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倉吉市会計年度任用職員採用試験（令和５年２月実施）募集要項

令和５年４月から勤務していただく会計年度任用職員を募集します。

【受付期間】 令和４年12月27日(火)～令和５年１月23日(月)

午後５時15分必着

☆受験申込手続

受験申込書に必要事項を記入の上、６ヶ月以内に撮影した写真（縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼り付けて、倉吉市

役所職員課に提出してください。受験申込書は表裏の一枚となっています。ホームページからダウンロードす

る場合、両面印刷にてご利用ください。

※Ｃ 国際交流員（韓国）の申込みに当たっては、在留カード（外国籍の方のみ）、日本語の能力レベルを

証する書類の写しの添付が必要です。

※Ｅ 人権文化センター所長の申込みに当たっては、人権問題や人権啓発活動に関する課題レポート

（Ａ４用紙、８００字以内、テーマは自由）の添付が必要です。

○ 持参による申込み 受付時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日、年末年始閉庁日を除き

ます。）

○ 郵送による申込み 封筒の表に「会計年度任用職員申込み」と朱書きしてください。

○ 受付期間終了後に到達したもの及び不備があるものは受付できませんので、余裕をもって申込みを行って

ください。

○ 申込者には受付期間終了後に試験実施通知書を送付します。

☆この試験を受けられない人

地方公務員法第16条の規定に該当する人（次のいずれかに該当する人）

(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) 倉吉市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人

(３) 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

☆新型コロナウイルス感染症に関する留意事項 ※必ずご確認ください。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、試験日程を変更・延期する可能性もあります。

・試験日程等を変更する場合は、倉吉市ホームページでお知らせしますので、随時ご確認ください。

・試験当日は、必ずマスクを着用してお越しください。また、検温や手指消毒の実施などにご協力をお願い

します。

・新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方、

発熱、咳などの風邪症状のある方は、受験を自粛していただくようお願いします。

・今後の新型コロナウイルス感染の状況により、上記以外にも何らかの対応をお願いする可能性がありますが、

ご理解とご協力をお願いします。
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☆募集する職種、業務内容、受験資格、人数及び報酬の額

