＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

委託期間…平成27年４月１日〜平
成28年３月31日
勤務日・時間…平日／午後５時〜翌
日午前８時30分、土日祝祭日／午
前８時30分〜翌日午前８時30分
※２人による交代制
応募資格…18歳以上
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し12月26日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、「北有馬庁舎宿日直申
込」と朱書きした封筒に入れて郵送
してください（持参可）。
問北有馬支所
☎０５０（３３８１）５１６０
〒859−2305 北有馬町戊2747番地

手話通訳者（嘱託職員）

募集人員…１人
勤務内容…聴覚障がい者（盲ろう者
含む）に関する全般の通訳および通
訳介助と一般事務
報酬など…月額１６１,０００円、
社会保険・雇用保険あり
雇用期間…平成27年４月１日〜平
成28年３月31日（更新あり）
勤務日・時間…週５日（祝祭日を除
く）、午前８時30分から午後５時（時
間外の勤務あり）
応募資格…長崎県ろうあ協会に登録
し、普通自動車免許を持ち、パソコ
ンの操作ができる人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し12月24日㈬ 必着
も市販の履歴書（顔写真貼付）に必要
事項を記入し、持参または郵送
問福祉課
☎０５０（３３８１）５０５１
〒859−2202 有家町山川58番地

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

北有馬保育所保育士
（嘱託職員）

【共通事項】
勤務内容…保育士業務
雇用期間…平成27年４月１日〜平
成28年３月31日
応募資格…保育士の資格を有する人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し平成27年１月20日㈫ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入し
（写真貼付）、「北有馬保育所保育士
（週５日勤務）または（週３日勤務）
申込書」と朱書きした封筒に入れて
郵送してください（持参可）。
問北有馬保育所
☎０５０（３３８１）５０６４
〒859−2304 北有馬町丁278番地2
［週５日勤務］
募集人員…５人
報酬など…月額１６３,０００円、
社会保険・雇用保険あり
勤務日・時間…週５日（日、祝、年
末年始を除く）、午前７時30分〜
午後６時（うち７時間30分勤務）
［週３日勤務］
募集人員…３人
報酬など…月額８９,０００円、社
会保険なし・雇用保険あり
勤務日・時間…週３日（日、祝、年
末年始を除く）午前８時30分〜午
後５時（うち７時間30分勤務）

北有馬 庁 舎 宿 日 直（ 委 託 ）

募集人員…１人
勤務内容…庁舎の宿日直業務
委託料など…月額１１５,０００円、
傷害保険（労使折半）

も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

資料整理、施設設備の操作および
管理、施設使用料金の徴収業務など
勤務地…北有馬ピロティー文化セ
ンター日野江、北有馬多目的研修
集会施設
委託料など…【昼間・清掃】月額
１１４ ,０００円、【夜間・休日】月
額７６,０００円
※いずれも傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…【昼間・清掃】週５
日（土日、祝日、年末年始は休み）午
前８時〜午後５時15分（うち７時間
45分勤務）／【夜間・休日】平日…
午後５時〜午後10時30分、土日・
祝日…午前８時30分〜午後10時
30分（週30時間未満勤務）

原城オアシスセンター管理員
（委託契約）

募集人員…１人
勤務内容…施設維持管理・清掃業
務、施設利用申し込みおよび使用料
などの徴収
委託料など…月額１３６ ,０００円、
傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…週６日、午前８時
30分〜午後10時10分（うち７時間
45分勤務）

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００

委託料など…月額７５,０００円、傷
害保険（労使折半）
勤務日・時間…月14日以内、午前８
時30分〜午後５時15分（うち７時
間45分勤務）

布津ふるさと道場管理員
（昼間）
（委託契約）

募集人員…１人
勤務内容…館内、建物周辺の清掃、
トレーニング器具などの点検、施設
使用の受付および料金徴収業務な
ど
委託料など…月額１３６,０００円、
傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…週６日（月曜日、年
末 年 始は休み）火・木 曜日… 午 前
10時15分〜午後７時／水・金曜日
…午前11時40分〜午後７時／土・
日曜日…午前８時50分〜午後７時
※いずれも７時間45分勤務

ありえコレジヨホール管理員
（委託契約）

募集人員…１人
勤務内容…施設管理業務
勤務地…口之津公民館、体育館、
図書館
委託料など…月額１０３ ,０００円、
傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…平日…午前８時〜
正午、午後５時〜10時15分／土日
祝日…午前８時〜午後10時15分
※隔日勤務

図 書 館 職 員（ 嘱 託 職 員 ）

募集人員…司書３人、
司書補助８人
（うち１人は事務も兼務）
勤務内容…図書の貸出ほか図書館
業務および会計事務など
（事務兼務
のみ）
勤務地…各図書館
報酬など…司書月額１５２,０００円、
司書補助月額１２７,０００円
※いずれも社会保険・雇用保険あり
勤務日・時間…週５日（休みは休
館日と他の１日）／深江、西有家、口
之津（月曜休館、金曜夜間開館）／有
家、原城、加津佐（火曜休館、木曜夜
間開館）

通常日…午前９時40分〜午後６時
10分／夜間開館日…午前11時40
分〜午後８時10分
※いずれも７時間30分勤務
応募資格（特記事項）…司書は、
司書資格を有する人。普通自動車運
転免許を有する人

深江公民館等管理員
（委託契約）

募集人員…１人
勤務内容…窓口業務、資料整理、施
設使用料金の徴収業務、施設の開
閉、館内外の環境整備など
委託料など…月額１１４,０００円、
傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…月21日勤務（年末
年始は休み）、午前８時30分〜午後
５時（うち７時間30分勤務）

口之津公民館・体育館管理員・
清掃員（委託契約）

北有馬ピロティー文化センター
日野江管理員（委託契約）

募集人員…２人
（昼間管理および清掃１人、夜間お
よび休日昼間管理および清掃１人）
勤務内容…館内の清掃、窓口業務、



くらしの 情報

募集人員…１人
勤務内容…施設の管理・清掃業務、
施設利用受付、使用料徴収など
勤務地…深江公民館、深江ふるさと
伝承館
委託料など…月額１１４,０００円、
傷害保険（労使折半）
勤務日・時間…平日の午前８時30
分〜午後５時15分

布 津 運 動 公 園・布 津 グ ラ ウ
ン ド 管 理 員（ 委 託 契 約 ）

募集人員…１人
業務内容…施設の清掃・維持管理、
施設内外の環境整備など

非常勤職員募集
非常勤職員を次のとおり募集します。
【共通事項】
雇用期間…平成27年４月１日〜
平成28年３月31日
し12月19日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入
（写真貼付）し、応募職種を朱書き
した封筒に入れて郵送してくださ
い（持参可）。
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
問教育総務課
☎０５０（３３８１）５０８０
〒859−2412 南有馬町乙1023番地

学 校用務員（嘱託職員）

募集人員…４人（深江・布津地区２
人、
口之津・加津佐地区２人）
勤務内容…学校用務全般（環境整
備、湯茶、給食業務含む）
勤務地…小学校（深江・布津地区、
口之津・加津佐地区）
報酬など…月額１３６,０００円、社
会保険・雇用保険あり
勤務日・時間…週５日（土、日およ
び年末年始を除く）午前７時30分
〜午後５時。うち７時間30分勤務
（勤務開始、終了時間は、学校毎で
異なる）
勤務条件（特記事項）…普通自動
車運転免許を有する人
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