
（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

総務課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−1 1人 郵便事務員Ａ − 簡易郵便局の運営業務
共和簡易郵便局
（曙簡易郵便局・大須成簡易郵
便局勤務有り）

時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−2 1人 郵便事務員Ｂ − 簡易郵便局の運営業務
曙簡易郵便局
（共和簡易郵便局勤務有り）

時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−3 1人 郵便事務員Ｃ − 簡易郵便局の運営業務
曙簡易郵便局
（大須成簡易郵便局勤務有り）

時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−4 1人 郵便事務員Ｄ − 簡易郵便局の運営業務 大須成簡易郵便局 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−5 1人 郵便事務員Ｅ − 簡易郵便局の運営業務 共和簡易郵便局 時給 898 円〜 1,119円

下部支所 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−34 1人 一般事務員 −
窓口業務及び一般事務、施設管
理

身延町役場古関出張所 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−7 2人 出張所代替職員 −
窓口業務及び一般事務、施設管
理

身延町役場久那土出張所または
身延町役場古関出張所

時給 898 円〜 1,119円

観光課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−9 1人 一般事務補助員 −
消費者生活相談窓口事務及び一
般事務補助

身延町役場観光課
（身延町役場身延支所内）

時給 898 円〜 1,119円

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

勤務所属 〒409-3392 身延町切石３５０ ０５５６−４２−４８００

勤務形態 報酬額（※）

月曜〜⾦曜で別途指定する週１〜２日程度
8:30〜17:00

月曜〜⾦曜で別途指定する週１〜２日程度
8:30〜16:00
月曜〜⾦曜で別途指定する週４日
8:30〜16:00
週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜16:00
週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00

勤務形態

月曜〜⾦曜で別途指定する週４日
8:30〜17:15

勤務所属 〒409-2992 身延町常葉１０９３ ０５５６−３６−００１１

報酬額（※）

月曜〜⾦曜で別途指定する週１〜２日
8:30〜17:15

勤務所属 〒409-2592 身延町梅平２４８３−３６ ０５５６−６２−１１１６

勤務形態 報酬額（※）

週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00

−1− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

交通防災課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｇ−1 1人 交通指導員 − 交通指導業務及び事務補助
身延町役場交通防災課
（身延町役場本庁舎内）

時給 898 円〜 967円

建設課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｇ−12 1人 道路補修員

・普通自動車免
許（AT限定不
可）
・大型特殊自動
車免許
・車両系建設機
械（整地･運搬･
積込用及び掘削
用）運転技術者

道路の維持管理
身延町役場建設課
（中富総合会館内）

時給 1,131 円〜 1,225円

福祉保健課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｋ−1 1人 介護支援専門員
介護支援専門員
資格、普通自動
車免許

介護予防支援及び介護予防マネ
ジメント業務、地域包括支援セ
ンター相談業務

身延町役場福祉保健課
（中富すこやかセンター内）

時給 1,182 円〜 1,322円

Ｋ−2 1人 保健師 保健師免許
高齢者の保健事業と介護予防等
の一体的実施業務

身延町役場福祉保健課
（中富すこやかセンター内）

時給 1,182 円〜 1,322円

Ｇ−3 1人 指導補助員 −
窓口業務及び一般事務、施設管
理

地域活動支援センター「ひまわ
りの家」

時給 898 円〜 952円

週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00
※11月〜1月は8:30〜16:00

月曜から⾦曜で別途指定する週１〜２日程度
8:30〜17:15
週５日（月曜〜⾦曜）
9:00〜16:00

０５５６−４２−４８０８

勤務形態 報酬額（※）

勤務所属 〒409-3392 身延町切石３５０ ０５５６−４２−４８０９

勤務形態 報酬額（※）

週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00

勤務所属 〒409-3304 身延町切石１１７−１ ０５５６−２０−４６１１

勤務形態 報酬額（※）

週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00
※時差出勤、時間外勤務の可能性あり

勤務所属 〒409-3304 身延町切石３６０

−2− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

子育て支援課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｆ−4 4人 代替保育士 保育士資格 保育補助業務 身延町立保育所 時給 1,078 円〜 1,238円

