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☎ (32)1114

災害見舞金の支給について
令和２年７月豪雨災害に伴い、住家に被害を受けられた世帯へ、見舞金
を支給します。これは球磨村災害見舞金要綱に基づき、被害を受けた村民
の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としたものです。
※住家とは、現にその建物を居住のために使用している家屋をいいます。

令和 2 年 7 月豪雨災害で被災し罹災証明書の交付を受けた世帯の世帯主で、令和 2

支給対象者

年 7 月 4 日時点で球磨村の住民基本台帳に名前がある方。
※被災後に世帯が消滅した場合でも遺族の方にお支払いします。

50 万円

全壊
支給額

半壊及び
大規模半壊
一部損壊

令和 2 年度 10 万円、令和 3 年度 20 万円、
令和 4 年度 20 万円
※分割での支給となります。

10 万円
５千円

振込日

２月 26 日㈮（予定）
〇申請は不要で、令和 2 年 7 月豪雨義援金を支給した口座へ振り込みます。
※口座変更を希望される方は、住民福祉課窓口で 2 月 19 日㈮まで手続き

備考

をお願いします。）
〇振り込みをもって決定としますので、通帳のご確認をお願いします。
〇その他ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ 住民福祉課福祉係

☎
（32）
1112

球磨村会計年度任用職員を募集します
１

職種及び採用人数など
職種

新型コロナ関連
事務補助

ふれあいサロン
健康教室指導員

勤務場所及び

採用
人数

１名

3名

勤務時間・休暇

業務内容

必要資格

普通自動車免許
球磨村役場で新型コロナ 【勤務時間】
（AT 限定可）
ウイルスワクチン接種関 午前８時 30 分から
エクセル・ワードが
連の業務に従事します。 午後４時 30 分まで
使える方
1 日 7 時間勤務
【休暇】
球磨村役場でふれあいサ 土日祝日・年末年始
ロン又は健康教室で高齢 有給休暇・特別休暇 普通自動車免許
者の介護予防・運動指導

（AT 限定可）

業務に従事します。

村内小中学校で給食関連

教育委員会
事務補助

1名

（給食事務）

事務及び給食調理の補助
業務に従事します。

【勤務時間】
1 日 7 時間勤務

普通自動車免許
（AT 限定可）

各学校の勤務時間と
なります。

学習支援員

1名

村内小中学校で支援を要 【休暇】
普通自動車免許
する児童生徒に対する学 土日祝日・年末年始 （AT 限定可）
習活動などのサポート業 有給休暇・特別休暇 ※教員免許は不要で
務に従事します。

２

給与など
初任給（1 日 7 時間勤務時
その他手当など

３

す。

報酬月額／毎月 21 日支払）月額

131,000 円～（学歴に応じて決定）

通勤手当等を支給。社会保険及び雇用保険適用。

任用期間
■新型コロナ関連事務補助
令和３年３月１日㈪～令和３年 12 月 31 日㈮
※任用期間は令和３年３月１日㈪～３月 31 日㈬までで、その後 12 月 31 日㈮まで更新されます。
■ふれあいサロン、教育委員会事務補助、学習支援員
令和３年４月１日㈭～令和４年３月 31 日㈭

４

応募手続き
受付期日：２月８日㈪～２月 22 日㈪まで（ 土日祝日を除く）
受付時間：午前８時 30 分から午後５時まで
申込先 球磨村役場総務課 ※申込用紙は村公式ウェブサイト及び総務課に備え付けてあります。

５

試験の内容及び日時等
試験内容：面接試験及び自己紹介カードなどによる書類選考
日時：２月 26 日㈮

午後１時 30 分～

場所：球磨村役場

問い合わせ 総務課総務係

防災無線施設整備工事
下記の地域において、防災無線施設の工事を
実施します。
工事期間中は、無線施設（屋外スピー
カー）の放送ができません。皆さまには大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろ
しくお願い致します。
班名
池下

２月 12 日㈮～２月 26 日㈮

松舟

２月 18 日㈭～３月２日㈫

向淋

２月 18 日㈭～３月２日㈫

※家屋内の戸別受信機からの放送はできます。
※上記期間中のうち、一週間程度の工事となり
ますが、天候などにより変更になる可能性が
あります。
※上記期間中は、
屋外拡声子局（屋外スピーカー）
からの放送ができません。

■渡駐在所について
渡駐在所の建物は、令和２年７月豪雨に伴い
被災したため、解体しました。
しかし、渡駐在所員は、当分の間、一勝地駐
ご相談、お困りごとのある人はご連絡ください。
人吉警察署一勝地駐在所 ☎
（32）
0024
人吉警察署 ☎
（24）
4110
緊急を要する場合 110 番

■豪雨災害に便乗した詐欺事案に注意
「国際相互安全保障協会特殊機構」と記載した
名刺を差し出すなどして「国の調査にきました。
被害の状況の写真を撮らせてください。法律が
変わって国から 500 万円以上貰えるはずです」
などと言い、被災家屋の撮影を行い、被災者か
ら罹災証明書のコピーを受領した事案が人吉警
察署管内で昨年発生しています。

問い合わせ
㈱富士通ゼネラル

渡駐在所からお知らせ

在所を拠点として警察活動を行っていますので
工事予定期間

総務課防災交通係

☎
（32）
1111

☎ (32)1111
☎092（572）2111

今後、被災者に対する詐欺事件に発展するな
どして被災者を巻き込むおそれも考えられます。
罹災証明書などについては安易にコピーを渡し
たりすることなく、屋内の写真を撮ろうとした
りする人物が訪問してきた場合は、警察や役場
へ通報をお願いします。

紙面の中で日付に年号がないものはすべて「令和３年」です。また問い合わせなどについて、市外局番がないものは「0966」です。

意見
募集

球磨村
復興計画（案）

基本理念
災害に強く、豊かな地域資源等を後世に継承し、
住民が安全に安心して住み続けられる山里球磨村の復興
球磨村復興計画の策定にあたり、幅広い意見を反映させるために、ぜひ皆さまの貴重なご意見
をお聞かせください。ご意見は計画策定の検討資料として活用します。

●募集期間
２月 10 日㈬～２月 23 日㈫ ※郵送の場合は消印有効
●閲覧可能場所
村公式ウェブサイト、球磨村役場２階ロビー、各仮設団地みんなの家、
田舎の体験交流館さんがうら、一勝地温泉かわせみ

●意見募集方法
閲覧場所に設置した投函箱に投函（受付時間

午前８時 30 分～午後５時）するか、電子メール、

郵送または FAX の方法により提出をお願いします。
※球磨村復興計画に対する意見に限ります。
※意見書の様式は自由で、住所・氏名・ご意見を必須記入事項とします。
匿名の場合は受け付けません。また電話での受け付けも行いません。

●提出先
球磨村役場

ふるさと創生課

企画調整係

〒 869-6401
熊本県球磨郡球磨村大字渡丙 1730 番地
FAX

0966-32-1230 ／ E-mail

球磨村公式ウェブサイト URL

fukkoukuma@kuma.kumamoto.jp

https://www.kumamura.com/gyousei

問い合わせ ふるさと創生課企画調整係

☎
（32）
1114

