
職種 募集人数 勤務先（予定） 対応募資格または条件など 内職務内容 条勤務条件（予定）

運動遊び
指導員 １人 こども育成課

対保育士資格もしくは幼稚園・小学校のいずれかの教諭免許
所持者または３月末までに取得できる方で、普通自動車運転
免許所持者（パソコン操作あり）内保育園・幼稚園・子育てセ
ンター・コミュニティセンター等での運動遊びの巡回指導、
保育士・幼稚園教諭等の指導者育成および運動遊びの普及啓
発業務など条報酬：初年度月額153,700円〜163,300円（昇給上
限：175,300円）／勤務：週５日（35時間）／休日：土・日曜日
の週２日、祝日

看護師 ２人
資母診療所

または
高橋診療所

対正看護師または准看護師免許所持者内診療介助、問診、採
血などの一般的な看護業務条報酬：初年度月額194,000円〜
200,900円（昇給上限：214,700円）／勤務：週５日（38時間45分）
／休日：土・日曜日の週２日、祝日（オンコールがあること
があります。）

看護師 １人 休日急病診療所

対正看護師または准看護師免許所持者内診療介助、問診、採
血などの一般的な看護業務および受付条報酬：日額15,400円
／勤務：日曜日、祝日、１月１〜３日および12月31日のうち、
看護師３人中２人の１日交代制勤務

事務補助員 若干名
本庁舎、各振興

局または
出先事務所など

対高校卒業程度以上の卒業資格のある方（パソコン操作あり）
内一般行政事務の事務補助など条報酬：初年度月額131,200円
〜134,300円（昇給上限：143,000円）／勤務：週５日（35時間）
／休日：原則、土・日曜日の週２日、祝日（配属先により異
なる）

【障害者 　
 専用求人】
電話交換員
兼事務員

１人 城崎振興局
地域振興課

対障害者手帳の交付を受けている方内電話交換および一般行
政事務など条報酬：初年度月額149,700円〜156,100円（昇給上
限：170,700円）／勤務：週５日（35時間）／休日：原則、土・
日曜日の週２日、祝日

【共通事項】
▼雇用期間　４月１日〜2022年３月31日
▼応募資格
○�応募資格中のパソコン操作とは、ワード・エ
クセルの操作

▼選考試験
○ 事務補助員　一次試験…適性検査試験〔能力
（言語、数理、論理、マナーなど）〕▽二次試
験…面接試験

○ 運動遊び指導員　面接試験・運動実技試験〔マ
ット（側転、前転）、短縄跳び、鉄棒（前回り降り）
など〕

○その他の職種　面接試験
※�必要に応じ、面接時にパソコン操作試験を実
施します。
※日時・場所は受付時に連絡します。
▼受付期間　１月４日（月）〜15日（金）
※�土・日曜日、祝日、執務時間（午前８時30分〜
午後５時15分）外は受付できません。

▼ 申込み　申込書（所定の様式）に必要事項を記
入し、写真貼付の上、資格・免許などの写し
を添えて提出してください。事務補助員希望
の方は、配属先希望順位調書を併せて提出し
てください。
※�申込書は、人事課または各振興局地域振興課
にあります。また、市ホームページからもダ
ウンロードできます。様式をダウンロードし
て使用する場合は、必ずＡ４判サイズの白紙
に黒色インクで片面印刷してください。
※応募は上記職種のうち１職種に限ります。
▼ 報酬　初年度の報酬は、年齢により格付けし
ます。再度の任用がある場合は、１年ごとに
昇給します（上限あり）。

▼ 期末手当　全ての職種に年2.55月分（初年度は
1.6575月分）を支給予定です。

《申込み・問合せ》人事課（本庁舎４階）☎23-1326

豊岡市会計年度任用職員募集
2021年度

※掲載している情報は編集時点（12月16日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。
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豊岡市職員
人事・給与

　人事行政の公正性と透明性を高めるため、市の
職員数や給与の状況（記載のない基準日は、2020年
４月１日）を公表します。詳細は市ホームページで
ご覧になれます。� 《問合せ》人事課☎23–1326

