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整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件
①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考

医－１ 201 保健師 健康支援課に関わる行政事務全般 保健師 市庁舎 ①8:30～17:15の範囲で1日7時間勤務
②週5日（土日祝日除く）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有⑤有

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－２ 201 保健師 地区保健活動業務（成人保健） 保健師 市内各所 ①8:30～17:15の範囲で7時間勤務
②週5日以内（土日祝日を除く)
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－３ 201 保健師 高齢者保健事業、介護予防に関する相談及び訪問業務 保健師 市内各所 ①9:00～17:00の範囲で7時間勤務
②週5日以内（土日祝日を除く)
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤無

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－４ 201 保健師 地区保健活動業務（母子保健） 保健師 市内 ①8:30～17:15の範囲で1日当たり７時間勤務
②週5日（土日祝日除く）
③1年
④有⑤有

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－５ 201 保健師 介護保険法に基づく地域支援事業（一般介護予防、在宅医療・介
護連携、認知症事業等）

保健師 市庁舎 ①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分勤務
②週4日及び5日のシフト勤務(土日祝日除く）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有⑤有

時給 1,561円 ～ 1,605円 高齢者支援課

医－６ 201 保健師 こどもセンター（鷺沼）における保健師による育児相談等 保健師 こどもセンター
（習志野市鷺
沼）

①8:30～17:15の範囲で7時間勤務
②週5日
③1年
④有⑤有

時給 1,561円 ～ 1,605円 子育て支援課 医－６及び医－４４併せていずれか1名の雇用

医－４４ 204 看護師 こどもセンター（鷺沼）における育児支援業務及び事務（こどもセン
ターでの就学前の子どもの育児相談・健康相談を含む）

看護師 こどもセンター
（習志野市鷺
沼）

①8:30～17:15の範囲で7時間勤務
②週5日
③1年
④有⑤有

時給 1,501円 ～ 1,549円 子育て支援課 医－６及び医－４４併せていずれか1名の雇用

医－７ 202 助産師 利用者支援事業（母子保健型） 保健師または助
産師

市庁舎 ①8:30～17:15の範囲で1日当たり3～6時間勤務
②週２日程度
③1年
④有⑤無

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－８ 202 助産師 新生児・産婦訪問
産後サポート電話相談

助産師 市内、健康支
援課

①8:30～15:00の範囲で1日当たり4時間勤務
②週2日程度（土日祝日除く）
③1年
④有⑤無

時給 1,561円 ～ 1,605円 健康支援課

医－１０ 203 保健師 地区保健活動業務（成人保健） 保健師 市内各所 ①8:30～17:15の範囲で7.45時間勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 254,137円 ～ 261,256円 健康支援課 代替職員

医－１１ 203 保健師 地区保健活動業務（母子保健） 保健師 市庁舎 ①8:30～17:15の範囲で1日当たり7時間45分勤務
②週5日（土日祝日除く）
③1年
④有⑤有

月給 254,137円 ～ 261,256円 健康支援課 代替職員

時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

令和4年度習志野市会計年度任用職員募集職種一覧
（医療・福祉技術職用）
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2
整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件

①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

医－１２ 203 保健師 習志野市立鹿野山少年自然の家に係る保健衛生と幼児児童への
保健対応

養護教諭 鹿野山少年自
然の家

①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分
②週5日（土日祝日除く）
③1年
④無　⑤有

月給 254,137円 ～ 261,256円 鹿野山少年自然の家

医－１３ 204 看護師 検診等の問診及び市民対応 看護師 市内各所 ①(1)8:00～12:00の範囲で1日4時間勤務
　 (2)8:30～16:00の範囲で1日6時間30分勤務
②週3日以内
③令和4年5月1日～令和5年1月31日
④有　⑤有