Ｇ−8 3人 代替調理員 − 保育所給食調理業務 身延町立保育所 時給 901 円〜 1,003円

Ｅ−1 2人 栄養士調理員
栄養士免許、普
通自動車免許

保育所給食の献立作成、給食調
理業務

身延町立保育所 時給 1,042 円〜 1,198円

Ｆ−1 1人 児童館指導員Ａ −
児童館来館者の対応、館内管理
業務等

身延児童館 時給 981 円〜 1,087円

Ｆ−5 1人 児童館指導員Ｂ −
児童館来館者の対応、館内管理
業務等

身延児童館 時給 981 円〜 1,087円

Ｆ−6 1人 代替児童館指導員 −
児童館来館者の対応、館内管理
業務等

身延児童館 時給 981 円〜 1,087円

Ｆ−2 20人 放課後児童支援員
放課後児童支援
員資格

児童の指導、安全管理業務等 町内学童保育室 時給 981 円〜 1,105円

Ｆ−3 10人 学童保育補助員 −
児童の指導、安全管理業務等
（放課後児童支援員の補助業
務）

町内学童保育室 時給 981 円〜 1,043円

Ｇ−4 1人 学童保育送迎車運転手 中型自動車免許
児童の送迎業務、夏休み中の
プールへの送迎

身延福祉センター学童保育室 時給 1,072 円〜 1,157円

Ｋ−3 1人 保健師 保健師免許 保健師の補助業務、訪問指導等
身延町役場子育て支援課
（中富すこやかセンター内）

時給 1,182 円〜 1,322円

月曜〜土曜で勤務を割り振る
学校下校時刻〜18:30
※土曜日、学校の⻑期休業期間は8:00〜18:30
の間の6時間程度

月曜〜土曜で勤務を割り振る
学校下校時刻〜18:30
※土曜日、学校の⻑期休業期間は8:00〜18:30
の間の6時間程度

月曜〜⾦曜で別途指定する週３日
9:00〜16:00

週５日（月曜〜⾦曜）
学校の下校時刻〜2時間程度

月曜〜⾦曜で別途指定する日
7:30〜18:30の間で7時間30分を割り振る。

週５日（月曜〜⾦曜）
8:30〜17:00
※休日勤務の可能性あり

月曜〜土曜で別途指定する週５日
9:00〜17:00
月曜〜土曜で別途指定する週４日
9:00〜17:00
月曜〜土曜で別途指定する日
9:00〜17:00

勤務所属 〒409-3304 身延町切石１１７−１ ０５５６−２０−４５８０

勤務形態 報酬額（※）

月曜〜⾦曜で別途指定する日
8:30〜17:00

−3− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

学校教育課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−10 2人 学校司書
司書資格又は司
書教諭資格

学校図書館での図書に関する事
務

身延町立小・中学校 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−11 10人 特別支援教育支援員 −
児童生徒の授業での学習サポー
ト

身延町立小・中学校 時給 976 円〜 1,103円

Ｈ−12 3人 放課後児童見守り員 − 放課後の児童の見守り 身延町立小学校 時給 976 円〜 1,103円

Ｈ−13 5人 講師 教員免許 担任の代わりに授業を行う 身延町立小学校 時給 1,492 円〜 1,575円

Ｈ−38 1人 教諭 教員免許 小学校において授業を行う 身延町立小学校 時給 1,371 円〜 1,446円

Ｈ−14 2人 部活動指導員 −
柔道部、吹奏楽部の部活動指導
等

身延町立身延中学校 時給 1,567 円〜 1,604円

Ｈ−39 4人
スクールサポートスタッ
フ

−
学校内の消毒作業、授業準備等
の補助

身延町立小・中学校 時給 898 円〜 992円

週５日（月曜〜⾦曜）
8:00〜17:00の間で7時間30分を割り振る
月曜〜⾦曜
8:00〜17:00
※上記範囲で年間534時間を目途に勤務日及び
勤務時間を割り振る。

