
　　　　総務課
職員担当　内線212・213
問合せ令和2年4月1日任用予定の会計年度任用職員を募集します

　「会計年度任用職員」とは・・・
　地方公務員法等の改正によって、令和2年4月1日から新たに創設される臨時・非常勤職員の名称です。現行の臨
時職員、一般職非常勤職員（嘱託職員）及び一部の特別職非常勤職員が会計年度任用職員へと移行します。
　また、職務内容と責任に応じた適正な給与・報酬の支給、さらに休暇制度等の適正化を図ることで、臨時・非常
勤職員の勤務条件を改善します。
　任用期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの最長1年間です（再度の任用により、勤務が継続となる
こともあります。）。ただし、資格・業務内容欄に※印のついているものについては、令和2年4月1日から令和2年6
月30日までとなります。
　要件に応じて、別途通勤手当、期末手当（賞与）等を支給するほか、学歴・職歴等に応じて給与・報酬額が加算
となる場合があります。任用にあたっては、選考又は試験を行います。詳しくは、杉戸町ホームページをご覧いた
だくか担当部署にお問い合わせください。

職名 資格・業務内容 勤務時間・勤務場所 給与・報酬の額 担当部署・問合せ先

事務
補佐員

・�申告書、給与支払報告書等の整理・編てつ
・�書類のパソコン入力　等（※）

9時～ 15時
5時間／日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　税務課
日額 4,692円～

税務課
町民税担当
内線242

・税務書類のパソコン入力
・窓口受付・電話対応　等

9時～ 16時
6時間／日（週3日程度）

勤務場所：杉戸町役場　税務課
日額 5,631円～

税務課
資産税担当
内線247

・マイナンバー交付のための事務
9時～ 17時

7時間／日（週5日）
勤務場所：杉戸町役場　町民課

日額 6,569円～
町民課

住民・戸籍担当
内線254・町民サービスコーナーの事務

・各種証明書の交付

9時～ 17時
7時間/日（週4日）（土日勤務あり）
勤務場所：西公民館、深輪産業団地

地区センター
日額 6,569円～

・書類のパソコン入力
・窓口受付・電話対応　等

9時～ 16時
6時間／日（週5日）

※勤務日・勤務時間については応相談
勤務場所：杉戸町役場　福祉課

日額 5,631円～
福祉課

障がい福祉担当
内線264

・普通自動車運転免許
・窓口受付・電話対応
・高齢者在宅福祉サービスに関する訪問　等
・書類のパソコン入力

9時～ 16時
6時間/日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　高齢介護課
日額 5,631円～

高齢介護課
高齢者福祉担当
内線318

・書類のパソコン入力
・窓口受付・電話対応　等

9時～ 17時
7時間／日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　農業振興課
日額 6,569円～

農業振興課
農業活性化担当
内線322

・普通自動車運転免許
・書類のパソコン入力
・窓口受付・電話対応　　・各種契約事務
・地区センターでの集金業務　等

8時30分～ 15時15分
5時間45分／日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　商工観光課
日額 5,396円～

商工観光課
商工担当
内線309

交通
指導員

・普通自動車運転免許
・交通指導の知識を有する方
・幼児、児童、老人等歩行者の安全通行指導
・�一般歩行者に対する、正しい横断歩行の方
法、信号の確認等安全通行の指導

・�幼稚園、保育園、学校その他施設における
交通安全教室等の安全教育実施協力

・自転車、自動車等に対する正しい交通指導
　等

朝の立哨指導
（約6時間／週、週5日程度）
交通指導員会定例会（1回/月）
一斉街頭立哨（4回/年）
交通安全活動への参加　等
勤務場所：杉戸町内

時間額 1,125円～
くらし安全課
交通・防犯担当
内線284

年金
相談員

・年金事務所等で実務経験のある方
・年金相談、窓口受付、電話対応　等

9時～ 17時
7時間/日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　町民課
日額 6,569円～

町民課
国民年金担当
内線253

国保訪問
指導員

・看護師資格
・普通自動車運転免許
・重複・頻回受診者に対する訪問指導

9時～ 16時
6時間／日（月15日以内）

勤務場所：杉戸町役場　町民課
日額 8,988円～

町民課
国民健康保険担当

内線454

町税等徴
収補助員

・税務業務経験のある方
・普通自動車運転免許
・財産調査などの徴収業務の補助

9時～ 16時
6時間／日（週3日程度）

勤務場所：杉戸町役場　税務課
日額 5,631円～

税務課
徴収担当
内線438

職名 資格・業務内容 勤務時間・勤務場所 給与・報酬の額 担当部署・問合せ先

保育士 ・保育士資格
・町立保育園での保育

7時～ 19時の間で7時間45分／日
（週5日）（シフトにより土曜勤務あり）

勤務場所：杉戸町立の各保育園
月額 162,180円～

子育て支援課　
幼稚園・保育園担当

内線277

7時～ 10時、3時間／日（週4日）
（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：杉戸町立の各保育園

