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令和２年４月２７日

根室市教育委員会訓令第２号

根室市教育委員会会計年度任用職員取扱要綱

（目的）

第１条 この要綱は、根室市教育委員会における地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

第 22 条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）

に関し、職種、職務内容、資格、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

（会計年度任用職員の配置）

第２条 根室市教育委員会に次に掲げる会計年度任用職員を置く。

（１）根室市立学校

公務補、事務員、特別支援教育支援員及び介助業務員

（２）ふれあいくらぶ弥生

指導員

（３）根室市児童会館、根室市放課後教室、根室市歯舞児童教室及び根室市花咲港児童

教室

放課後教室コーディネーター、放課後教室等指導員及び放課後教室等支援員

（４）根室市青少年相談室

青少年教育相談員

（５）根室市青少年センター

一般事務補助員

（６）根室市温水プール

水泳指導員、プール監視員及び受付事務員

（７）根室市歯舞スポーツセンター

清掃員

（８）根室総合運動公園スケートリンク

作業員

（９）根室市図書館

図書館司書業務員及び図書館事務員

（10）根室市歴史と自然の資料館

学芸員補助職員

２ 前項各号列記以外の会計年度任用職員の職種、職務内容、資格、勤務時間等について

は、別に定める。

（職務内容、資格、勤務時間等）

第３条 会計年度任用職員の職務内容、資格、勤務時間等については、別表のとおりとす

る。

（任用、給与、休暇等）



第４条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、給与、休暇等については、

根室市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年根室市条例第１９

号）並びに根室市会計年度任用職員の任用等に関する規則（令和２年根室市規則第１号）

及び根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２年根室市規則

第３号）の定めるところによる。

（その他）

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。



別表

１ 根室市立学校

（１）公務補

職務内容 ① 校舎内外での巡視に関すること

② 校舎内外の清掃、整備及び除雪に関すること

③ 施設、設備の軽易な補修及び用具等の作成に関すること

④ 業務に関係ある工具の保管、管理に関すること

⑤ 文書の送達及び外勤に関すること

⑥ 暖房業務に関すること

⑦ その他学校運営上必要な業務

勤務時間 午前７時から午後４時までの間で学校長が指定する 7時間４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 10 年北海道条

例第 21 号）の定めるところに準ずる。

（２）事務員

職務内容 ① 職員室等の清掃及び整理整頓に関すること

② 各種連絡業務に関すること

③ 印刷業務に関すること

④ 湯茶の準備及び外来者の応接、接待に関すること

⑤ 校内における文書の配布及び一般事務補助に関すること

⑥ その他学校運営上必要な業務

勤務時間 午前７時３０分から午後４時３０分までの間で学校長が指定する７時間

４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 10 年北海道条

例第 21 号）の定めるところに準ずる。

（３）特別支援教育支援員

職務内容 ① 基本的生活習慣の確立のための日常生活上の介助に関すること

② 発達障がいの児童生徒に対する学習支援に関すること

③ 学習活動、教室間移動等における介助に関すること

④ 児童生徒の健康及び安全の確保に関すること

⑤ 運動会（体育大会）、学習発表会、学校行事等における介助に関す

ること

⑥ 周囲の児童生徒との障がいの理解促進に関すること

⑦ その他、学校長が必要と認める事項

勤務時間 午前８時から午後３時４５分までの間で学校長が指定する６時間３０分

休憩時間 勤務時間内において４５分



週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２

年根室市規則第３号）の定めるところによる。ただし、学校の長期休業

期間は勤務を要しない日とする。

（４）介助業務員

職務内容 ① 障がいを持つ児童生徒の学校における日常生活上の介助全般に関す

ること

② 障がいを持つ児童生徒の学習の介助に関すること

③ 障がいを持つ児童生徒の学習活動における教室移動等の介助に関す

ること

④ 障がいを持つ児童生徒の実習等の補助に関すること

⑤ 障がいを持つ児童生徒の学校生活における安全確保に関すること

⑥ 障がいを持つ児童生徒の運動会（体育大会）、学習発表会、修学旅

行、学校行事等における介助

⑦ 周囲の児童生徒との障がいの理解促進に関すること

⑧ その他学校長が必要と認める事項

勤務時間 午前８時から午後３時４５分までの間で学校長が指定する６時間３０分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２