月曜〜⾦曜
12:00〜17:00
※上記範囲で年間534時間を目途に勤務日及び
勤務時間を割り振る。

週５日（月曜〜⾦曜）
8:15〜16:45

月曜〜⾦曜
8:30〜17:00
※上記範囲で勤務日及び勤務時間を割り振る。

月曜〜⾦曜
8:30〜17:00
※上記範囲で年間792時間を目途に勤務日及び
勤務時間を割り振る。

下校時刻〜18:00（月曜〜⾦曜）
8:00〜16:45（土曜・日曜）
※上記範囲で年間210時間を目途に勤務日及び
勤務時間を割り振る。

勤務所属 〒409-2992 身延町常葉１０９３ ０５５６−２０−３０１６

勤務形態 報酬額（※）

−4− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

学校教育課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｇ−13 1人 教育研修センター主事 教員免許
町の教育充実と振興を図るため
の業務

身延町教育研修センター 時給 1,653 円〜 1,671円

Ｇ−14 2人 スクールガードリーダー −
登下校の通学路巡回、交差点で
の定点見守り等

身延町立小学校通学路 時給 1,282 円〜 1,329円

Ｇ−15 4人 学校用務員 − 学校施設の清掃業務等 身延町立小・中学校 時給 898 円〜 967円

Ｇ−16 10人 調理員 − 学校給食の調理業務
身延学校給食センター、中富学
校給食センター

時給 901 円〜 1,003円
週５日（月曜〜⾦曜）
8:00〜16:30
※任期：令和５年４⽉〜令和５年７⽉

月曜〜⾦曜で別途指定する週３日
8:30〜17:00

週５日（月曜〜⾦曜）
7:00〜9:00及び15:00〜17:00
週５日（月曜〜⾦曜）
7:30〜16:30の間で7時間30分を割り振る

勤務所属 〒409-2992 身延町常葉１０９３ ０５５６−２０−３０１６

報酬額（※）勤務形態

−5− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

生涯学習課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−15 1人 公⺠館⻑Ａ −

下部地区公⺠館（中央公⺠館並
びに下部分館）運営管理業務及
び⻘少年育成コーディネーター
業務

下部地区公⺠館 時給 898 円〜 1,002円

Ｈ−16 1人 公⺠館⻑Ｂ − 身延地区公⺠館運営管理業務
身延地区公⺠館
（身延町総合文化会館）

時給 898 円〜 1,002円

Ｈ−17 1人 公⺠館⻑Ｃ − 中富地区公⺠館運営管理業務
中富地区公⺠館
（中富総合会館）

時給 898 円〜 1,002円

Ｈ−18 2人 図書館司書Ａ
司書資格
普通自動車免許

図書館業務全般 身延町立図書館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−19 1人 図書館司書Ｂ 司書資格 図書館業務全般 中富総合会館図書室 時給 898 円〜 1,119円

週５日（月曜〜⾦曜）
9:15〜17:15
※休日勤務、時間外勤務の可能性あり

週４日（⽕曜〜⾦曜）
8:30〜17:00
※休日勤務、時間外勤務の可能性あり

週５日（月曜〜⾦曜）
8:45〜17:15
※休日勤務、時間外勤務の可能性あり

別途指定する週５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり

週３日（⽕曜・木曜・⾦曜）
8:30〜17:15
※蔵書点検期間等は別途指定する日

勤務所属 〒409-2936 身延町常葉１０２５ ０５５６−２０−３０１７

勤務形態 報酬額（※）

−6− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

生涯学習課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−20 1人 図書館業務員Ａ − 図書館業務の補助業務 身延町立図書館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−21 1人 図書館業務員Ｂ − 図書館業務の補助業務
身延町立図書館、下部地区公⺠
館図書室

時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−22 1人 図書館業務員Ｃ −
図書館業務の補助業務（ウェブ
サイト制作業務有り）

