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令和 5年度 まんのう町会計年度任用職員募集案内 

（教育委員会学校教育課） 

 

まんのう町では、次のとおり令和 5 年度の会計年度任用職員を募集します。 
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共通事項 

募集職種等 次頁「個別事項」参照 

雇用予定期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

※業務の必要性や、任用期間中の勤務状況を考慮して、次年度以降も

再度の任用を行う場合があります。 

給料 まんのう町役場で働いていた経験年数などを考慮して給与額を決定し

ます。最低限から上限額までの表記としています。 

交通費 まんのう町の基準により支給します。 

休暇 任用される期間や勤務時間に応じて、年次有給休暇、特別休暇（忌引

休暇、夏季休暇等）、無給休暇（病気休暇等）が付与されます。 

社会保険等 共済短期、厚生年金、雇用保険、労災保険 

※条件あり 

選考方法 書類選考及び面接 

募集期間 本稿掲載開始から令和 5 年 2 月 3 日（金） 午後 5 時 00 分まで 

※募集人員に達した時点で、申し込み受付を終了する場合があります。 

応募資格 次のいずれかに該当する人は応募できません。（地方公務員法第 16 条） 

(1) 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 

(2) まんのう町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年間を経過しない人 

(3) 日本国憲法施行の日以降において、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 

懲戒処分、分限処分、その他地方公務員法に定める服務規程が適用と

なります。 

応募方法 履歴書を下記応募先まで持参または郵送。 

郵送の場合、封筒に「会計年度任用職員履歴書在中」とご記載くださ

い。書類選考結果または面接日時は個別にご連絡差し上げます。なお、

いただいた応募書類は求人者の責任にて廃棄しますので、応募者には

返却いたしません。 

応募先 769-0313 

香川県まんのう町生間 415-1 

まんのう町教育委員会 学校教育課 

会計年度任用職員採用担当 宛 

問い合わせ先 まんのう町教育委員会学校教育課 

TEL 0877-89-7100 
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個別事項 

募集職種 給食調理員（月額） 

募集人数 22 名程度 

業務内容 学校及びこども園給食の調理 

応募資格 調理師、栄養士等あれば尚可 

勤務日時 午前 7 時 30 分～午後 4 時 00 分（月～金） 

※休憩あり 

※当番で早出の場合あり 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校、町立こども園の給食調理場 

給料 （月額）153,774 円～192,096 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 

 

募集職種 給食調理員（時間額） 

募集人数 若干名 

業務内容 学校及びこども園給食の調理 

応募資格 調理師、栄養士等あれば尚可 

勤務日時 午前 7 時 30 分～午後 0 時 30 分（月～金） 

※休憩時間なし 

※当番で早出の場合あり 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校、町立こども園の給食調理場 

給料 （時間額）976 円～1,219 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 
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募集職種 小中学校講師（時間額） 

募集人数 18 名程度 

業務内容 小中学校において授業等を実施 

応募資格 小学校または中学校の教員免許（小学校または中学校で勤務経験があ

れば尚可） 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 30 分の間のシフト（月～金） 

※週 20 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校 

給料 （時間額）2,580 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し 

 

募集職種 小中学校講師（月額） 

募集人数 2 名程度 

業務内容 小中学校において授業等を実施 

応募資格 小学校または中学校の教員免許（小学校または中学校で勤務経験があ

れば尚可） 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 30 分（月～金） 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校 

給料 （月額）240,700 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 
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募集職種 特別支援員 

募集人数 36 名程度 

業務内容 学習や生活の介助等特別な教育的支援を要する児童生徒等の対応、指

導補助 

応募資格 小中学校または福祉施設等の勤務経験があれば尚可 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※週 30 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校 

給料 （時間額）1,026 円～1,137 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 

 

募集職種 学校用務員 

募集人数 5 名程度 

業務内容 学校内外の清掃、学校の環境整備等、学校用務全般 

応募資格 校庭管理作業のできる方 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 30 分（月～金） 

※休憩あり 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校 

給料 （月額）153,774 円～174,483 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 
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募集職種 事務補助（満濃中学校） 

募集人数 若干名 

業務内容 授業準備の補助、教員や教育活動等に係る事務作業補助など 

応募資格 PC の基本的な操作スキル（Office 系ソフト等） 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 30 分（月～金） 

※休憩あり 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 満濃中学校 

給料 （月額）153,774 円～174,483 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 

 

募集職種 スクールサポートスタッフ 

募集人数 5 名程度 

業務内容 授業準備の補助、教員や教育活動等に係る事務作業補助など 

応募資格 PC の基本的な操作スキル（Office 系ソフト等） 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※週 35 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立小中学校 

給料 （時間額）1,026 円～1,137 円 

期末手当 無し（ただし週 30 時間以上勤務の場合は有り） 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 
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募集職種 早期支援コーディネーター及びスクールソーシャルワーカー 

募集人数 4 名程度 

業務内容 発達上困難のある児童生徒の学校や日常生活においての支援や教員の

支援を行うもの 

応募資格 教員免許、社会福祉士又は臨床心理士 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 5 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※週 30 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

勤務場所 教育委員会学校教育課及び町立小中学校 

給料 （時間額）2,700 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 

 

募集職種 適応指導員 

募集人数 2 名程度 

業務内容 不登校傾向にある児童生徒の学校復帰や社会適応等の指導、支援、書

類整理、作成、発行、電話、窓口対応、その他事務的な業務 

応募資格 小学校または中学校の教員免許（小学校または中学校で教諭として経

験があるもの） 

勤務日時 午前 8 時 00 分～午後 5 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※週 18 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

