
津市育休代替任期付職員を募集 

平成２７年６月２２日 平成２７年６月２２日 

～採用候補者名簿記載期間を３年から５年に改正～ 



育休代替任期付職員採用制度を導入 

職員数と育休者数の推移 

平成２５年度 

育休代替任期付職員採用制度導入の経緯 
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職員数 育休者数 

課内の業務応援や臨時職員
の配置では対応が困難に 

（育休者数） （職員数） 
（単位：人） 職員数は 減少 しているが 

育休者数は 増加 している 

新たな対応が必要 



育休代替任期付職員の採用方法 

育休代替任期付職員採用制度とは 

採用試験の実施 
合格者を採用候補者 
名簿に記載 

育休等の状況 
により採用 

任期付職員として勤務することのメリット 

 最大３年間の任期で安定して勤務することが可能 

 勤務条件等は正規職員とほぼ同様 
  職歴等を勘案して決定される給料や手当を支給 

 職務内容は正規職員と同等 
  高い意識・責任感を持って業務に当たることで、高度なキャリア 
  形成が可能 



募集職種 応募者数 合格者数 

事務職 36人 10人 

保育士 11人 5人 

保健師 1人 1人 

看護師 2人 1人 

幼稚園教諭 10人 8人 

計 60人 25人 

現在までの採用試験実施状況 

平成２５年４月１日登録 平成２５年１０月１日登録 

募集職種 応募者数 合格者数 

事務職 25人 12人 

保育士 7人 6人 

保健師 2人 1人 

幼稚園教諭 3人 3人 

計 37人 22人 

募集職種 応募者数 合格者数 

事務職 62人 17人 

保育士 6人 4人 

保健師 2人 2人 

計 70人 23人 

平成２６年１０月１日登録 

育休の状況等に応じ、制度導入以来、計３回の試験を実施 



延べ採用者数 

育休代替任期付職員の採用状況 

職 種 採用者数 

事務職 23人 

保育士 14人 

保健師 2人 

看護師 1人 

幼稚園教諭 7人 

計 47人 

現在任用中の任期付職員 

職 種 職員数 配 置 先 

事務職 11人 
市民課、スポーツ振興課、障がい福祉課、介護保険課、
保険医療助成課、商業振興労政課、久居総合支所市
民課、白山総合支所地域振興課、久居教育事務所 

保育士 12人 各保育園 

保健師 2人 健康づくり課 

幼稚園教諭 5人 各幼稚園 

計 30人 

現在の名簿記載者数 

職 種 記載者数 内任期中 内待機中 

事務職 14人 11人 3人 

保育士 13人 12人 1人 

保健師 4人 2人 2人 

職 種 記載者数 内任期中 内待機中 

看護師 1人 0人 1人 

幼稚園教諭 7人 5人 2人 

計 39人 30人 9人 



今後における新たな育休者に柔軟に対応するため 
今年度においても採用試験を実施 

育休代替任期付職員採用試験の実施 

職種 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平均 

事務職 １０人 １０人 ６人 ９人 

保育士 １４人 １５人 １１人 １３人 

保健師 ３人 ４人 ３人 ３人 

幼稚園教諭 ４人 ２人 ２人 ３人 

計 ３１人 ３１人 ２２人 ２８人 

育休取得開始職員数 

※育休代替任期付職員の配置対象となる育休者 



今回の試験による記載者から 
採用候補者名簿記載期間を、 

変更点 

募集内容等 

３年間   ５年間に改正 

より長期に、安定して勤務 
することが可能に！ 

募集職種 採用予定人数 

事務職 １５人程度 

技術職 
（建築） 

１人程度 

保育士 ３０人程度 

保健師 ５人程度 

幼稚園教諭 １０人程度 

計 ６１人程度 

現在名簿に記載されている方
も受験可能 



   受付期間    

   
受験案内 
入手方法    

平成２７年６月２４日  から受験案内を配布開始 

  津市ホームページからダウンロード 
  下記窓口において配布 

水 

人事課、教育総務課、案内（市本庁舎１階）、アストプラザ、
ポルタひさいふれあいセンター、各総合支所、各出張所等 

受験案内配布・受付等 

平成２７年７月１日  ～７月２２日  

   １次試験    
筆記試験（事務職：教養試験 事務職以外：専門試験）   

   平成２７年８月２日 

   平成２７年８月１７日  ～８月２０日  のいずれかの日 

日 

月 木 
   ２次試験    

個人面接    

水 水 



津市木材利用促進ネットワーク運営委員会 

 平成２７年６月２２日 

平成２７年６月２５日設立 

～新たな木材需要の創出・木材の利用拡大・地域産業の活性化に向けて～ 



交付金種別 事  業  名 予算額 （千円） 

地方創生先行型 

移住・定住促進イメージ戦略事業 19,542 

総合戦略等策定事業 9,887 

美杉地域の活性化事業 18,419 

つ・環境フェスタ事業 4,500 

農地集積・集約化促進事業 28,095 

木材利用促進ネットワーク事業 3,565 

不妊治療休暇制度促進事業 15,200 

UIJターン促進事業 22,500 

生産性向上促進事業 10,000 

観光ボランティア活性化事業 3,081 

名松線利活用関係事業 6,370 

消費喚起・生活支援型 プレミアム商品券発行事業 330,293 

合計 471,452 

  地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用した事業 



 森林の現状と課題 

木材価格の低迷・林業への関心の低下など 

森林の整備・木材の利用拡大が必要！ 

未整備森林 
の増加   

森林の荒廃  

森林機能の低下 
●水源かん養機能 
●生物多様性保全機能 
●山地災害防止/土砂保全機能 

市域の約６割を森林が占める津市においても同様の問題が発生  

林業が衰退傾向に 

これらの問題を解決するためには 



 津市木材利用促進ネットワークの構築 

デザイナー 
工務店 

中勢森林組合 

津市・三重県 

建築士 

素材業者 

木材加工業者 大工 

木材市場 

運営委員会 

●情報交換               ●情報発信 
●調査研究               ●販路の開拓 
●多様な木製品の実証  
●新製品の開発        

 
 
 

   ●地域材の調達 
   ●加工・製造 

木工工房 

美杉の家 
建設㈱ 

ネットワークによる連携と協力により 
新たな木材需要の創出・木材の利用拡大・地域産業の活性化を図る 

津市木材利用促進ネットワーク 

木材協同組合 



津市木材利用促進ネットワーク運営委員会設立総会 

場所 

参加 
メンバー 

日時 

中勢森林組合 ２階会議室 
 （津市白山町南家城９１５－１） 

平成２７年６月２５日(木曜日)１８時３０分から 

デザイナー 中勢森林組合 

津市・三重県 

建築士 

美杉の家建設㈱ 木材協同組合 

内容 
●規約（案）       
●役員の選任 

●平成２７年度事業計画（案）      
●平成２７年度収支予算（案） 



 今後のスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度 

平成２８年度 

 

・マーケティング調査 
・関係企業等ニーズ調査 
・消費者ヒアリング調査 
・販売方法の研究等 
 

ニーズの把握 
 

木製品 
（試作品） 

 
 

調査結果 

情報発信 

   ●運営委員会の設立              ●試作品の製作 
   ●マーケティング調査等によるニーズの把握 ●情報発信 

●消費者等との意見交換                     ●小売店との販路構築  
●木製品の製造                           ●情報発信 

固定観念に 
とらわれない 
新しい商品 

アイデア 

技術 
都市部への 
 販路拡大 

・展示会の開催 
・ホームページで 
  紹介 


