
職種 募集人数 主な職務内容 資格要件等 勤務時間 勤務地 配属課

1 一般事務職 若干名
電話対応、窓口業務、事務処理等
※配属課により異なる

基本的なパソコン操作 時給 897円〜
⽉曜〜⾦曜 8：30〜17：15
※配属課により異なる

役場本庁舎 各課

2 不法投棄監視パトロール業務 1名
八重瀬町内の不法投棄ゴミのパトロー及
び回収業務等

基本的なパソコン操作
普通自動車免許

⽉給 131,961円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：30〜16：30 役場本庁舎、町内全域 住⺠環境課

3 介護支援専門員 若干名 窓口相談、ケアプラン作成
介護支援専門員有資格者
基本的なパソコン操作

⽉給 189,135円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00
地域包括支援センター

（社会福祉課内）
地域包括支援センター

（社会福祉課内）

4 医療レセプト点検員 1名
画像レセプト点検システム等を使用し、
レセプトの過誤点検業務

①医療事務有資格者
②診療報酬支払基⾦又は医療保険者において
高度の専門的知識や能力を有すると認められ
る者（概ね3か年の実務経験者）
③基本的なパソコン操作

⽉給 149,845円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00 役場本庁舎 健康保険課

5 柔整等レセプト点検員 1名
柔道整復・はり・きゅう・あん摩・マッ
サージ申請書の点検業務

医療事務有資格者 ⽉給 89,907円〜 週3⽇勤務 9：00〜17：00 役場本庁舎 健康保険課

6 助産師 1名
新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問業
務

助産師免許 ⽉給 189,135円〜 ⽉曜〜⾦曜 9:00〜17:00 八重瀬町保健センター 健康保険課

7 保健師 1名 子育て包括支援センター保健師業務 保健師免許 ⽉給 189,135円〜 ⽉曜〜⾦曜 9:00〜17:00 八重瀬町保健センター 健康保険課

8 保育士 若干名 子育て支援、保育業務、一時預かり等 保育士資格 ⽉給 122,061円〜
⽉曜〜⾦曜 9：00〜17:00
（週29〜35時間以内）

子育て支援センターぴっぴ 児童家庭課

9 子育て支援員（利用者支援） 若干名
子育て支援、相談業務、窓口業務等
（利用者支援事業：基本型・特定型）

保育士資格（子育て支援員） ⽉給 147,316円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00 子育て支援センターぴっぴ 児童家庭課

10 臨床心理士 1名 発達相談、保育園巡回支援等 臨床心理士資格 ⽉給 242,425円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00 役場本庁舎 児童家庭課

11 家庭児童相談員 若干名
家庭児童相談、児童虐待等に関する相談
支援

社会福祉士、相談員経験者又は児童福祉司、
児童福祉に関心がある方

⽉給 189,135円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00 役場本庁舎 児童家庭課

12 養育支援訪問員 １名
訪問支援業務（養育支援に関する指導、
助言及び相談支援業務）

保健師、助産師、看護師、保育士等 ⽉給 189,135円〜 ⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00 役場本庁舎 児童家庭課

13
児童厚生員

児童厚生員補助
若干名

児童館業務、子どもの成⻑支援、
遊びの環境づくり等

児童厚生員資格
または補助（資格無）

時給
（資格有）925円〜
（資格無）897円〜

⽉曜〜⾦曜 10:00〜18:00
（週20〜35時間以内）

具志頭児童館
友寄児童館

児童家庭課

14 農地調整員 1名
・電話、窓口対応
・農地の出し手、受け手の掘り起こし
・交渉貸付手続き等

基本的なパソコン操作 ⽉給 144,606円〜
⽉曜〜⾦曜
9：00〜17：00(週35時間時間調整)

役場本庁舎、現場等 農林水産課

15 道路・公園等(草刈）作業員 18名 道路公園等草刈り清掃作業 普通自動車免許 ⽉給 133,587円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：30〜16：30 町内全域
土木建設課

スポーツ振興課

※原則、各職種、普通自動車免許（AT限定可）所持者とする。
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16 通学(園)バス運転手 若干名 スクールバス運転業務等 第二種運転免許 ⽉給 152,735円〜
⽉曜〜⾦曜 7：00〜18：00
（実働7時間）

白川小学校 学校教育課

17 幼稚園教諭（学級担任） 若干名 学級担任（4歳・5歳児） 幼稚園教諭免許資格 ⽉給 185,500円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：15〜17：00 町内の幼稚園 学校教育課

18 幼稚園教諭（預かり保育） 若干名 預かり保育時間帯の保育 幼稚園教諭免許資格 時給
（資格有）1,129円〜
（資格無）897円〜

⽉曜〜⾦曜 10：30〜18：30 町内の幼稚園 学校教育課

19 特別支援員（幼稚園・小中学校） 若干名
障害等、特別な支援を要する園児・児童
への学校生活上の支援

不問 時給 897円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：30〜16：15 町内の幼稚園・小中学校 学校教育課

20 学習支援員 若干名
授業・放課後学習時の児童生徒への学習
支援

教員免許
普通自動車運転免許

時給 1,119円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：30〜16：15 町内の小中学校 学校教育課

21 調理員 若干名 町内の幼・小・中学校の給食調理 不問 時給 859円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：00〜16：0 学校給食調理場 学校教育課

22 調理員兼運搬員 若干名 町内の幼・小・中学校の給食調理 不問 時給 1,030円〜 ⽉曜〜⾦曜 8：00〜16：00 学校給食調理場 学校教育課

23 給食費徴収員 1名 事務補助 基本的なパソコン操作 時給 897円〜 ⽉曜〜⾦曜 13：00〜19：00 具志頭給食センター 学校教育課

24  運動公園施設内施設管理人 若干名 電話対応、窓口業務、事務処理等 基本的なパソコン操作 時給 812円〜
⽕曜〜⽇曜 8：00〜22：30
（週35時間以内）

町内体育施設 スポーツ振興課

25 施設管理員 2名 中央公⺠館時間外管理業務 不問 時給 812円〜
平⽇17：15以降
土⽇祝祭⽇

八重瀬町中央公⺠館 生涯学習文化課

26 施設清掃員 1名 中央公⺠館清掃及び窓口業務 不問 時給 812円〜 ⽉曜〜⾦曜 7：15〜15：15 八重瀬町中央公⺠館 生涯学習文化課

27 図書司書 1名 図書館業務 図書司書資格 ⽉給 138,012円〜 ⽕曜⽇〜土曜⽇ 9：15〜18：00 具志頭歴史⺠俗資料館図書室 生涯学習文化課

28 図書司書代替 若干名 図書司書の補助 基本的なパソコン操作 時給 897円〜
⽕曜〜⽇曜 9：15〜20：00 シフト制
（週1〜3⽇、1⽇2〜6時間程度）

町内の図書室 生涯学習文化課

※各職種、普通自動車免許（AT限定可）所持者とする。
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