時給 1,501円 ～ 1,549円 健康支援課

医－１４ 204 看護師 1歳6か月児・3歳児健康診査における看護業務 保健師または助
産師、看護師

保健会館 ①12:15～16:15の範囲で1日当たり4時間勤務
②月6日以内
③1年
④有⑤無

時給 1,501円 ～ 1,549円 健康支援課

医－１５ 204 看護師 看護師（園内のこどもセンターで勤務）
就学前の子どもの育児相談・健康相談、健康教育、環境整備

看護師もしくは保
健師

市立こども園 ①8:30～17:00の範囲内で1日7時間勤務
※土曜勤務あり
②週5日（シフト制）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,501円 ～ 1,549円 こども保育課

医－１６ 204 看護師 医療行為の必要な児童生徒に対しての医療的ケア及び保健事
業・養護教諭のサポート業務

看護師若しくは准
看護師免許

市内小中学校 ①8:00-15:45で1日7時間勤務
②月12日以内
③1年
④有　⑤有

時給 1,501円 ～ 1,549円 指導課

医－１７ 205 管理栄養士 高齢者保健事業、介護予防に関する相談及び訪問業務 管理栄養士 市内各所 ①9:00～17:00の範囲で7時間勤務
②週5日以内（土日祝日を除く)
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤無

時給 1,334円 ～ 1,377円 健康支援課

医－１８ 205 管理栄養士 栄養教育相談、母子健康診査における管理栄養士業務 管理栄養士 市内公共施設
等

①8:30～16:30の範囲で1日当たり3時間勤務
②月４日程度
③1年
④有　⑤無

時給 1,334円 ～ 1,377円 健康支援課

医－１９ 205 管理栄養士 給食管理・衛生管理・食育業務全般 管理栄養士 学校給食セン
ター

①8:00～16:30の範囲で1日7時間勤務（給食実施日）
   8:30～17:00の範囲で1日7時間勤務（給食未実施日）
②週5日
③1年
④有　⑤無

時給 1,334円 ～ 1,377円 学校給食センタ－

医－２０ 206 看護師 保健業務全般、健康管理・衛生管理業務、健康教育、施設長が命
じる会議や研修への参加、環境整備

看護師 市立保育所 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 244,306円 ～ 252,216円 こども保育課 大久保第二保育所勤務者は８月中
旬より大久保東幼稚園へ勤務変更
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整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件

①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

医－２１ 206 看護師 保健業務全般、健康管理・衛生管理業務、健康教育、施設長が命
じる会議や研修への参加、環境整備
（園内のこどもセンターでの就学前の子どもの育児相談・健康相談
を含む）

看護師 市立こども園 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 244,306円 ～ 252,216円 こども保育課

医－２２ 206 看護師 医療的ケア児の対応（保育支援を含む）・保健業務全般、環境整
備、施設長が命じる会議や研修への参加

看護師 市立保育所 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 244,306円 ～ 252,216円 こども保育課

医－２３ 206 看護師 医療的ケア児の対応（保育支援を含む）・保健業務全般、環境整
備、施設長が命じる会議や研修への参加

看護師 市立こども園 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 244,306円 ～ 252,216円 こども保育課

医－２５ 208 歯科衛生士 歯科健康教育・相談、母子健康診査、介護予防に関する事業にお
ける歯科衛生士業務

歯科衛生士 市内公共施設
等

①（１）8:30～12:30の範囲で４時間勤務
（２）12:00～16:00の範囲で4時間勤務
（１）、（２）の勤務で所属長が別に定める日に勤務する。
②週4日以内（所属長が別で定める日）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④無⑤無

時給 1,265円 ～ 1,310円 健康支援課 1回勤務4時間×週4日

医－２６ 209 歯科衛生士
（休日歯科診
療所勤務）

休日急病歯科診療所における歯科衛生士業務 歯科衛生士
歯科衛生士として
の実務経験3年以
上

保健会館 ①8:30～12:30で1日4時間勤務
②日曜を除く休日・年末年始のうち、勤務可能な日数（所属長が別で定め
る日）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有⑤無

時給 2,370円 ～ （１２月２９日から
翌年の１月３日
までの日にあっ
ては、３，５５５
円）

健康支援課

医－２７ 210 看護師（急病
診療所勤務）

急病診療所における看護師業務 看護師
看護師としての実
務経験3年以上
※准看護師も可

保健会館 ①19:45～23:15で1日3時間30分勤務
②1年のうち、勤務可能な日数（所属長が別で定める日）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有⑤無

