
町では、行政運営の一層の透明性を図り、町民に開かれた「誇りと信頼のあるま
ちづくり」を進めるために、町長交際費の支出状況を公開します。
❖交際費の支出状況（12月）
分類 件数 内　　　　　　容 支 出 額

会　費 5件
消防幹部意見交換会、あきぎん会総会、町防犯協会・町
防犯指導隊合同慰労会、酒米研究会総会懇親会、富津内
地区町内会長・町長・五城目町議会議長との懇親会

26,000円

接　遇 1件 来客時お土産 4,000円

その他 4件
町民生児童委員協議会新旧委員歓送迎会、町防犯協会・
町防犯指導隊合同慰労会、農業委員会忘年会、馬場目地
区慰霊祭

20,300円

合 計 10件 50,300円

平成31年４月～令和元年12月の合計 643,501円

3／ 市町村会館管理組合
定例会（秋田市）、町村電
算管理システム共同
事業組合管理者会、山
村・過疎地域振興協議
会理事会、定期総会、
政策研修会（秋田市）

4／ 3月補正予算町長・副
町長査定（役場・５日まで）

6／ 市町村総合事務組合
定例会（秋田市）

10／ 湖東厚生病院運営委
員会（町内）

広報「ごじょうめ」1027号　令和2年2月1日15 14KOHO GOJOME No.1027 2020.2.1

地方公務員法などの改正により、令和２年４月から、現
在の臨時的任用職員は、会計年度任用職員制度に移行され
ます。
❶用務員 ････････････････････････････････････････ １人

▼業務内容　 町立学校施設及び敷地の維持業務等（刈払機
による草刈りなど）

▼任用期間　 ４月１日～７月23日（夏休みなど長期休業時
の任用の中断あり）

▼勤務時間　 午前６時～午後４時50分のうち７時間（休憩
１時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）889円／時間

▼必要な技術・資格　普通自動車運転免許

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❷調理員 ････････････････････････････････････････ ２人

▼業務内容　町立学校での給食調理等

▼任用期間　 ４月１日～７月23日（夏休みなど長期休業時
の任用の中断あり）

▼勤務時間　 午前７時～午後４時50分のうち７時間（休憩
１時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）889円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❸調理員 ････････････････････････････････････････ ４人

▼業務内容　町立学校での給食調理等の補助

▼任用期間　 ４月１日～７月23日（夏休みなどの長期休業
時の任用の中断あり）

▼勤務時間　 学校教育課長が別途指示する日において１日
につき７時間以内（休憩１時間除く）　15時
間／週

▼報酬（給料）889円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❹生活支援員（学校） ････････････････････････････ ２人

▼業務内容　 障害のある児童生徒の学校生活サポート等

▼任用期間　 ４月１日～７月23日（夏休みなど長期休業時
の任用の中断あり）

▼勤務時間　 午前８時20分～午後３時30分のうち６時間
（休憩１時間除く）　30時間／週

▼報酬（給料）1,003円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❺学習支援員（学校） ････････････････････････････ １人

▼業務内容　児童生徒の学習サポート等

▼任用期間　 ４月１日～７月23日（夏休みなど長期休業時
の任用の中断あり）

▼勤務時間　 午前８時20分～午後３時30分のうち６時間
（休憩１時間除く）　30時間／週

▼報酬（給料）1,203円／時間

▼必要な技術・資格　小学校または中学校の教員免許状

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❻生活支援員（放課後） ･･････････････････････････ １人

▼業務内容　小学校児童の放課後保育

▼任用期間　 ４月１日～３月31日（夏休みなどの長期休業
時は勤務時間を延長）

▼勤務時間　 午後１時～午後６時30分までのうち５時間　
25時間／週

▼報酬（給料）842円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❼生活支援員（放課後） ･･････････････････････････ ３人

▼業務内容　小学校児童の放課後保育の補助
▼任用期間　 ４月１日～３月31日（夏休みなどの長期休業

時は勤務時間を延長）

▼勤務時間　 学校教育課長が別途指示する日において１日
につき５時間以内　15時間／週

▼報酬（給料）842円／時間

▼担 当 課　町教育委員会学校教育課（☎852・5372）
❽学習支援員（放課後） ･･････････････････････････ ３人

▼業務内容　小学校児童の学習支援（放課後）の補助

▼任用期間　 ４月１日～３月31日（夏休みなどの長期休業
時は勤務時間を延長）

▼勤務時間　 学校教育課長が別途指示する日において１日
につき４時間以内　15時間／週

▼報酬（給料）1,128円／時間

▼必要な技術・資格　小学校または中学校の教員免許状

▼担 当 課　町教育委員会学校教育課（☎852・5372）

❾施設管理人（町民センター） ････････････････････ １人

▼業務内容　生涯学習課所管施設の受付業務等

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　平日： 午後５時～午後10時までのうち５時間
　　　　　　休日： 午前７時～午後10時までのうち13時間

