令和４年度美郷町会計年度任用職員任用試験
試験案内（教育部門）
１．試験区分・職務内容・受験資格・募集人数
試験区分

職務内容

受験資格

募集人数

幼稚園教諭業務（支援）
幼稚園教諭

預かり保育・環境整備・教材準備片付・幼稚園教諭サポート 幼稚園教諭二種免許

3名

等
幼稚園教諭（補助）支援

幼稚園教諭業務（補助）
預かり保育補助・環境整備・教材準備片付等

無資格でも可
幼稚園教諭二種免許 保育士の資格 5名
取得者優先
教職員免許

通級指導員

通級指導教室在籍児童生徒指導

特別支援教育支援員（別途協議）

配慮が必要な児童に対しての学習支援等

教職員免許

若干名

小学校講師

複式学級解消のための学級担任

教職員免許

若干名

（別途協議）

もしくは言語聴覚士資格

2名

スクール・サポート・スタッフ

学校事務サポート

若干名

学校技術員

学校内用務（校内美化業務・接客他）

2名

10名

学校給食調理

１

学校用給食の調理

学校給食調理

２

学校用給食の調理

給食調理員１が休暇の場合又は、調
理内容により勤務

3名

町内（南郷地区）スクールバス運転手（又江・安蔵線）
スクールバス運転手及び学校施設
整・社会体育施設整備業務

校外学習時マイクロバス運転業務有り
スクールバス等の運転業務の支障のない範囲内で南郷地区学 大型車免許以上

１名

校施設・社会体育施設環境整備、教育課所管イベント準備運
営業務を命ずることがある。

スクールバス運転手 1

町内（南郷地区）スクールバス運転手（又江・安蔵線）
※正運転手が都合により業務できない場合のみ勤務

中型車免許（８ｔ）

１名

大型免許

１名

大型車免許（８ｔ）

１名

大型免許

１名

大型免許

2名

司書資格

2名

町内（西郷地区）スクールバス運転
スクールバス及び給食等配送運転手 西郷地区学校給食配送
※高校生スクールバス運転手代替業務あり
スクールバス運転手 2

スクールバス運転手及び学校施設
整・社会体育施設整備業務

高校生バス運転手

図書館司書

図書館司書補助

社会教育主事

管理人（モバイルミュージアム）

町内（北郷地区）スクールバス運転手
町内（北郷地区）スクールバス運転手美郷町学校施設・社会
体育施設環境整備
※校外学習時のバス運転手業務あり
高校生スクールバス運転
公共図書館の選書と蔵書管理、貸し出し業務、並びにレファ
レンスサービス

公共図書館の貸し出し業務、及び生涯学習の企画・立案・運 経験者優遇
営
生涯学習の企画・立案・運営及び社会教育関係団体への指
導・助言・育成
博物館管理

無資格でも可
社会教育主事資格

4名

1名

1名

２．勤務条件一覧表
試験区分

勤務日数（週休日）
5日（幼稚園開園日勤務）（原則土・日・祝日

幼稚園教諭

休）※ただし、幼稚園行事により、土・日・祝
日勤務有り（代休措置）

勤務時間（休息時間）

給与・報酬

7時30から18時00分までの7.75時間
※勤務の都合により早出あり
※幼稚園の行事等により時間外勤務あり

月給又は日
給

8,176円～(日額)

※途中４５分休憩
7時30分から18時00分までの7.5時間

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休） ※勤務の都合により早出あり
幼稚園教諭補助

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務

※幼稚園の行事等により時間外勤務あり

有り（代休措置）

※午後のみ勤務でも可（要相談）

日額又は時
間給

938円～（時間額）

※途中45分休憩

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）
通級指導員

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り（代休措置）
5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）

特別支援員

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り
5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）

小学校講師

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り

8時から16時30分までの7.75時間
途中45分の休息時間

8時から16時30分までの7.75時間
途中45分の休息時間

8時から16時30分までの7.75時間
途中45分の休息時間

月額

177,400円～

月額

177,400円～

月額

177,400円～

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休） 8時から16時30分までの7.75時間内
スクール・サポート・スタッフ

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務

の勤務で年間800時間以内

有り

途中45分の休息時間

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）
学校技術員

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り（代休措置）

8時から16時までの7.25時間
途中45分の休息時間

時間額

1,000円

日額

6,708円～

日額

6,708円～

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）
※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
学校給食調理

１

有り（代休措置）
南郷・西郷・北郷のいずれかの給食センター

8時から16時までの7時間
途中1時間の休息時間

に配属するが、調理員の休暇や調理内容によっ
ては、他の給食センターでの勤務有り
不定期（調理員１の休暇や調理内容により勤
学校給食調理

２

務）（原則土・日・祝日休）※ただし、学校行

8時から16時までの7時間以内の勤務

事により、土・日・祝日勤務有り（代替措置あ

時間

り）

途中1時間の休息時間

時間額

925円～

時間額

1,267円～

時間額

1,267円～

時間額

1,267円～

時間額

1,267円～

時間額

1,267円～

※西郷・南郷・北郷給食センターでの業務あり
6時から18時の4時間
※ただし、学校行事や時間割により運行時間

スクールバス運転手及び学校施設
整・社会体育施設整備業務

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休） は変更あり。
※別途、スクールバス業務に影響のない範囲
※ただし、学校行事や各種イベントにより、
土・日・祝日勤務有り

