
嘱託・臨時職員を募集します No.1

事業主 球磨村 球磨村 球磨村 球磨村 球磨村 球磨村 球磨村

(勤務先） （球磨村役場) （球磨村役場） （球磨村役場） （球磨村役場） （球磨村役場） （球磨村役場） （球磨村役場）

採用予定
人数

1名 3名 1名 1名 1名 2名 1名

職種 一般事務補助
耕作放棄地解消・球磨川沿岸等整
備労務

炭焼き等労務 棚田保全整備労務 一般事務補助 農地基本台帳整備事務補助 路線工手

職務内容

介護保険認定調査入力事務・介護
予防事業評価事務・分析等の業務
に従事します。

球磨川沿線の国道、県道等の景
観整備業務に従事します。

球磨村ふるさと振興センターでの
施設管理、炭焼き及び当該施設か
ら球磨川沿岸までの景観整備業務
に従事します。

松谷棚田等の保全及び作付けに
よる有効活用・景観整備等による
美しい村づくり支援業務に従事し
ます。

予防接種・健診・母子保健等の業
務に係る事務に従事します。

農地基本台帳整備事務、現地確
認業務、利用意向調査通知書作
成等の業務に従事します。

村道等の営繕補修に関する業務
に従事します。

受験資格

・普通自動車免許
・パソコン操作ができる人

・普通自動車免許 ・普通自動車免許 ・普通自動車免許 ・普通自動車免許
・パソコン操作ができる人

・普通自動車免許
・パソコン操作ができる人

・普通自動車免許

試験内容

試験日程等

受験手続

給料等 時給　820円 日額　6,800円 日額　7,000円 日額　7,000円 日額　6,500円 日額　6,500円 日額　7,000円

保険適用 ・雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用

手当等 ・手当なし ・手当なし ・手当なし ・手当なし ・手当なし ・手当なし ・手当なし

8:30～15:00 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

１日　5.5時間勤務 1日　7時間45分勤務 1日　7時間45分勤務 1日　7時間45分勤務 1日　7時間45分勤務 1日　7時間45分勤務 1日　7時間45分勤務

(休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00) (休憩12:00～13:00)

週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務

雇用期間等

問合わせ先
住民福祉課

TEL 32-1112
健康衛生課

TEL 32-1139
産業振興課

TEL 32-1115
建設課

TEL 32-1116

勤務時間等

企画振興課
TEL 32-1114

◇面接による選考（約10分程度）
◇自己紹介カード等による書類選考

【試験期日】面接試験の日時については、申込締め切り後、申込者へ通知します。
【試験会場】球磨村役場
【合格発表】試験結果については、個人毎に郵送により通知します。

・平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

【受付の期日及び時間】
平成２８年１月２６日（火）から２月１２日（金）まで（但し、土曜・日曜・休日を除く）
時間：午前８時３０分から午後５時まで

【申込手続】
球磨村役場総務課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記入し、提出してください。



嘱託・臨時職員を募集します No.2

事業主 球磨村 球磨村
田舎の体験交流館さんがうら運営
委員会

球磨村ふるさと振興公社 球磨村社会福祉協議会 球磨村社会福祉協議会

(勤務先） （村内小中学校） （村内小学校） （さんがうら） （一勝地温泉かわせみ） （せせらぎ） （せせらぎ）

採用予定
人数

1名 1名 1名 1名 1名 1名

職種 支援教育支援員 学校安全管理委員 さんがうら　施設長 サービス部（レストラン及び客室係） 看護職員 介護職員

職務内容

支援を要する児童生徒に対する学
習活動などのサポート業務に従事
します。

低学年を中心とした放課後子ども
教室（アフタースクール）活動時や
下校時における、子どもたちの安
全管理に従事します。

体験交流プログラムの企画、運営
等、宿泊団体の受け入れ、施設管
理など、さんがうら運営委員会の業
務に従事します。

主にレストラン及び客室等に関する
業務に従事します。

デイサービス事業の看護業務等に
従事します。

訪問介護事業の介護業務等（ヘル
パー）に従事します。

受験資格

・教員免許取得者（本年度中に教
員免許取得予定者を含む）又は、
教育支援に意欲のある人
・普通自動車免許

・普通自動車免許 ・普通自動車免許
・パソコン操作ができる人

・普通自動車免許 ・球磨村に居住している方
・普通自動車免許
・看護師又は准看護師資格所有者

・球磨村に居住している方
・普通自動車免許
・ヘルパー資格所有者

試験内容

試験日程等

【試験期日】平成28年2月18日(木)
【試験会場】一勝地温泉かわせみ
【合格発表】試験結果については、
個人毎に郵送により通知します。

受験手続

左と同様の手続きとなりますが、申
込用紙等については、役場のほか
「かわせみ」にも備え付けてありま
す。

給料等 日額　6,500円～10,000円 時給　820円 月額　170,000円 月額　125,000円 日額　7,000円 日額　6,500円

保険適用 ・社会保険、雇用保険適用 なし（非常勤職員公務災害補償） ・社会保険、雇用保険適用 ・社会保険、雇用保険適用

手当等 ・手当なし ・手当なし ・手当なし ・手当あり

各学校の勤務時間となります 各学校の勤務時間となります 8:30～17:15 変則勤務時間あり 8:00～17:00 8:15～17:15

1日　7時間45分勤務 1日　4時間勤務 1日　7時間45分勤務 1日　8時間勤務 1日　8時間勤務 1日　8時間勤務

※主に午後からの勤務となります。 (休憩12:00～13:00) 休憩　1時間 休憩　1時間

週5日勤務 週5日勤務 週5日勤務

雇用期間等 定めなし

問合わせ先
企画振興課

TEL 32-1114
一勝地温泉かわせみ

TEL 32-0200

勤務時間等

教育委員会
TEL 32-1117

【試験期日】面接試験の日時については、申込締め切り後、申込者へ通知します。
【試験会場】球磨村役場
【合格発表】試験結果については、個人毎に郵送により通知します。

【受付の期日及び時間】
平成２８年１月２６日（火）から２月１２日（金）まで（但し、土曜・日曜・休日を除く）
時間：午前８時３０分から午後５時まで

【申込手続】
球磨村役場総務課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記入し、提出してくださ
い。

球磨村社会福祉協議会
TEL 32-0022

・平成２８年４月１日から　平成２９年３月３１日まで

◇面接による選考（約10分程度）
◇自己紹介カード等による書類選考

詳しい日時、試験会場については、申込者へ別途通知します。
面接時間は1人概ね１０～１５分程度です。

【受付の期日及び時間】
平成２８年１月２６日（火）から２月１２日（金）まで（但し、土曜・日曜・休
日を除く）
時間：午前８時３０分から午後５時まで

【申込手続】
球磨村社会福祉協議会に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介
カード」に必要事項を記入し社会福祉協議会事務局へ提出してくださ
い。

・社会保険、雇用保険適用

・手当あり

平成２８年４月１日～　　正職員登用制度あり