勤務場所 適応支援センター（旧仲南北小学校内） 

給料 （時間額）2,580 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し 
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募集職種 部活動指導員 

募集人数 8 名程度 

業務内容 中学校の部活動において生徒を指導するもの 

（サッカー、ソフトテニス、ソフトボール、剣道、その他） 

応募資格 指導者としての経験があれば尚可 

勤務日時 午後 4 時 00 分～午後 6 時 30 分の間で週 10 時間以内の勤務（月～

金） 

午前 8 時 00 分～午前 12 時 00 分（土日） 

※休日：水曜日及び土曜日、日曜日 

※業務の都合上、就業場所、就業日時の変動あり 

勤務場所 満濃中学校 

給料 （時間額）1,500 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し 
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募集職種 保育教諭（月額） 

募集人数 30 名程度 

業務内容 町立こども園における乳幼児の保育、教育及びそれに付随する事務等 

応募資格 保育士、並びに幼稚園教諭免許 

※いずれか一方のみの場合も応募可とします。 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分（月～金） 

※休憩あり 

※早出・居残り勤務による時間外勤務あり 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立こども園 

給料 （月額）167,032 円～205,064 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 

 

募集職種 保育教諭（時間額） 

募集人数 29 名程度 

業務内容 町立こども園における乳幼児の保育、教育及びそれに付随する事務等 

応募資格 保育士、並びに幼稚園教諭免許 

※いずれか一方のみの場合も応募可とします。 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※休憩あり 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立こども園 

給料 （時間額）1,060 円～1,301 円 

期末手当 無し（ただし週 30 時間以上勤務の場合は有り） 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 
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募集職種 保育助手 

募集人数 13 名程度 

業務内容 町立こども園における乳幼児の保育、教育の補助及びそれに付随する

事務等 

応募資格 乳幼児の保育、教育や支援に興味のある方 

勤務日時 午前 7 時 30 分～午後 6 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※休憩あり 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立こども園 

給料 （時間額）951 円～1,028 円 

期末手当 無し（ただし週 30 時間以上勤務の場合は有り） 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 

 

募集職種 養護教諭 

募集人数 若干名 

業務内容 園児の病気やけがの手当て、カウンセリング、健康教育等 

応募資格 養護教諭免許 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分の間のシフト（月～金） 

※週 5 日、1 日 5 時間程度の勤務 

※休憩なし 

※勤務時間は勤務先のこども園と調整 

※行事等により休日勤務あり 

勤務場所 町立こども園 

給料 （時間額）1,305 円 

期末手当 無し 

社会保険等 有り 
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募集職種 こども園用務員 

募集人数 8 名程度 

業務内容 園内外の清掃、園の環境整備等、用務全般 

応募資格 園庭管理作業のできる方 

勤務日時 午前 7 時 00 分～午後 4 時 00 分のシフト（月～日） 

※週 32 時間未満の勤務 

※勤務日時はシフトにより変動します。 

勤務場所 町立こども園 

給料 （時間額）976 円～1,107 円 

期末手当 無し（ただし週 30 時間以上勤務の場合は有り） 

社会保険等 無し（ただし週 20 時間以上勤務の場合は有り） 

 

募集職種 こども園事務員 

募集人数 5 名程度 

業務内容 学級費等の会計事務、各種通知等の作成・配布準備、事務用品・保育

用品等の発注及び支払、写真整理、その他事務、行事手伝い、電話対

応等 

応募資格 PC の基本的な操作スキル（Office 系ソフト等） 

勤務日時 午前 8 時 30 分～正午のシフト（月～金） 

※週 3 日の勤務（勤務日は勤務先のこども園と調整） 

※休憩なし 

勤務場所 町立こども園 

給料 （時間額）976 円～1,107 円 

期末手当 無し 

社会保険等 無し 
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募集職種 指導主事 

募集人数 若干名 

業務内容 教育課程、学習指導、生徒指導、教材、学校の組織編制その他学校教

育の専門的事項の指導に関する職務 

応募資格 教員免許 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分 

※週 4 日の勤務 

※休憩あり 

勤務場所 教育委員会学校教育課 

給料 （月額）153,600 円 

期末手当 無し 

社会保険等 有り 

 

募集職種 教育研究所長 

募集人数 若干名 

業務内容 教育課程、学習指導、生徒指導、教材、学校の組織編制その他学校教

育の専門的事項の指導に関する職務、教育研究所の事務の掌理 

応募資格 教員免許 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※週 4 日の勤務 

※休憩あり 

勤務場所 教育委員会学校教育課 

給料 （月額）240,000 円 

期末手当 無し 

社会保険等 有り 
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【障害者専用求人】 

 本町は障害者雇用を推進するため、障害のある方を対象とした会計年度任用職員募集を

行います。 

 ≪対象者≫障害者手帳（身体障害者手帳、養育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳）の交付

を受けている方 

募集職種 事務補助（学校教育課） 

募集人数 若干名 

業務内容 書類整理、作成、発行、電話対応等、一般的な事務業務 

応募資格 PC の基本的な操作スキル（Office 系ソフト等） 

勤務日時 午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分 

※週 4 日の勤務 

※休憩あり 

勤務場所 教育委員会学校教育課 

給料 （月額）123,019 円～139,586 円 

期末手当 有り 

社会保険等 有り 

 

 

 

 