年根室市規則第３号）の定めるところによる。ただし、学校の長期休業

期間は勤務を要しない日とする。

２ ふれあいくらぶ弥生

指導員

職務内容 不登校児童生徒の支援に関すること

資格等 次のいずれかに該当する者

① 小学校教諭免許を有する者

② 中学校教諭免許を有する者

③ 養護教諭免許を有する者

勤務時間 午前９時から午後２時４５分まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２

年根室市規則第３号）の定めるところによる。

３ 根室市児童会館、根室市放課後教室、根室市歯舞児童教室及び根室市花咲港児童

教室

（１）放課後教室コーディネーター

職務内容 児童会館・放課後教室・児童教室に関すること



勤務時間 正午から午後６時まで（学校の長期休業期間は午前８時３０分から午後

３時１５分又は午後２時３０分まで）

休憩時間 学校の長期休業期間に午前８時３０分から午後３時１５分まで勤務する

場合は、勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２年

根室市規則第３号）の定めるところによる。

（２）放課後教室等指導員

職務内容 ① フルタイム勤務

児童会館・放課後教室・児童教室に関すること及び１の（３）の特別

支援教育支援員の職務内容

② パートタイム勤務

児童会館・放課後教室・児童教室に関すること

資格等 次のいずれかに該当する者

① 根室市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成26年条例第28号）第11条に規定する放課後児童支援員

② 同条第３項各号のいずれかに該当する者

③ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63号)
第３８条第２項各号のいずれかに該当する者

④ 児童の指導について知識と経験を有する者

⑤ 社会教育関係団体等で指導者としての経験を有する者

⑥ その他同等の指導力を有していると認められる者

勤務時間 ① フルタイム勤務

午前９時３０分から午後６時まで（土曜日及び学校の長期休業期間は

午前８時３０分から午後６時までの間で職員ごとに所属長が指定する

７時間４５分）

② パートタイム勤務

正午から午後６時まで

③ 月曜日及び土曜日勤務

正午から午後６時まで（午前開館の場合は、午前８時３０分から午後

６時までの間で職員ごとに所属長が指定する７時間４５分以内の時

間）

休憩時間 ６時間を超えて勤務する場合は、勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

① 週休日

日曜日及び４週間を通じて４日の割合で職員ごとに所属長が指定する月

曜日又は土曜日（月曜日及び土曜日勤務の者を除く。）

② 休日

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２年

根室市規則第３号）の定めるところによる。



（３）放課後教室等支援員

職務内容 放課後教室等指導員の職務のうち障がいを持つ児童の対応にかかるスキ

ルアップに関すること

資格等 次のいずれかに該当する者

① 根室市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成26年条例第28号）第11条に規定する放課後児童支援員

② 同条第３項各号のいずれかに該当する者

③ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63号)
第３８条第２項各号のいずれかに該当する者

④ 障がい児教育の経験がある者

⑤ 療育施設での勤務経験がある者

勤務時間 午後１時３０分から午後４時３０分まで

週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２年

根室市規則第３号）の定めるところによる。

４ 根室市青少年相談室

青少年教育相談員

職務内容 青少年相談室に関すること

資格等 青少年の健全育成に関し知識経験を有する者

勤務時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（令和２年

根室市規則第３号）の定めるところによる。

５ 根室市青少年センター

一般事務補助員

職務内容 ① マラソン大会開催等に関すること

② その他一般事務の補助に関すること

勤務時間 ① 火曜日から土曜日まで 午前８時５０分から午後５時２０分まで

② 祝日 午前８時４０分から午後５時１０分まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和50年教育委員会訓令第３号）が