※他職種と併願することはできません。

職種
業務内容

勤務時間
募集

人数
報酬

受験資格・備考

Ａ 事務員

市の機関に勤務し、一般事務（パソコンでの入力作業や台帳整備な

ど）や来客・電話対応等に従事します。 週35時間
５人

程度

139,638円

（月額）
パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

Ｂ 施設管

理作業員

関金支所に勤務し、関金町を中心とした公園、道路、遊歩道、トイレ

等の施設管理（草刈、清掃等）業務を行います。 週30時間 ２人
132,541円

（月額）
１ 普通自動車（ＭＴ）の運転免許を有すること。

Ｃ 国際交

流員（韓

国）

地域づくり支援課に勤務し、韓国との国際交流の推進に関する業務

に従事します。

１ 国際交流関係業務の補助（企画立案、通訳、翻訳等）

２ 地方公共団体の職員や地域住民を対象とする語学指導

３ 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画

４ 市民の異文化理解のための交流活動等への協力 等

週30時間 １人
176,593円

（月額）

１ 韓国語を母国語とし、日本語が堪能（日本語能力試験Ｎ１号合格

者等）であること。

※韓国語と日本語との翻訳ができる人

※韓国語が母国語でない人でも、十分な韓国語能力があり、韓国の

文化について知識がある場合には、面接にて判断する。

２ 韓国語圏で長年生活をした事があること。

３ 就労可能な在留資格を保有していること。

４ 幼稚園、学校、民間団体等から要請を受け、韓国の生活・文化・歴

史等について様々な視点から講義できること。

５ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

６ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

Ｄ 移住定

住相談員

地域づくり支援課に勤務し、移住・定住を希望する人を支援するた

め、相談業務、就業・生活に関する情報提供、空き家情報の確保・紹介、

ホームページ管理、年数回の県外相談会等に従事します。

週30時間 １人
132,541円

（月額）
１ パソコン（ワード、エクセル、イラストレーター）の基本操作が可

能であること。

２ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

※情報発信・業務用ホームページ作成に係る実務経験があること。

Ｅ 人権文

化センタ

ー所長

人権文化センターに勤務し、人権文化センターの管理運営、人権相

談及び人権啓発に関する業務、地域住民の生活相談業務、自立支援の

ための助言・指導に従事します。

同和問題をはじめ身近な人権問題に認識を持ち、研修会、学習会等

の諸活動を実施及び参加し、適宜指導等を行うほか、人権文化センタ

ー指導員の指揮監督を行います。隣保事業士資格取得等のため、長期

の研修会への参加があります。
週30時間 １人

178,700円

（月額）

１ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

２ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

※夜、土・日曜日・祝日の業務（不定期）もあります。

３ 申込書に、人権問題や人権啓発活動に関する課題レポートを添付

すること（Ａ４用紙、８００字以内、テーマは自由）。
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職種
業務内容

勤務時間
募集

人数
報酬

受験資格・備考

Ｆ 人権文

化センタ

ー指導員

人権文化センターに勤務し、人権文化センターの管理運営、人権相

談及び人権啓発に関する業務、地域住民の自立支援のための助言・指

導に従事します。

また、同和問題をはじめ身近な人権問題に認識を持ち、研修会、学習

会等の諸活動を実施及び参加し、適宜指導等を行います。
週30時間

１人

程度

147,251円

（月額）

１ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

２ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

※夜、土・日曜日・祝日の業務（不定期）もあります。

Ｇ 人権文

化センタ

ー指導員

（短時

間）

人権文化センターに勤務し、人権文化センターの管理運営、人権相

談及び人権啓発に関する業務、地域住民の自立支援のための助言・指

導に従事します。

また、同和問題をはじめ身近な人権問題に認識を持ち、研修会、学習

会等の諸活動を実施及び参加し、適宜指導等を行います。

週13時間 １人
63,808円

（月額）

１ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

２ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

Ｈ 事務補

助（障がい

のある人）

福祉課に勤務し、福祉課の事務補助及び市役所各課から依頼を受け

た事務を行います。

週30時間 １人
112,000円

（月額）

１ 次のいずれかに該当すること。

・療育手帳、精神保健福祉手帳を所持していること。

・公的判定機関で知的障がい者と判定された人

※公的判定機関とは、児童相談所、知的障害者福祉法に規定する知

的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の

雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターをいい

ます。

※雇用期間は、令和５年４月１日から９月30日までです。

（本人の勤務状況等に応じて、再度、任用される場合があります。）

Ｉ 運転

手兼福祉

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

長寿社会課に勤務し、介護予防事業（なごもう会）の利用者の送迎及

び介助等の業務並びに介護予防教室(なごもう会)の企画・運営業務に

従事します。

週30時間 １人
147,251円

（月額）

１ 次のいずれかの条件に該当

・レクリエーションインストラクターの資格を有すること又は令和

５年３月31日までにこの資格を取得する見込みであること

・デイサービスなどの介護施設等で、高齢者向けレクリエーショ

ン指導の経験が１年以上あること。

２ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

３ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

Ｊ 打吹公

園管理人

打吹公園管理事務所に勤務し、打吹公園（打吹山含む）の維持管理

（巡回・園内清掃・トイレ清掃・草刈り等作業及び軽微な施設修繕）、

動物の飼養管理（動物の紹介・ふれあい体験含む）、来園者への対応（公

園施設や周辺観光施設の案内）等に従事します。
週30時間 １人

147,251円

（月額）１ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

２ 草刈機(肩掛け・自走式)の使用ができること。
３ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

※勤務日はローテーションによります(土・日曜日・祝日勤務あり）。
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☆試験内容 ※試験内容は変更する場合があります。試験実施通知書でご確認ください。