身延町立図書館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−23 1人 図書館業務員Ｄ − 図書館業務の補助業務 中富総合会館図書室 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−24 1人 図書館業務員Ｅ − 図書館業務の補助業務 中富総合会館図書室 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−25 1人 図書館業務員Ｆ − 図書館業務の補助業務 下部地区公⺠館図書室 時給 898 円〜 1,119円

勤務所属 〒409-2936 身延町常葉１０２５ ０５５６−２０−３０１７

勤務形態 報酬額（※）

週２日（⽕曜・木曜）
8:30〜17:00
※蔵書点検期間等は別途指定する日

週３日（木曜〜土曜）
16:15〜19:15（木曜・⾦曜）
9:30〜17:00（土曜）
※蔵書点検期間等は別途指定する日

別途指定する週５日
8:30〜17:00
※土曜日曜祝日勤務、時間外勤務の可能性あり

週３日（木曜・⾦曜・日曜）
9:30〜17:00（⽔曜・⾦曜）
8:30〜17:15（日曜）
※蔵書点検期間等は別途指定する日

週１日（日曜）
13:00〜17:00
※蔵書点検期間等は別途指定する日

週２日（月曜・土曜）
9:30〜17:00（月曜）
13:00〜17:00（土曜）
※蔵書点検期間等は別途指定する日
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（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

生涯学習課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−26 1人 運営業務補助員 − 受付業務及び運営業務補助 身延町総合文化会館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−27 1人 学芸員 博物館学芸員 学芸員業務 みすきふれあい館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−28 1人 一般事務補助員 − 販売・接客・運営業務 ⻄嶋和紙の⾥ 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−29 6人 和紙の⾥業務員 − 販売・接客業務 ⻄嶋和紙の⾥ 時給 898 円〜 1,119円

Ｇ−19 1人 和紙指導補助員 −
和紙の⾥活性化施設指導補助業
務

⻄嶋和紙の⾥ 時給 1,011 円〜 1,174円

勤務所属 〒409-2936 身延町常葉１０２５ ０５５６−２０−３０１７

勤務形態 報酬額（※）

別途指定する週５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり

別途指定する週５日
8:30〜15:00
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり
別途指定する週５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり

別途指定する週５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり

別途指定する週２〜５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時差出勤、時間外勤務の
可能性あり

−8− 令和５年度身延町会計年度任用職員採用



（令和５年度任用分・令和４年１２月１日現在）

※報酬額は、給与条例の改正があったときは変動する場合があります。

勤務所属及び業務等一覧表

生涯学習課 所在地 電話番号

募集
番号

採用予定
人数

職種 要資格 業務内容 勤務地

Ｈ−30 1人
⾦山博物館運営業務補助
員Ａ

−
⾦山博物館運営業務（事務補
助・受付・売店・体験指導・清
掃作業）

甲斐⻩⾦村・湯之奥⾦山博物館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−31 1人
⾦山博物館運営業務補助
員Ｂ

−
⾦山博物館運営業務（受付・売
店・体験指導・清掃作業）

甲斐⻩⾦村・湯之奥⾦山博物館 時給 898 円〜 1,119円

Ｈ−32 5人
⾦山博物館運営業務補助
員Ｃ

−
⾦山博物館運営業務（受付・売
店・体験指導・清掃作業）

甲斐⻩⾦村・湯之奥⾦山博物館 時給 898 円〜 1,119円

勤務所属 〒409-2936 身延町常葉１０２５ ０５５６−２０−３０１７

勤務形態 報酬額（※）

⽔曜日を除いて別途指定する週５日
8:45〜17:15
※土曜日曜祝日勤務、時間外勤務の可能性あり

⽔曜日を除いて別途指定する週３日
9:00〜16:30
※土曜日曜祝日勤務、時間外勤務の可能性あり

⽔曜日を除いて別途指定する週１〜２日
9:00〜16:30
※土曜日曜祝日勤務の可能性あり
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