根室市青少年センターに勤務する職員について定めるところに準ずる。

６ 根室市温水プール

（１）水泳指導員

職務内容 温水プールに関すること

資格等 北海道水泳連盟公認水泳準指導員以上の資格を有する者



勤務時間 午前８時４０分から午後９時１０分までの間で所属長が指定する７時間

４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和 50 年教育委員会訓令第３号）

が根室市温水プールに勤務する職員について定めるところに準ずる。

（２）プール監視員

職務内容 温水プールに関すること

資格等 泳法問わず１５ｍ以上の泳力を有している者

勤務時間 午前９時から午後９時までの間で所属長が指定する７時間４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和 50 年教育委員会訓令第３号）

が根室市温水プールに勤務する職員について定めるところに準ずる。

（３）受付事務員

職務内容 温水プールに関すること

勤務時間 午前９時から午後９時までの間で所属長が指定する７時間４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和 50 年教育委員会訓令第３号）

が根室市温水プールに勤務する職員について定めるところに準ずる。

７ 根室市歯舞スポーツセンター

清掃員

職務内容 歯舞スポーツセンターに関すること

勤務時間 ① 月曜日から金曜日まで 午後４時から午後６時３０分まで

② 土曜日 午後１時から午後３時３０分まで

週休日・

休日等

根室市体育施設条例（昭和 50 年条例第 16 号）に定める休館日

８ 根室総合運動公園スケートリンク

作業員

職務内容 根室総合運動公園スケートリンクに関すること

勤務時間 午前９時から午後９時までの間で所属長が指定する７時間４５分

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

① 週休日 ４週間を通じて４日の割合で職員ごとに所属長が指定する

日

② 休 日 １月１日及び１２月３１日



９ 根室市図書館

（１)図書館司書業務員

職務内容 図書館業務に関すること

資格等 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に規定する司書又は司書補の資

格を有する者

勤務時間 ①、②、③から所属長が職員ごとに指定する。

① ア 火曜日から金曜日、隔週土曜日、館内整理日 午前９時４５分

から午後６時まで

イ 隔週日曜日 午前９時４５分から午後５時まで

② ア 火曜日から金曜日、隔週日曜日 午前９時４５分から午後５時

まで

イ 隔週土曜日、館内整理日 午前９時４５分から午後６時まで

③ ア 金曜日、日曜日 午前９時４５分から午後５時まで

イ 土曜日、館内整理日 午前９時４５分から午後６時まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和 50 年教育委員会訓令第３号）

が根室市図書館に勤務する職員について定めるところによる。

（２）図書館事務員

職務内容 図書館業務に関すること

勤務時間 ①、②、③から所属長が職員ごとに指定する。

① ア 火曜日から金曜日、隔週土曜日、館内整理日 午前９時４５分

から午後６時まで

イ 隔週日曜日 午前９時４５分から午後５時まで

② ア 火曜日から金曜日、隔週日曜日 午前９時４５分から午後５時

まで

イ 隔週土曜日、館内整理日 午前９時４５分から午後６時まで

③ ア 金曜日、日曜日 午前９時４５分から午後５時まで

イ 土曜日、館内整理日 午前９時４５分から午後６時まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和 50 年教育委員会訓令第３号）

が根室市図書館に勤務する職員について定めるところによる。

10 根室市歴史と自然の資料館

学芸員補助職員

職務内容 歴史と自然の資料館業務に関すること



資格等 次のいずれかに該当する者

① 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に規定する学芸員の資格を有

する者

② 同法に規定する登録博物館、博物館に相当する施設又はこれらに類似

する施設等において資料整理等の実務経験を有する者

勤務時間 午前８時５０分から午後５時２０分まで

休憩時間 勤務時間内において４５分

週休日・

休日等

根室市教育委員会事務局処務規程（昭和50年教育委員会訓令第３号）が

根室市歴史と自然の資料館に勤務する職員について定めるところによる。