職種
業務内容

勤務時間
募集

人数
報酬

受験資格・備考

Ｋ 司書

市立図書館･市立せきがね図書館に勤務し、図書館の司書業務に従事

します。

週35時間
１人

程度

154,632円

（月額）

１ 図書館司書の資格を有すること又は令和５年３月31日までにこの

資格を取得する見込みであること。

２ いずれの勤務地においても勤務可能であること。

３ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

４ 普通自動車の運転免許を有すること（ＡＴ限定可）。

※私有車で、通勤、研修会への参加、市立図書館と市立せきがね図書館

との移動に対応できること。

５ 当該私有車について、自賠責保険のほか、対人損害賠償１億円以

上及び対物損害賠償500万円以上の任意保険契約を締結しているこ

と。

※倉吉市立図書館・市立せきがね図書館での勤務日・勤務時間はロー

テーションによります。（土・日曜日・祝勤務あり）

※人事交流（異動）により市立小中学校図書館に勤務する場合があり

ます。

試験種目 内容

Ａ 事務員

業務適性検査

〔多肢選択式60問（20分）〕

事務職員としての適応性を、正確さ、迅速さ等の作業能率の面

からみる試験

面接試験
集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能力等

についての口述試験

Ｃ 国際交流員（韓国）

書類審査

在留カード及び日本語の能力レベルを証する書類の写しに

より、受験資格を有するか審査します。

※受験申込時に申込書とあわせてご提出ください。

提出書類が不足している場合や、在留資格に不備が

ある場合は、申込できません。

面接試験
集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能

力等についての口述試験

実技試験 韓国語・日本語の例文の翻訳試験

Ｅ 人権文化センター所長
面接試験

集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能

力等についての口述試験

書類審査 課題レポートの内容（申込書に添付された課題レポート）

Ｈ 事務補助（障がいのある

人）

面接試験
集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能

力等についての口述試験

実技試験 職務適性についての実技試験

その他 面接試験
集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能力

等についての口述試験
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☆試験日・試験会場 ※試験会場、試験日・時間等の詳細は、試験実施通知書でご確認ください。

☆合格者の決定及び発表

・それぞれの試験には、一定の基準があり、この基準に満たない場合は、不合格とします。

・合格者は、各試験種目の得点を合計した点数の高い順に決定します。

・合格発表日 令和５年２月中旬（予定）

・合否については、受験者全員に結果を通知します。

※なお、予算編成またはその他の状況により、合格した場合であっても、採用されない場合があります。

☆雇用条件（基本的内容を示したものであり、勤務日数や時間、雇用形態等により変わる場合があります。）

☆業務内容・受験資格の詳細については、下記の担当課へおたずね下さい。

職種 試験日（予定日） 試験会場

全職種 ２月４日(土)、５日(日) 倉吉市役所 会議室（倉吉市葵町722）

会計年度任用職員

勤務日

勤務時間

業務内容、受験資格、備考欄をご確認ください。

勤務時間は、職種・配属先によって異なりますが、１日７時間45分以内で割り振りします。

雇用期間
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

（本人の勤務状況等に応じて、再度、任用される場合があります。）

報酬

報酬は、職種によって異なります。

なお、本市での職歴に応じ、所定の金額が加算される場合があります。

採用時までに給与改定があった場合は、それによります。

手当
通勤手当、期末手当、時間外勤務手当

（それぞれの条件に応じて支給されます。）

休暇 年次有給休暇、特別休暇

社会保険
健康保険（共済組合）・厚生年金、雇用保険に加入

（勤務時間が、１週当たり20時間未満の場合は加入しません。）

職種 担当課 連絡先

Ａ 事務員 職員課 22-8164

Ｂ 施設管理作業員 関金支所 45-2111

Ｃ 国際交流員（韓国）
地域づくり支援課 22-8159

Ｄ 移住定住相談員

Ｅ 人権文化センター所長

人権政策課 22-8130
Ｆ 人権文化センター指導員

Ｇ 人権文化センター指導員（短

時間）

Ｈ 事務補助（障がいのある人） 福祉課 22-8118

Ｉ 運転手兼福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｲﾝｽﾄﾗ

ｸﾀｰ
長寿社会課 22-7851

Ｊ 打吹公園管理人 管理計画課 22-8131

Ｋ 司書 倉吉市立図書館 47-1183

【申込み・お問い合わせ先】 住所：〒682-8611 倉吉市葵町722

倉吉市役所 職員課人事係 電話：0858-22-8164

ファクシミリ：0858-22-1087

shokuin@city.kurayoshi.lg.jp