１　職員の任免および職員数

２　職員の給与等

⑴採用者数と退職者数

⑴給与費（普通会計決算）　　　　　　  （2019年度）

⑵部門別職員数　　　　　　　　（各年４月１日現在）

※市長、副市長、教育長、退職派遣職員は除く
※公務能率の維持などを目的とした不利益処分

※非違行為に対する職場の秩序を維持・回復な
どを目的とした不利益処分

⑶ラスパイレス指数

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準
を100としたときの本市職員の給与水準を示す
指数です。

⑷一般行政職員の初任給（月額）

⑸主な職員手当の状況

※給料には、市長などの給料、議員、各種委員
会委員に支給される報酬等を含みません。

※職員手当には、退職手当を含みません｡
※職員数は、2019年４月１日現在の人数です。

区分 2019年度 2020年度

採用者 ４月１日 途中 ４月１日
45人 ２人 34人

退職者 40人 ─

５　職員の研修および勤務成績の評定

9　公平委員会の報告事項　　 　  （2019 年度）

８　退職管理の状況

４　職員の分限および懲戒処分

６　職員の福利厚生　　　　　　   （2019 年度）

⑵ 休暇　年次有給休暇、病気休暇、介護休暇、
介護時間、組合休暇、特別休暇（結婚休暇、妊
娠中のつわり休暇、妊娠中または出産後の通
院休暇、分べん休暇、配偶者出産休暇、男性
職員の育児参加休暇、忌引休暇、夏季休暇、
その他）

⑴研修　（2019年度）
　受講者数延べ1,117人
⑵勤務成績の評定
　適切な人事管理と職員の人材育成を目的に勤
務評定を実施。勤務評定者を対象に研修を実施
しています。

　勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関
する不服申立て共になし。

　職員の退職後の新たな就職先等の届け出につ
いては義務化していません。

⑴分限処分　　　　　　　　　　　　  （2019年度）

⑵懲戒処分　　　　　　　　　　　　  （2019年度）

種類 降任 免職 休職 降給
処分件数 ０件 ０件 ０件 ０件

種類 戒告 減給 停職 免職
処分件数 ０件 ０件 ０件 ０件

７　職員の競争試験および選考　   （2019 年度）

職種 第１回 第２回
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

一般事務職Ａ 52人 ８人 21人 ２人
一般事務職Ｂ 110人 11人 － －
文化財専門員 ３人 ０人 12人 １人
土木技術職 ８人 ２人 １人 ０人

保健師 － － １人 ０人
保育士・幼稚園教諭 18人 ４人 － －

技能職 ９人 ２人 － －
消防職 21人 ６人 － －

部門 2019年度 2020年度
一般行政 519人 523人
特別行政 275人 277人

公営企業等会計 90人 83人
合　計 884人 883人

職員数（Ａ） 794人

給与費
給料 2,918,492千円
職員手当 588,982千円

期末・勤勉手当 1,171,211千円
計（Ｂ） 4,678,685千円

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ 5,893千円

⑵平均給料月額・平均年齢
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職（事務・技術） 319,000円 43.5歳
※一般行政職とは、行政職員（事務・技術）をいいます｡

区分 主な内容

扶養
手当

①配偶者　月額6,500円
②満22歳以下の子　月額10,000円
※満16歳〜満22歳の子１人につき5,000円加算
③上記以外の扶養親族　月額6,500円

住居
手当

自ら居住する住宅の家賃を支払う者
月額28,000円まで

通勤
手当

通勤距離２km以上の者
①交通機関の利用者　月額55,000円まで
②交通用具の利用者　月額2,000円〜32,000円

区分 内　　容

健康管理
定期健康診断、成人病検診などの健康診
断・検査、破傷風、Ｂ型肝炎の予防接種、
メンタルヘルス研修・カウンセリング。

共済制度 兵庫県市町村職員共済組合または公立学
校共済組合による実施

互助会制度 兵庫県市町職員互助会または兵庫県学校
厚生会による実施

３　職員の勤務時間その他勤務条件
⑴ 基本的な勤務時間

※掲載している情報は編集時点（12月16日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。

　区　　　分 2019年４月１日
一般行政職 95.3

区分 大学卒 高校卒
一般行政職 188,700円 154,900円

勤務時間 休憩時間
毎週月〜金曜日　午前８時30分〜午後５時15分 正午〜午後１時
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