（休憩２時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）812円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会生涯学習課（☎852・4411）
10施設管理人（公園） ････････････････････････････ １人

▼業務内容　 雀館運動公園周辺の施設維持等（刈払機によ
る草刈りなど）

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　 午前７時～午後６時までのうち７時間（休憩
１時間除く）　23.25時間／週

▼報酬（給料）1,050円／時間

▼必要な技術・資格　普通自動車免許

▼担 当 課　 町教育委員会生涯学習課（☎852・4411）
11清掃作業員 ････････････････････････････････････ １人

▼業務内容　 町民センター、広域五城目体育館と雀館運動
公園周辺の清掃作業

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　 午前９時～午後３時までのうち５時間（休憩
１時間除く）　25時間／週

▼報酬（給料）812円／時間

▼担 当 課　 町教育委員会生涯学習課（☎852・4411）
12事務補助員 ････････････････････････････････････ １人

▼業務内容　健康福祉課所管業務の事務補助

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　 午前８時30分～午後４時30分までのうち７時
間（休憩１時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）889円／時間

▼必要な技術・資格　 普通自動車運転免許、パソコン操作等

▼担 当 課　 町健康福祉課（☎852・5128）
13介護認定調査員 ････････････････････････････････ １人

▼業務内容　 介護認定（新規・更新・区分変更）申請者へ
の訪問調査と調査票の作成

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　 午前８時30分～午後４時30分までのうち７時
間（休憩１時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）1,050円／時間

▼必要な技術・資格　普通自動車運転免許、パソコン操作等

▼担 当 課　 町健康福祉課（☎852・5107）

14施設管理人（公園） ････････････････････････････ ２人

▼業務内容　 森山森林公園、町有林の維持管理業務
　　　　　　（チェーンソーによる支障木伐採等）

▼任用期間　４月１日～11月30日

▼勤務時間　 午前８時30分～午後４時30分までのうち７時
間（休憩１時間除く）　35時間／週

▼報酬（給料）1,050円／時間

▼必要な技術・資格　 普通自動車免許

▼担 当 課　町農林振興課（☎852・5233）
15施設管理人（資料館） ･･････････････････････････ ２人

▼業務内容　森林資料館（五城目城）施設管理業務

▼任用期間　 ４月１日～11月30日（１勤務１名体制による
交代勤務）

▼勤務時間　 午前９時～午後５時までのうち７時間（休憩
１時間除く）　28時間／週

▼報酬（給料）889円／時間

▼必要な技術・資格　普通自動車運転免許

▼担 当 課　 町農林振興課（☎852・5233）
16施設管理人（朝市） ････････････････････････････ １人

▼業務内容　 定市場管理運営業務補助（交通規制及び朝市
会場等の管理）

▼任用期間　４月１日～３月31日

▼勤務時間　 定市場が開催される日において午前６時～午
後１時までのうち６時間以内（休憩１時間除
く）　15時間／週

▼報酬（給料）812円／時間

▼必要な技術・資格　普通自動車運転免許

▼担 当 課　町商工振興課（☎852・5222）

お問い合わせ　南秋地域公共交通活性化協議会　事務局　町まちづくり課（☎852・5361）

現在、町で運行している乗合タクシー森山線は、令
和２年４月から八郎潟町乗合タクシーと統合し、また、
新たに大川地区を対象地区に加えて運行します。
森山地区と大川地区に

おいて、順次説明会を開
催するとともに、町広報
３月号で詳細をお伝えし
ます。

▼申込方法　 役場総務課で、募集要項と所定の応募書式
の提供を受け、必要事項を記入のうえ持参
してください。

▼申込期間　 ２月18日㈫まで

▼選考方法　 面接試験を２月28日㈮に実施し採用の可否
を決定します（面接日程は別途通知します）。

▼勤務条件　 詳細については募集要項をご覧になり、疑
問のある点は担当課または役場総務課（☎
852・5332）に電話などで確認してくださ
い。


