン技能（基本操作・
ワード・エクセル等使用） 時給1,000円

◆表 2　教育委員会   教育委員会内での重複申し込みはできません。
（文化施設の一般事務・館長・学芸員・図書館長・図書館司書は、交代で土日祝日の勤務があります）

◆表１ 市長部局   市長部局内での重複申し込みはできません。

◆表 3　農業委員会事務局

会計年度任用職員の募集
令和５年４月から市役所等で勤務していただける会計年度任用職員を募集します。問職員課　471・2405　 58098ID

任用期間 　令和５年４月１日～令和６年３月 31 日　 募集人員 　各職種とも若干名
勤務条件 　午前９時～午後５時（職種により勤務時間が異なる場合があります。詳細は市Ｈ

ホームページ
Ｐ をご確認ください）

受付期間 　12 月 23 日（金）～１月 10 日（火）　午前８時 30 分～午後５時 15 分（必着）
申し込み 　申込書と下記課題作文（該当職種のみ）を担当課へ直接または郵送で。申込書は職員課窓口・市ＨＰから入

手できます。
選考方法 　１月下旬から２月に面接などを行います。面接日は担当課から通知します。
短期任用 　臨時的な業務が発生したときに仕事をしていただく会計年度任用職員（短期任用）を随時受け付けています。

年間を通しての勤務はできないが短期間なら勤務できるという人は、短期任用登録に申し込みください。
課　　題 　Ａ４サイズの 400 字詰め原稿用紙２枚以内にまとめ、申込書と併せて提出してください。

▷公民館長…「○○地域の公民館事業をさらに充実させるためにできること」
　　　　　　※○○には希望する地域名を記入してください
▷社会教育指導員…「安曇野市コミュニティスクール事業の推進のためにできること」
▷文化施設の館長・学芸員…「安曇野市の文化施設で働く上で、大切なこと」
▷図書館長・図書館司書…「あなたが考える公共図書館の役割とは」

募集職種 資格など 報酬予定額 応募先・問い合わせ・備考

一般事務 パソコン技能（基本操作・ワ
ード・エクセル等使用）、普通
自動車運転免許が必要となる
業務含む

月額 139,638 円

短時間一般事務 時給 949 円 〒 399-8281（住所不要）　職員課　471・2405　

短時間一般事務
（障がいのある人）

パソコン技能（基本操作・ワ
ード・エクセル等使用） 時給 949 円（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている人は専用申込書から申し込み ）

嘱託登記事務員 不動産登記事務経験者 月額 148,219 円 〒 399-8281（住所不要）　収納課　471・2481　または　
維持管理課　471・2331　（いずれかの課に応募ください）

収納員 要普通自動車運転免許 月額 191,393 円 〒 399-8281（住所不要）　収納課　471・2481　
生活保護相談員 経験者優遇 月額 148,219 円 〒 399-8281（住所不要）　福祉課　471・2252 
介護認定調査員 認定調査員研修修了者 月額 155,896 円 〒 399-8281（住所不要）　高齢者介護課　471・2012　

主任介護支援専門員
（ケアマネジャー） 要職種資格（高齢者保健福祉

に関する相談業務等の経験者） 月額 196,354 円 〒 399-8281（住所不要）　
中央地域包括支援センター　472・9986　

看護師

障害支援区分
認定調査員

障害支援区分認定調査員研修
修了者 月額 167,032 円

〒 399-8281（住所不要）　障がい者支援課　471・2083
社会福祉士 要職種資格 時給 1,246 円
レセプト点検員 要職種資格（医科または歯科） 月額 144,787 円 〒 399-8281（住所不要）　国保年金課　471・2473
管理栄養士 要職種資格 月額 200,032 円 〒 399-8303　安曇野市穂高 9181　穂高健康支援センター内

健康推進課　481・0726健康運動指導士 要職種資格 月額 182,419 円

歯科衛生士 要職種資格 月額 196,354 円

〒 399-8303　安曇野市穂高 9181　穂高健康支援センター内
健康推進課　481・0726　または
〒 399-8281（住所不要） 　高齢者介護課　471・2474

（いずれかの課に応募ください）

保健師 要職種資格
月額 216,967 円 〒 399-8303　安曇野市穂高 9181　穂高健康支援センター内

健康推進課　481・0726

月額 202,503 円 〒 399-8281（住所不要）　障がい者支援課　471・2083　
時給 1,377 円 〒 399-8281（住所不要）　国保年金課　471・2473

営農企画員 農業全般に精通している人 時給 1,060 円
月額 155,896 円 〒 399-8281（住所不要）　農政課　471・2429

道路維持作業員 要普通自動車運転免許 月額 139,638 円 〒 399-8281（住所不要）　維持管理課　471・2425

募集職種 資格など 報酬予定額 応募先・問い合わせ・備考

一般事務 パソコン技能（基本操作・
ワード・エクセル等使用） 時給 949 円 〒399-8281（住所不要）　農業委員会事務局　471・2497


