
（現行） （改定）
（１） 総務事務等 月額 150,200 　──→ 151,500 

秘書業務補助（秘書課）
軽油引取税見本品分析（税務課） 
自動車税等・財産調査等業務（中央東県税）
電話料計算（管財課）
自動車管理等（管財課）
庁舎管理（管財課）
地域防災支援業務（危機管理・防災課）
放射能測定業務（衛生研究所）
災害医療対策・衛生環境業務補助（福祉保健所）
災害・救急業務関連補助金事務等（医療政策課）
高知県保健医療計画策定業務等（医療政策課）
後期高齢者医療関係調査等業務（国民健康保険課）
肝炎対策業務（健康対策課）
特定医療費（指定難病）受給者証交付事務等（健康対策課）
特定医療費（指定難病）支給認定関係事務（健康対策課）
小児慢性特定疾病医療等業務（健康対策課）
不妊治療対策等業務（健康対策課）
ＨＡＣＣＰ認証業務（食品・衛生課）
食品衛生監視補助等（福祉保健所）
介護福祉士等修学資金貸付業務等（地域福祉政策課）
地域福祉支援業務補助等（福祉保健所）
介護支援専門員登録審査等（高齢者福祉課）
住宅等改造支援業務（高齢者福祉課）
介護保険事業所調査業務（高齢者福祉課）
身障手帳等交付事務（障害福祉課）
心身障害者扶養共済事務等（障害福祉課）
特別児童扶養手当業務（障害福祉課）
自殺対策・精神保健福祉業務（障害保健支援課）
児童入所施設措置費等事務（児童家庭課）
母子・父子自立支援員（児童家庭課）
受付等（療育福祉センター、中央児相）
地域連携対応業務（療育福祉センター）
外来診療に関する事務（療育福祉センター）
自殺対策連携推進員（精神保健福祉センター）
精神障害者手帳交付等業務（精神保健福祉センター）
ＮＰＯ法人設立認証等業務（県民生活・男女共同参画課）
就学支援業務（私学・大学支援課）
鳥獣対策業務（鳥獣対策課）
事業推進業務（商工政策課）
知的財産管理等業務（産業創造課）
依頼試験・試験研究補助業務（工業技術センター）
計量検定業務（工業技術センター）
企画調整業務（紙産業技術センター）
人材確保支援等業務（企業立地課）
能力開発業務（雇用労働政策課）
技能検定・職業訓練指導員試験等業務（高知高等技術学校）
企画調整業務（観光政策課）
観光クラスター整備等業務補助（地域観光課）
外国客船受入態勢整備等業務（おもてなし課）
バリアフリー観光推進業務（おもてなし課）
農地利用調整業務等補助（農地・担い手対策課）
許認可事務補助（農地・担い手対策課）
農業改良資金等債権管理業務（協同組合指導課）
農協等検査業務（協同組合指導課）
農業共済組合検査・指導業務等（協同組合指導課）
米・穀物の登録検査機関調査業務等（環境農業推進課）
施設整備等業務（環境農業推進課）
食品表示指導業務（地域農業推進課）
土地改良区認可・立入調査等業務（農業基盤課）
研究企画・研究支援業務（農業技術センター）
病害虫防除業務（病害虫防除所）
こうち木の住まい助成事業等業務（木材産業振興課）
保安林指定施業要件変更事務（治山林道課）
自然公園管理等業務（環境共生課）
検査補助業務等（環境研究センター）
全国豊かな海づくり大会準備業務（水産政策課）
漁船検認業務補助（漁業管理課）
土佐黒潮牧場保全業務等（漁業振興課）
漁港管理等業務（漁港漁場課）
各種調査依頼対応業務等（漁港漁場課）
土砂災害警戒区域等の基礎調査、指定業務（防災砂防課）
特殊車両許可等業務（道路課）
県営住宅家賃滞納対策等業務（住宅課）
港湾区域占使用許可業務等（須崎土木）
プレジャーボート対策業務（高知土木）
放置船対策業務（高知土木）
宿毛湾港管理業務（幡多土木）
共通経費支払業務等（総務事務センター）
旅費及び諸手当認定等業務（総務事務センター）
給与支給業務補助（総務事務センター）

　（現行） （改定）
（２） 検査補助業務（衛生研究所） 月額 138,500 　──→ 139,700 

　（現行） （改定）
（３） ほ場管理（農業技術センター） 月額 138,500 　──→ 139,700 

飼料作物栽培業務等（畜産試験場）
　　　

　（現行） （改定）
（４） 機械操作及びほ場管理業務（農業技術センター） 月額 146,900 　──→ 148,100 

機械操作及び飼料作物栽培業務等（畜産試験場）

非常勤職員の報酬（H31.4.1適用）

　職　　　務　　　内　　　容 報　酬　額（単位：円）



　職　　　務　　　内　　　容 報　酬　額（単位：円）

　（現行） （改定）
（５） 農作物栽培管理等及び機械操作（農業技術センター） 月額 153,300 　──→ 154,200 

動物飼育管理等及び機械操作（畜産試験場）

　（現行） （改定）
（６） 調査研究補助等（内水面漁業センター、水産試験場） 月額 146,900 　──→ 148,100 

　（現行） （改定）
（７） 土木・港湾巡視管理(土木事務所） 月額 148,500 　──→ 149,800 

　（現行） （改定）
（８） 文書発送等（管財課） 月額 100,300 　──→ 101,100 

　（現行） （改定）
（９） 宿日直業務等（中央児童相談所） 1時間 1,110 　──→ 1,130 
　　　 夜間宿直（希望が丘学園）

（10） ダム管理 　（現行） （改定）
　中央東土木（永瀬ダム)   高知土木（鏡ダム） 平　　　日 日額 7,010 　──→ 7,070 
　中央西土木（桐見ダム） 平　　　日 日額 7,240 　──→ 7,300 

