＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

定：定員

（写真貼付）し、「管理栄養士」と

り：料金

対：対象者

し：応募締切

も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

道路用地調査事務員
（嘱託職員）

45分〜午後５時15分（うち７時

お問い合わせは…南島原市役所

☎０５０（３３８１）５０００

税 徴 収 員（ 嘱 託 職 員 ）

※日時、場所は後日連絡します。

くらしの情報
市営住宅入居者募集

朱書きした封筒に入れて郵送して

間30分勤務）

募集人員…１人

〆３月16日㈬ 必着

ください（持参可）。

応募資格…学校教育法による大学

募集人員…若干名

勤務内容…市税の納税相談・徴収

も市販の履歴書に必要事項を記入

※履歴書は返却しません。

（短期大学を除く）もしくは大学

勤務内容…道路用地調査など事務

補助・臨戸督励

院において考古学の専門科目を履

報酬など…月額１３６,０００円、

報酬など…月額１１１,０００円、

☎０５０（３３８１）５０３９

修し、学芸員の資格を持つ人で、

社会保険、
雇用保険あり

社会保険なし、
雇用保険あり

〒859 2211 西有家町里坊96番地２

普通自動車運転免許を持つ人。

雇用期間…４月１日〜平成29年

雇用期間…４月１日〜平成29年

※履歴書は返却しません。

募集期間

試験…面接

３月31日

３月31日

問企画振興課

３月１日㈫~14日㈪

問保険年金課

北有馬町内
公共施設清掃員

募集人員…１人

勤務内容…北有馬町内の公共施設

（写真添付）し、
「企画振興課（嘱

募集団地
・深

江

あぜつ第２団地…（１戸）

・南有馬

新砂原団地………（１戸）

・口之津

白浜団地…………（３戸）

＊単身入居可

託職員）
」と朱書きした封筒に入
れて郵送してください（持参可）
。

※日時、場所は後日連絡します。

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

☎０５０（３３８１）５０３０

入居資格条件…収入が基準に該当

〆３月18日㈮ 必着

祝日を除く）午前８時30分〜午後

祝日、年末年始を除く）午前10時

〒859 2211 西有家町里坊96番地２

するなど、市の指定する条件を全

も市販の履歴書に必要事項を記入

５時
（うち７時間30分勤務）

〜午後４時45分（週30時間未満。

応募資格…道路用地調査など事務

業務内容によっては夜間勤務など

（写真貼付）し、
「文化財調査員（嘱

福 祉 課（ 嘱 託 職 員 ）

て満たす人
※詳細はお問い合わせください。

の除草など清掃美化業務

託職員）
」と朱書きした封筒に入

の経験がある人

勤務時間帯の変更あり）

募集人員…１人

入居者の決定…資格要件を満たし

委託料など…月額１０５,０００

れて郵送してください（持参可）
。

試験…面接

応募資格…18歳以上の市内在住者、

勤務内容…ねんりんピック事務

た申込者の数が募集戸数を超える

普通自動車運転免許を持つ人

勤務地…福祉課内
（有家庁舎）

場合は、公開抽選を行います。

試験…面接

報酬など…月額１２７,０００円、

抽選日…３月18日㈮

円、
傷害保険（労使折半）あり

※履歴書は返却しません。

※日時、場所は後日連絡します。

雇用期間…４月１日〜平成29年

問教育総務課

〆３月16日㈬ 必着

１月31日

☎０５０（３３８１）５０８０

も市販の履歴書に必要事項を記入

勤務日および時間…月18日、午前

〒859 2412 南有馬町乙1023番地

（写真貼付）し、「道路用地調査事

８時30分〜午後５時15分（うち

管 理 栄 養 士（ 嘱 託 職 員 ）

7時間45分勤務）
応募資格…18歳以上で、普通自

募集人員…１人

※日時、場所は後日連絡します。

社会保険・雇用保険あり、通勤手当

〆３月18日㈮ 必着

なし

務員（嘱託職員）
」と朱書きした

も市販の履歴書に必要事項を記入し

