
 

1 

令和４年度 会計年度任用職員登録要項 

 

１ 募集職種 

（１） 幼稚園教諭・保育所保育士・こども園保育教諭 

① フルタイム （月給）勤務（週 38 時間 45 分勤務） 

② パートタイム（月給）勤務（週 20 時間以上 35 時間以下勤務） 

③ パートタイム（時給）勤務（週 20 時間未満勤務） 

（２） 保育所・こども園栄養士 

① パートタイム（月給）勤務（週 20 時間以上 35 時間以下勤務） 

（３） 保育所・こども園調理員 

① パートタイム（月給）勤務（週 20 時間以上 35 時間以下勤務） 

② パートタイム（時給）勤務（週 20 時間未満勤務） 

（４） こども園看護師 

① パートタイム（月給）勤務（週 20 時間以上 35 時間以下勤務） 

 

  ※ 幼稚園教諭（フルタイムに限る）、こども園看護師は固定時間による勤務、その他の職は、

シフト制による勤務となります。 

 

２ 職務の内容及び必要な資格・免許 

職   種 必要資格 職務の内容 

幼稚園教諭 幼稚園教諭免許 ３歳児～５歳児の教育 

保育所保育士 保育士資格 
０歳児～２歳児の保育 
３歳児～５歳児の教育・保育 

こども園保育教諭 
（パートタイムはどちらかの資格で可） 

幼稚園教諭免許

保育士資格 
０歳児～２歳児の保育 
３歳児～５歳児の教育・保育 

保育所・こども園栄養士 栄養士免許 
給食業務（栄養管理） 
アレルギー等の対応 

保育所・こども園調理員 資格要件なし 給食調理 

こども園看護師 
看護師免許 
または 
准看護師免許 

園児の健康管理・健康指導 
ケガ等の応急処置 
感染症対応・衛生管理 
検診業務、保健だより等の作成 
保育業務の補助 

 

３ 任用期間   任用の日からその日の属する年度末（３月末）まで 

         ※任用後２年は、人事評価及び選考等の能力実証を行ったうえで、再度任用

する場合があります。 
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４ 勤務条件等  別表参照 

 
５ 選考方法  
（１）月給制での任用を希望される方（週 20 時間以上の勤務） 試験による選考 

 
（２）時間給での任用を希望される方（週 20 時間未満の勤務） 面接による選考 

※面接日時等は個別に連絡します。勤務形態については後日面接により決定 

します。 

 
６ 選考試験 

（１）対象者   月給での任用を希望する方（週 20時間以上の勤務） 

 

（２）試験内容 

区分 職種 試験内容 

【継続】 
幼稚園教諭、保育士、保育教諭 実技、面接、勤務評価結果 

栄養士、調理員 面接、勤務評価結果 

【新規】 
幼稚園教諭、保育士、保育教諭 作文、実技、面接 

栄養士、調理員、看護師 作文、面接 

 

 

（３）試験会場  宍粟市役所 会議室 

 

（４）その他   試験に関する詳細は、後日、登録者に通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

（別表） 

職種 区分 条件等 

・幼稚園教諭 

・保育士 

・保育教諭 

フルタイム 

（月給） 

〇勤務時間 １日７時間 45 分の週５日勤務 
           ※保育所・こども園はシフト制 
〇給    料 165,900 円～208,900 円 

※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 
〇手    当 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当 
〇休 暇 等 年次有給休暇、特別休暇 
〇そ の 他 社会保険・雇用保険に加入（※１・２） 
（※１）任用開始６か月経過後に任用当初に遡及して退職手当組合

に加入 
（※２）令和４年 10 月から市町村（公立学校）共済組合に加入  

パートタイム 

（月給） 

 

〇勤務時間 週 20 時間以上 35 時間以下（シフト制） 
〇給料（週 35 時間勤務の場合） 

149,800 円～188,700 円 
※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 

〇手  当 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当 
〇休 暇 等 年次有給休暇、特別休暇 
〇そ の 他 社会保険（月額賃金が 8.8 万円以上の方が対象）

（※１）、雇用保険に加入 
（※１）令和４年 10 月から市町村（公立学校）共済組合に加入  
【週 35 時間勤務の場合】 

幼稚園は、１日７時間の週５日勤務 
保育所・こども園は、２週間あたり９日の勤務（１日

は７時間 45 分勤務） 

パートタイム 

（時給） 
〇勤務時間 週 20 時間未満（シフト制） 
〇給    料  時給 1,019 円～1,181 円 
         ※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 
〇手  当 通勤手当、時間外勤務手当 
〇休 暇 等 年次有給休暇 

・栄養士 

・調理員 

・看護師 

パートタイム 

（月給） 

〇勤務時間 週 20 時間以上 35 時間以下 
※栄養士、調理員はシフト制 

〇給料（週 35 時間勤務の場合） 
・栄養士 144,600 円～176,600 円 
・調理員 140,100 円～162,200 円 
・看護師 149,800 円～188,700 円 

    ※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 
〇手  当 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当 
〇休 暇 等 年次有給休暇、特別休暇 
〇そ の 他 社会保険（月額賃金が 8.8 万円以上の方が対象）

（※１）、雇用保険に加入 
（※１）令和４年 10 月から市町村（公立学校）共済組合に加入 
【週 35 時間勤務の場合】 

栄養士・調理員は、２週間あたり９日の勤務（１日

は７時間 45 分勤務） 
看護師は、１日７時間の週５日勤務 

・調理員 パートタイム 

（時給） 
〇勤務時間 週 20 時間未満（シフト制） 
〇給  料  時給 953 円～1,021 円 
       ※宍粟市での職務経験年数等を考慮し決定 
〇手  当 通勤手当・時間外勤務手当 
〇休 暇 等 年次有給休暇 

 