日額 2,989円～

16時～ 19時、3時間／日（週4日）
（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：杉戸町立の各保育園

日額 2,989円～

調理員 ・調理師免許または栄養士資格
・町立保育園での調理業務

8時～ 17時の間で7時間／日（週5日）
勤務場所：杉戸町立の各保育園 日額 6,975円～

8時～ 17時の間で5時間／日（週3日）
（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：杉戸町立の各保育園

日額 4,982円～

栄養士 ・栄養士資格
・町立保育園での栄養士業務及び調理業務

8時～ 17時の間で7時間／日（週5日）
勤務場所：泉保育園 日額 7,486円～

幼稚園
保育
補助員

・幼稚園送迎バスの添乗
8時～ 15時の間で2時間／日（週5日）
（慣らし保育期間は1日4時間）
勤務場所：すぎと幼稚園

日額 1,877円～
（2時間／日） 子育て支援課　

幼稚園・保育園担当
内線268

①幼稚園教諭免許または保育士資格
②子育て経験がある方（①または②いずれか）
・�町立幼稚園にて個別の支援を要する園児の
保育補助

8時30分～ 14時30分
6時間／日（週5日）

勤務場所：杉戸町立の各幼稚園
日額 5,631円～

子育て
支援
センター
相談員

・�子育て相談等利用者対応、イベント等企画
運営

9時～ 17時
7時間／日（週5日または週2日）
（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：杉戸子育て支援センター

日額 6,975円～

子育て支援課
子育て支援センター担当
☎（37）1504

9時～ 17時
7時間／日（週3日）

（土、日いずれか勤務）
勤務場所：泉児童館・泉子育て支援セ
　　　　　ンター

日額 6,975円～

ファミリー・
サポート・
センター
アドバイザー

・�子育て援助活動の調整（依頼会員と提供会
員の調整）

9時～ 17時
7時間／日（週5日または週3日）
（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：杉戸子育て支援センター

日額 6,975円～

利用者
支援員 ・子育てに関する相談業務　等

9時～ 17時
7時間／日（週5日）

（シフトにより土曜勤務あり）
勤務場所：子育て世代包括支援センター

日額 6,975円～

児童
厚生員 ・来館者対応、イベント等企画運営

9時～ 17時、7時間／日（週3日）
（土、日いずれか勤務）

勤務場所：泉児童館・泉子育て支援セ
　　　　　ンター

日額 6,975円～

介護保険
認定
調査員

・介護保険に関し知識を有する方
・�在宅・施設・病院等へ出向き、介護保険要
介護認定に係る認定調査を実施する。

9時～ 16時
6時間／日（週3日～ 5日程度）

勤務場所：杉戸町役場　高齢介護課
日額 8,988円～

高齢介護課
介護保険担当
内線313

介護
相談員

・介護保険に関し知識を有する方
・�施設等へ出向き、利用者やその家族の介護
相談に応じる。

9時～ 16時
6時間／日（月6日程度）

勤務場所：杉戸町役場　高齢介護課
日額 8,988円～

介護
福祉士

・介護福祉士資格
・介護保険に係る相談業務　等
・認定システム入力事務作業　等

9時～ 17時
7時間／日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　高齢介護課
日額 7,486円～

看護師
・看護師資格
・介護予防に係る相談業務　等
・基本チェックリスト事務作業　等

9時～ 17時
7時間／日（週5日）

勤務場所：杉戸町役場　高齢介護課
日額 6,975円～

高齢介護課
地域包括支援センター担当

内線596

母子保健
コーディ
ネーター

・�助産師資格、保健師資格、看護師資格のい
ずれかを有する方
・�子育て世代包括支援センターにおける相
談、情報提供業務　等
・母子手帳交付や支援プラン作成　等

9時～ 17時
7時間／日（週1～ 5日）

勤務場所：杉戸町保健センター
日額 7,486円～

健康支援課
母子保健担当

（杉戸町保健センター内）
☎（34）1188

消費生活
相談員

・�消費生活相談員資格試験に合格または消費
生活相談員資格試験に合格したとみなされ
る方
・消費生活に係る相談業務

10時～ 16時
5時間／日（火・木曜日勤務）

勤務場所：杉戸町消費生活センター
（杉戸町役場　消費生活相談室）

時間額 2,006円～
商工観光課
商工担当
内線309
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