時給 2,889円 ～ （１２月２９日から
翌年の１月３日
までの日にあっ
ては、４，３３３
円）

健康支援課

医－２８ 211 健康管理支
援員

被保護者の健康管理支援 保健師又は看護
師の資格を有す
る者

市庁舎 ①8:30～17:15までの範囲で１日７時間勤務
②週３日勤務（土日祝日除く）
③令和４年４月1日～令和５年３月３１日
④有⑤無

時給 1,405円 ～ 1,453円 生活相談課

医－２９ 212 面接相談支
援員

生活困窮者等要援護者への面接相談
生活保護の申請手続に係る事務処理
市民等からの窓口・電話対応

以下のいずれかに該当す
るもの
・社会福祉士又は、精神保
健福祉士の資格を有する
者
・社会福祉主事の任用資
格を有する者であって、生
活保護事務又は社会福祉
に関する相談業務の経験
が1年以上あるもの

市庁舎 ①8:30～17:15までの範囲で１日７時間勤務
②週３日又は４日勤務（土日祝日除く）
③令和４年４月1日～令和５年３月３１日
④有⑤無

時給 1,357円 ～ 1,405円 生活相談課

医－３０ 213 就労支援員 被保護者の求職に関する対応
必要に応じ、公共職業安定所への同行
求職情報の整理

以下の両方に該当するも
の
・キャリアカウンセラー資格
保持者、またはそれと同等
の知識を有するもの
・就労支援行政の経験が
あり、就労支援員として必
要な知識を有するもの

市庁舎 ①8:30～17:15までの範囲で１日７時間勤務
②週３日勤務（土日祝日除く）
③令和４年４月1日～令和５年３月３１日
④有⑤無

時給 1,405円 ～ 1,453円 生活相談課

医－３１ 214 介護認定調
査員

介護認定申請のあった被保険者の自宅や病院などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取る介護認定のための調査、他介護保
険事務補助全般

介護支援専門
員、保健医療福
祉の国家資格

市庁舎、ブレーメン
習志野等を拠点に
自宅、病院等を訪
問

①9:00～17:00まで1日7時間勤務
②週5日（土、日、祝日除く）
③1年
④有　⑤無

時給 1,414円 ～ 1,450円 介護保険課

医－３２ 214 介護認定調
査員

介護認定申請のあった被保険者の自宅や病院などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取る介護認定のための調査、他介護保
険事務補助全般

介護支援専門
員、保健医療福
祉の国家資格

市庁舎、ブレーメン
習志野等を拠点に
自宅、病院等を訪
問

①9:00～17:00まで1日7時間勤務
②月15～18日（土、日、祝日除く）
③1年
④有　⑤無

時給 1,414円 ～ 1,450円 介護保険課

医－３３ 214 介護認定調
査員

介護認定申請のあった被保険者の自宅や病院などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取る介護認定のための調査、他介護保
険事務補助全般

介護支援専門
員、保健医療福
祉の国家資格

市庁舎、ブレーメン
習志野等を拠点に
自宅、病院等を訪
問

①9:00～17:00まで1日7時間勤務
②月13～14日（土、日、祝日除く）
③1年
④有　⑤無

時給 1,414円 ～ 1,450円 介護保険課
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4
整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件

①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

医－３４ 214 介護認定調
査員

介護認定申請のあった被保険者の自宅や病院などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取る介護認定のための調査、他介護保
険事務補助全般

介護支援専門
員、保健医療福
祉の国家資格

市庁舎、ブレーメン
習志野等を拠点に
自宅、病院等を訪
問

①9:00～17:00まで1日7時間勤務
②月11～12日（土、日、祝日除く）
③1年
④有　⑤無

時給 1,414円 ～ 1,450円 介護保険課

医－３５ 214 介護認定調
査員

介護認定申請のあった被保険者の自宅や病院などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取る介護認定のための調査、他介護保
険事務補助全般