において学校施設整備を命じる。施設整備及
び教育課所管行事のイベント準備運営片付を
命じる。

6時から8時、15時から17時の5時間
スクールバス運転手 1

不定期（正運転手が勤務できない場合のみ）

※ただし、学校行事や時間割により
運行時間は変更あり。

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）
スクールバス及び給食等配送運転手 ※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り（代休措置）

6時30分から20時00分までの7.5時間
※ただし、学校行事や時間割により
運行時間は変更あり。
※スクールバス業務等に支障のない

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休） 7時から9時、15時から17時の4時間
スクールバス運転手 2

※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務

※ただし、学校行事や時間割により

有り（代休措置）

運行時間は変更あり。
6時30分から20時までの7.5時間

スクールバス運転及び学校給食パン
配送業務

5日（学校開校日勤務）（原則土・日・祝日休）
※ただし、学校行事により、土・日・祝日勤務
有り（代休措置）

※ただし、学校行事や時間割により
運行時間は変更あり。
※スクールバス業務等及び学校給食
パン搬送業務に支障のない範囲で学
校施設環境整備を命じる。

高校生バス運転手

週5日（原則土曜日は2名のうち交代で運行。

6時30分から20時までの7.5時間

日・祭日は休み）

※テスト期間中及び高校総体前等学

※ただし、学校行事により、土日祝日勤務有り

校行事により運行時間の変更有り

日額

1,267円～

日額

7,185円～

日額

7,088円～

月額

154,900円～

①平日:午前9時15分から午後6時ま
図書館司書

火曜日から日曜日

週5日(月曜日休館)

で 7.75時間/日
②土日:午前9時15分から午後5時ま
で 6.75時間/日
①平日:午前9時15分から午後6時ま

図書館司書補助

火曜日から日曜日

週5日(月曜日休館)

で 7.75時間/日
②土日:午前9時15分から午後5時ま
で 6.75時間/日

社会教育主事

週5日

週37.5時間以内

管理人（モバイルミュージアム）

土･日・祝日勤務、ただし年末年始を除く

通常午前8時20分から午後4時40分
のうち6時間/日

時間額

925円～

３．勤務条件
任用期間

令和４年４月１日～令和５年３月３１日まで

勤務形態

勤務条件一覧表のとおり

休日
給与
手当等
休暇
社会保険

（週休日）土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始
※試験区分又は職場により、休日が異なる場合があります。
勤務条件一覧表のとおり
※職歴に応じて給与月額を決定します。
条例等の定めるところにより、時間外勤務手当、通勤手当、期末手当等が支給されます。
勤務形態等に応じて年次有給休暇を付与します。
加入要件を満たす職種に関しては適用となります。
（協会けんぽまたは市町村共済組合）

雇用保険

加入要件を満たす職種に関しては適用となります。

労災保険

労働災害補償保険又は町の公務災害補償制度が適用されます。

４．試験申込手続き
総務課または各支所地域課まで、郵送か持参してください。
受付期間
提出先

令和３年１２月６日まで（午後５時必着）
〒８８３-１１０１

宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代１番地

美郷町役場 総 務

〒８８３-０３０６

宮崎県東臼杵郡美郷町南郷神門２８７番地

美郷町役場 南郷地域課

課

〒８８９-０９０１

宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間４０１番地

美郷町役場 北郷地域課

５．試験の方法及び内容
区分

方法

試験の内容

第一試験

面接

個人面接 ※各試験区分の担当課で行います。

６．合格発表
令和４年１月下旬ごろに、合否に関する通知を郵送します。１月末日までに届かない場合は、総務課庶務担当までご連絡ください。

７．合格から採用まで
※ 試験の結果、合格者は、令和５年３月３１日までを登録期間とする会計年度任用職員任用候補者名簿に登載されます。
※ 候補者名簿に登載された人のうち、成績上位の人から順に採用を行います。
※ 候補者名簿に登載されても、必ずしも採用されるとは限りません。
※ 地方公務員法の規定に基づき，採用時はすべて条件付きのものとし，採用後定められた期間を良好な成績で勤務したときに会計年度任
用職員として正式採用となります。
※ 受験資格がないこと又は申込書記載事項に虚偽があった場合は、採用されないことがあります。
※ 外国籍の人も受験できます。ただし、採用日において就労が制限される在留資格の人は採用されません。
８．注意事項
※ 受験資格を満たしていない場合、提出書類に不備がある場合及び申込期限を過ぎた場合は受付できません。
※ 試験に関する問い合わせは、総務課庶務担当または各担当課へお願いします。
※ 給与・報酬額については変更がある可能性があります。
美郷町役場総務課 庶務担当
電話０９８２（６６）３６０１

