
近江八幡市嘱託員募集案内 

 

近江八幡市嘱託員を次のとおり募集します。 

 

                                  近江八幡市職員選考委員会 

１ 採用予定人員、受験資格等 

（イ）全職種共通 昭和 29年 4月 2日以降に生まれた人 

（ロ） 

 職    種 人数 所   属 業 務 内 容 資 格 要 件 

① 市史編纂調査員 １名 
文化観光課 
（市史編纂室） 

『近江八幡の歴史』の編纂及
び資料調査にかかる諸業務 

大学又は大学院において日本史
学等を専攻し、卒業又は修了した
人（卒業見込み含む） 
※自治体史編纂事業、古文書・仏
教美術・民俗調査等の従事経験
を有することが望ましい。 

② 発達相談員 １名 発達支援課 
乳幼児（一般学齢期を含む）
の発達検査、専門相談、コン
サルテーション業務 

臨床発達心理士認定運営機構の
臨床発達心理士又は日本臨床心
理士資格認定協会の臨床心理士
の資格を有する人（いずれも平成
３１年３月３１日までに当該資格を
取得見込の人を含む）で、発達検
査（新版Ｋ式発達検査、ＷＩＳＣ－
Ⅳ等の検査）ができ、臨床経験が
１年以上ある人 
※普通自動車免許を有する人が
望ましい。 

③ 女性相談員 1名 子ども支援課 
女性保護、DV 相談等に関
する専門的相談支援業務 

児童相談所等関係機関で、女性

の相談支援業務経験を５年以上

有する人 

※普通自動車運転免許を有する
人が望ましい。 

④ 子どもセンター長 １名 子ども支援課 

子どもセンター管理運営業
務の統括に関する業務、児
童の健全育成指導、子育て
支援、地域組織活動の育
成、関係機関との連絡調整
に関する業務 

普通自動車免許を有する人で、
次の①又は②のいずれかの資格
又は免許を有し、かつ幼稚園、小
中学校又は児童福祉施設等にお
いて、１０年以上の実務経験を有
する人 
① 保育士又は社会福祉士 
② 幼稚園、小学校、中学校 
 又は高等学校の教員 

⑤-1 家庭児童相談員 １名 子ども支援課 
家庭児童福祉に関する専門
的相談支援業務 

社会福祉、精神保健福祉士、保
健師等児童福祉任用資格を有す
る人又は児童相談支援業務の経
験を有しかつ児童相談所等にお
いて５年以上の実務経験を有する
人 
※普通自動車免許を有する人が
望ましい。 

⑤-2 家庭児童相談員 １名 子ども支援課 
家庭児童福祉に関する専門
的相談支援業務 

社会福祉、精神保健福祉士、保
健師等児童福祉任用資格を有す
る人又は児童相談支援業務の経
験を有する人 
※普通自動車免許を有する人が
望ましい。 

⑥ 利用者支援員 １名 子ども支援課 

総合的相談支援、地域連携

業務 

・子育てに関する相談・助

言、情報の集約・提供、利用

支援・援助等に関する業務 

・関係機関との連絡調整、連

普通自動車免許を有する人で、
幼稚園教諭・保育士のいずれか
の免許・資格を有していること、か
つ幼稚園・保育所等で１０年以上
の勤務経験を有する人 



携・協働の体制づくりと地域

の子育て資源・社会資源の

育成・開発等に関する業務 

・広報・啓発に関する業務 

⑦ 保険料等徴収員 １名 保険年金課 
国民健康保険料等の徴収業
務 

普通自動車免許を有する人 
※市税、公共料金等の滞納徴収
業務の経験がある人が望ましい。 

⑧ 相談支援員 １名 援護課 
生活困窮者自立支援法に基
づく、自立相談支援等に関
する諸業務 

普通自動車免許を有する人で、
社会福祉士、精神保健福祉士の
いずれかの資格を有する人又は
社会福祉行政、社会福祉施設等
において相談業務に１年以上従
事した経験のある人 

⑨ 障がい者相談員 ２名 障がい福祉課 

障がい者（身体、知的、精神
（高次脳機能含む）、難病患
者）の生活支援に関する相
談支援業務 

普通自動車免許を有する人で、
社会福祉士、精神保健福祉士の
いずれかの資格を有する人又は
障害者相談支援者従事者初任者
研修修了者、障がい者の相談支
援に３年以上従事した経験のある
人 

⑩ 発達支援員 １名 障がい福祉課 
成人期の発達検査、専門相
談、コンサルテーション業務 

臨床発達心理士認定運営機構の
臨床発達心理士又は日本臨床心
理士資格認定協会の臨床心理士
又は公認心理師（いずれも平成３
１年３月３１日までに当該資格を取
得見込の人を含む）の資格を有
し、成人期の発達検査（WAIS-Ⅲ
等の検査）ができる人 
※普通自動車免許を有する人 

⑪ 施設利用支援員 ２名 市民共生センター 

センター自主事業の企画運
営業務、高齢者・障がい者
の自立活動に対する支援業
務、介護ボランティアとセン
ター利用者間の連絡調整業
務等 

社会福祉士・介護職員初任者研
修修了者（ホームヘルパー2 級）
以上のいずれかの資格を有する
人または社会福祉主事経験者・大
学・短期大学・専門学校で福祉系
の学科を卒業した人。 