介護支援専門
員、保健医療福
祉の国家資格

市庁舎、ブレーメン
習志野等を拠点に
自宅、病院等を訪
問

①9:00～17:00まで1日7時間勤務
②月8～9日（土、日、祝日除く）
③1年
④有　⑤無

時給 1,414円 ～ 1,450円 介護保険課

医－３６ 215 栄養士 習志野市立第六中学校の栄養士業務 栄養士免許 第六中学校 ①7：30～17：15の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日（土日祝日除く）
③令和4年4月1日～令和5年3月24日
④有　⑤有

月給 176,619円 ～ 182,608円 学校教育課 代替職員

医－３７ 215 栄養士 給食管理・衛生管理・食育業務全般 栄養士 学校給食セン
ター

①8:00～16:30の範囲で1日7時間勤務（給食実施日）
   8:30～17:00の範囲で1日7時間勤務（給食未実施日）
②週5日
③1年
④有　⑤無

時給 1,085円 ～ 1,122円 学校給食センタ－

医－３８ 216 心理判定員 18歳未満の児童の発達検査・発達相談・及び保護者支援 子どもの発達に関する
実務経験１年以上を有
し、以下のいずれかの
資格又は学歴を有して
いるもの
・臨床心理士
・公認心理師
・心理学部卒業

ひまわり発達
相談センター

①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日（土日祝日除く）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有　⑤有

月給 253,798円 ～ 257,414円 ひまわり発達相談セ
ンター

医－３９ 216 心理判定員 18歳未満の児童の発達検査・発達相談・及び保護者支援 子どもの発達に関する
実務経験１年以上を有
し、以下のいずれかの
資格又は学歴を有して
いるもの
・臨床心理士
・公認心理師
・心理学部卒業

ひまわり発達
相談センター

①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日（土日祝日除く）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有　⑤有

月給 253,798円 ～ 257,414円 ひまわり発達相談セ
ンター

代替職員

医－４０ 217 言語聴覚士 言語療法・発達相談・支援業務 言語聴覚士 ひまわり発達
相談センター

①8:30～17:15の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日（土日祝日除く）
③令和４年４月１日～令和５年３月３１日
④有　⑤有

月給 264,872円 ～ 270,635円 ひまわり発達相談セ
ンター

医－４１ 218 教育相談員
(総合教育セ
ンター臨床心
理士）

・いじめ、不登校、しつけ、発達障がい、家庭内での子育てに関する困難等
様々な困難を抱えた児童、生徒、及び保護者に関する教育相談。
・長欠、引きこもり等の困難を抱える家庭への訪問相談。
・突発的に子供や職員に支援が必要な事が起こった場合の学校への緊急支
援。
・適応指導教室での子供の活動や心の支援活動。
・教育委員会に関わる調査員を支援するための発達検査等の実施。
・教育相談活動の運営に関する事務。

公認心理師また
は臨床心理士

総合教育セン
ター

①9:00～17:00の範囲で1日7時間勤務
②週5日以内（所属長が定める日）
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

時給 1,569円 ～ 1,592円 総合教育センター

医－４２ 219 栄養士 給食管理業務全般、調理業務、健康教育（食育）、施設長が命じる
会議や研修への参加

栄養士 市立保育所 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 176,619円 ～ 182,608円 こども保育課
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整理番号 職種番号 職種名 業務内容 必要資格等 主な勤務地 主な勤務条件

①主な勤務時間
②勤務日数
③任用期間：代替職員の任用期間は元職員の休業期間により長短変動します。
④時間外労働の可能性
⑤休日労働の可能性

時給／月給 担当課 備考時給又は月給単価
※地域手当含む

※賃金は令和3年度の
参考金額として表示

医－４３ 219 栄養士 給食管理業務全般、調理業務、健康教育（食育）、施設長が命じる
会議や研修への参加

栄養士 市立こども園 ①8:30～17:00の範囲で1日7時間45分勤務
②週5日
③令和4年4月1日～令和5年3月31日
④有　⑤有

月給 176,619円 ～ 182,608円 こども保育課
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