雇用期間…４月１日〜平成29年

封筒に入れて郵送してください

（写真貼付）し、
「税徴収員（嘱託

（持参可）
。

動車運転免許を持ち、作業用軽ト

勤務内容…糖尿病性腎症重症化予

※履歴書は返却しません。

ラックを準備できる人（経費自己

防訪問指導など

問管理課

負担）および草刈機使用経験者

報酬など…月額１８１,０００円、

☎０５０（３３８１）５０６６

試験…面接

社会保険・雇用保険あり

〒859 2412 南有馬町乙1023番地

※日時、場所は後日連絡します。

雇用期間…４月１日〜平成29年

〆３月17日㈭ 必着

３月31日

も市販の履歴書に必要事項を記入

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

文 化 財 調 査 員（ 嘱 託 職 員 ）
募集人員…１人

（写真貼付）し、
「北有馬町内公共

祝日、年末年始を除く）午前８時

勤務内容…発掘調査、発掘調査の

施設清掃員」と朱書きした封筒に

30分〜午後５時（うち７時間30

報告書作成業務、文化財保護行政

入れて郵送してください（持参可）。

南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

３月31日

職員）
」と朱書きした封筒に入れ

勤務日および時間…週５日（土、日

て郵送してください（持参可）
。

勤務の場合あり）午前８時30分〜

※履歴書は返却しません。

午後２時

企 画 振 興 課（ 嘱 託 職 員 ）
募集人員…１人

午後５時
（うち７時間30分勤務）

勤務内容…ふるさと応援寄附の受

応募資格…18歳以上の市内在住者

付、対応、その他事務（システム

☎０５０（３３８１）５０２３

で、普通自動車運転免許を持つ人。

操作を含む）

〒859 2211 西有家町里坊96番地２

パソコンの操作ができる人。

勤務地…企画振興課内（西有家庁舎）

健 康 対 策 課（ 臨 時 職 員 ）

試験…面接

報酬など…月額１２７,０００円、社

※日時、場所は後日連絡します。

会保険・雇用保険あり、通勤手当なし

募集職種…保健師・看護師・管理

〆３月18日㈮ 必着

雇用期間…４月１日〜平成29年

栄養士・栄養士・歯科衛生士

も市販の履歴書に必要事項を記入

３月31日

問税務課

分勤務）

に関する業務

業務内容…各種保健指導業務（不

※履歴書は返却しません。

応募資格…市内在住者で、管理栄

勤務地…文化財課内
（南有馬庁舎）

定期）

員）
」と朱書きした封筒に入れて

祝日、年末年始および長期休業日

問北有馬支所

養士の資格を持つ人、または取得

報酬など…月額１９７,０００円、

応募資格…各職種の資格を持つ人

郵送してください（持参可）
。

を除く）午前８時30分〜午後５時

見込の人

社会保険、
雇用保険あり

☎０５０（３３８１）５１６０

試験…面接

雇用期間…４月１日〜平成29年

問い合わせください。登録後、必要

※日時、場所は後日連絡します。

３月31日

に応じて随時連絡します。

〆３月18日㈮ 必着

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

〒859 2305 北有馬町戊2747番地

祝日、年末年始を除く）午前８時

も市販の履歴書に必要事項を記入
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※雇用条件・申込方法など詳細はお

告

問健康対策課

（写真貼付）し、
「福祉課（嘱託職

※履歴書は返却しません。

勤務日および時間…週５日（土、日、

（うち７時間30分勤務）
応募資格…パソコン（ワード、エ

問福祉課
☎０５０（３３８１）５０５１

クセルなど）の基本操作ができる

〒859 2202 有家町山川58番地

人。普通自動車運転免許を持つ人。

☎０５０（３３８１）５１４１

試験…面接
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