⑫ 
介護予防サービス
計画作成専門員 

2名 長寿福祉課 

介護保険法介護予防ケアマ
ネジメントに規定する要支援
者等の介護予防サービス計
画の作成及び実施に関する
諸業務 

普通自動車免許を有する人で、
保健師、介護支援専門員、社会
福祉士、経験のある看護師のい
ずれかの資格を有する人 

⑬ 
介護保険給付管理

事務員 
１名 長寿福祉課 

介護報酬給付管理など介護
予防支援に関する業務 

介護保険・介護予防に関する業
務経験・知識を有する人 

⑭ 介護認定調査員 ２名 介護保険課 
介護保険の要介護認定等に
係る訪問調査業務と関連事
務及び介護保険業務全般 

普通自動車免許を有する人で、
介護支援専門員、保健師、看護
師、介護福祉士、社会福祉士、理
学療法士、作業療法士、介護職
員初任者研修修了者のいずれか
の資格を有する人又は要介護等
認定調査従事者研修修了者。但
し、介護職員初任者研修修了者
の資格のみ６カ月以上の実務経
験を要する。 

 

 次のいずれかに該当する人は応募できません。 

  ア 成年被後見人又は被保佐人 

  イ 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人 

  ウ 日本国憲法施行の日以後において、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人 

 



２ 試 験 

（イ） 日時及び場所 

    平成 31年 2月 14日（木） 

①～⑥の職種 午前 8時 30分から受付、午前 8時 45分開始 

⑦～⑭の職種 午後 1時 00分から受付、午後 1時 15分開始 

    近江八幡市役所 4階 第 3・4委員会室 

    受験者が多数の場合は、試験会場が変更になることがあります。  

（ロ） 方 法 

① 筆記試験(作文試験)    

② 面接試験 

 

３ 結果の発表 

   試験の結果に基づき、合格者を決定し、受験者に通知します。 

 

４ 雇用期間 

平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日までです。更新はありません。 

 

５ 勤務条件等 

（イ）「近江八幡市嘱託員に関する要綱」等によります。また、採用後、他の仕事との兼業はできません。 

 

（ロ）賃 金 

職   種 年    額 

① 市史編纂調査員 年額  １９６万円程度 

② 発達相談員 年額  ２５６万円程度 

③ 女性相談員 年額  ２０１万円程度 

④ 子どもセンター長 年額  ２５６万円程度 

⑤-1家庭児童相談員 
⑤-2家庭児童相談員 

年額  ２０７万円程度 

（資格なし） 

年額  ２５６万円程度 

（資格あり） 

⑥ 利用者支援員 年額  ２５６万円程度 

⑦ 保険料等徴収員 年額  １９０万円程度 

⑧ 相談支援員 年額  ２４２万円程度 

⑨ 障がい者相談員 年額  ２５６万円程度 

⑩ 発達支援員 年額  ２５６万円程度 

⑪ 施設利用支援員 年額  １７０万円程度 

⑫ 介護予防サービス計画作成専門員 年額  ２５６万円程度 

⑬ 介護保険給付管理事務員 年額  １７０万円程度 

⑭ 介護認定調査員 年額  ２０１万円程度 

 

※全職種、業務の職務経験期間により加算調整する場合があります。 

 

（ハ） 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険又は公務災害条例を適用 

（ニ） 勤務日数は、年間 215日（月 18日程度） 

（ホ） 勤務時間帯等 

   8時 30分から 17時 15分までの勤務となります。 

   休日は土曜日・日曜日・祝日となります。ただし、⑪の職種の休日は水曜日、④の職種の休日は、月

曜日・日曜日・祝日となります。 

 

 



６ 申込手続及び受付期限 

（イ） 受験申込書の請求 

受験申込書は、近江八幡市総務部総務課人事・人材育成グループにあります。郵送希望の場合は、

封筒の表に「嘱託員採用試験受験申込書」及び「希望の職種」を明記し、返信用封筒（92円切手を

貼り宛名を明記）を同封のうえ、７の宛先まで請求してください。返信用封筒が同封されていない

場合や切手が貼付されていない場合は、返送しません。 

近江八幡市ホームページ（http://www.city.omihachiman.shiga.jp）からもダウンロードできます。 

 

（ロ） 受験の申込み 

受験申込書に必要事項を記入し、近江八幡市職員選考委員会（近江八幡市総務部総務課内)に提出

してください。なお、職種の重複申込はできません。 

（ハ） 申込受付期限 

平成 31年 2月 8日(金)まで 

上記期間の執務時間中(午前 8時 30分から午後 5時15分まで)に受け付けますが、土曜日、日曜日

及び祝日は受付けできません。 

郵送で申込みをする場合は、封筒の表に｢嘱託員採用試験受験(受験希望職種)｣と朱書し、92円切手

を貼り、宛名を明記した返信用封筒を同封してください(2 月 8消印分まで有効)。返信用封筒が同

封されていない場合や切手が貼付されていない場合は、返送しません。 

 

７ その他 

 この試験についての問い合わせは、下記のところへしてください。 

 〒523-8501 近江八幡市桜宮町 236番地  

近江八幡市総務部総務課人事・人材育成グループ 

    TEL 0748-36-5554 (総務課直通)  FAX 0748-32-3237 

※出願書類等に記入された個人情報は、本市採用試験に関わる事項及び個人を特定しない各種統計資料

作成のために使用するもので、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはあり

ません。 

 