　 　幡多土木（坂本ダム） 平　　　日 日額 7,460 　──→ 7,520 
　各土木共通 土　日　等 日額 13,750 　──→ 13,870 

　（現行） （改定）
（11） 電話相談（女性相談支援センター） 1時間 1,210 　──→ 1,220 

（年齢階層） 　（現行） （改定）
（12） 職業訓練指導員  ２５歳～２９歳 月額 219,700 　──→ 221,600 

 ３０歳～３４歳 月額 223,700 　──→ 225,600 
 ３５歳～３９歳 月額 228,700 　──→ 230,600 
 ４０歳～４４歳 月額 233,700 　──→ 235,600 
 ４５歳～４９歳 月額 237,700 　──→ 239,600 
 ５０歳～５９歳 月額 241,700 　──→ 243,600 
６０歳 ～　　 月額 244,700 　──→ 246,600 

（換算年数） 　（現行） （改定）
（13） 登　記　（土木事務所等）  １年以上～３年未満 月額 152,100 　──→ 154,400 

 ３年以上～５年未満 月額 155,700 　──→ 158,000 
 ５年以上～７年未満 月額 159,300 　──→ 161,600 
 ７年以上～９年未満 月額 161,100 　──→ 163,400 
 ９年以上～10年未満 月額 162,900 　──→ 165,200 
 10年以上～11年未満 月額 164,700 　──→ 167,000 
 11年以上～13年未満 月額 166,500 　──→ 168,800 
 13年以上～15年未満 月額 168,300 　──→ 170,600 
 15年以上～17年未満 月額 170,100 　──→ 172,400 
 17年以上～19年未満 月額 171,900 　──→ 174,200 
 19年以上～21年未満 月額 173,700 　──→ 176,000 
　 21年以上 月額 175,500 　──→ 177,800 

（勤務年数） 　（現行） （改定）
（14） 恩給・軍歴・援護（地域福祉政策課） 　　　     4年未満 月額 153,400 　──→ 154,700 
　　　 医療扶助診療報酬審査（福祉指導課） 4年以上～ 7年未満 月額 157,100 　──→ 158,400 
　　　 国保医療給付指導（国民健康保険課） 7年以上～10年未満 月額 160,700 　──→ 162,000 
　　　 感染症対策(衛生研究所） 10年以上～14年未満 月額 164,300 　──→ 165,600 
　　　 診療報酬請求事務等（療育福祉センター） 14年以上～18年未満 月額 167,900 　──→ 169,200 

18年以上～22年未満 月額 171,500 　──→ 172,800 
　 22年以上 月額 175,100 　──→ 176,400 

（勤務年数）
（15） 児童虐待等相談員（幡多児童相談所） 　　　     4年未満 月額 136,300 　──→ 137,400 

能力開発支援相談員（高知高等技術学校） 4年以上～ 7年未満 月額 140,000 　──→ 141,100 
7年以上～10年未満 月額 143,600 　──→ 144,700 
10年以上～14年未満 月額 147,200 　──→ 148,300 
14年以上～18年未満 月額 150,800 　──→ 151,900 
18年以上～22年未満 月額 154,400 　──→ 155,500 
　 22年以上 月額 158,000 　──→ 159,100 

（勤務年数）
（16） 消費生活相談員（消費生活センター） 　　　     4年未満 月額 146,100 　──→ 147,100 

女性相談員等（女性相談支援センター） 4年以上～ 7年未満 月額 149,800 　──→ 150,800 
7年以上～10年未満 月額 153,400 　──→ 154,400 
10年以上～14年未満 月額 157,000 　──→ 158,000 
14年以上～18年未満 月額 160,600 　──→ 161,600 
18年以上～22年未満 月額 164,200 　──→ 165,200 
　 22年以上 月額 167,800 　──→ 168,800 

（勤務年数）
（17） 知的障害児者判定業務補助（療育福祉センター） 　　　     1年未満 月額 134,000 　──→ 135,100 

1年以上～ 3年未満 月額 137,700 　──→ 138,800 
3年以上        　  月額 141,400 　──→ 142,500 

（18） 児童指導業務（児童支援ホーム）（中央児相）   月額① 162,100 　──→ 163,400 
児童虐待相談援助業務（中央児相） 月額② 157,100 　──→ 158,400 
生活保護指導補助（福祉指導課） 月額③ 152,100 　──→ 153,400 
就労支援員（福祉保健所）
子育て支援専門相談員（福祉保健所）
医療扶助相談・指導員（福祉保健所）
生活困窮者自立促進支援業務（福祉保健所）
不当取引指導業務（県民生活・男女共同参画課）
消費者教育推進業務（消費生活センター）
交通事故相談員（交通事故相談所）
貸金業検査等業務（経営支援課）
訓練生募集・訓練内容充実業務（高知高等技術学校）
教務講師等（農業大学校、農業担い手育成センター）
県営林財産管理等業務（森づくり推進課）
産業廃棄物不法投棄防止等（福祉保健所）
漁業取締業務補助（漁業管理課）


