
雫石町臨時・非常勤職員登録者募集 
 

 

臨時・非常勤職員登録制度要項 

 町では、平成 30年度臨時職員及び非常勤職員の登録希望者を募集します。就労を希望する人にあらか

じめ申し込みをしていただき、登録をしておくもので、任用する必要が生じたときに登録者の中から選

考します。 

 この登録は、他に就職や進学したりすることを拘束するものではなく、登録後他に就職されてもかま

いません。 

 ただし、現在他に就職していて平成 30年度中に退職する予定のない人は登録できません。 

【登録受付期間】 

  平成 30年１月 25日（木）～平成 30年２月 22日（木） 

 （期間終了後も随時受け付けをしますが、期間内の受け付けを優先） 

【提出書類】 

○臨時・非常勤職員登録申込書兼履歴書（町役場総務課または総合案内窓口に備えつけています） 

○資格が必要な職種については資格証明書の写し 

○障害者手帳を所有している場合は手帳の写し 

【提出方法】 

  町役場総務課まで持参するか、郵送で提出（郵送の場合は２月 22日（木）必着のもの） 

【採用方法】 

 臨時・非常勤職員の雇用を必要とする際、登録者の中から書類や面接などで審査・選考 

【登録有効期限】 

  平成 31年３月 31日まで 

【雇用期間】 

 非常勤職員は原則として１年以内・臨時職員は原則として６ヵ月以内（必要に応じて６ヶ月以内で

１回に限り更新可能） 

【通勤手当】 

  勤務地まで片道２キロメートル以上で自家用車などを利用される人のうち、勤務日数・勤務時間に

応じて支給あり 

【社会保険・雇用保険】 

  雇用期間・勤務時間数に応じて、社会保険・雇用保険に加入あり 

【問い合わせ先】 

①募集に関すること・・・・・・役場総務課 692-6487・692-6411 

②仕事の内容に関すること・・・保育所関係は役場総合福祉課 692-6477 

                学校関係は役場教育委員会 692-6412 

                公民館関係は中央公民館 692-4181 

図書館関係は図書館 692-5959 

その他は役場総務課 692-6487・692-6411 

 

 

 



〖募集職種一覧〗 

職 種 登録資格等 勤務日・勤務時間 賃 金 勤務場所 

一般事務補助 

（フルタイム） 

・パソコンによる文書作成

や入力作業ができる人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30分 

 

 

日額 5,780 円～

6,080 円 

 

雫石町役場 

中央公民館及

び各地区公民

館 

他町関連施設 

一般事務補助 

（短時間） 

・パソコンによる文書作成

や入力作業ができる人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内６時間 00分 

 

 

日額 4,620 円～

4,860 円 

 

雫石町役場 

他町関連施設 

保 健 師 ・保健師資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30分 

日額 9,060 円～

13,310円 

 

雫石町役場 

看 護 師 ・看護師資格または准看

護師資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30分 

日額 7,800 円～

13,310円 

 

雫石診療所 

保 育 士 ・保育士資格を有する人 

・車で通勤可能な人 

 

月～金曜日（土曜の場合あ

り） 

７時 15分～18時 15分 

の内７時間 30分 

日額 7,200 円～

9,000 円 

 

西根・御明神保

育所 

 

保育補助員 ・車で通勤可能な人 月～金曜日（土曜の場合あ

り） 

７時 15分～18時 15分 

の内７時間 30分 

日額 6,530円 

 

橋場・大村へき

地保育所 

保育所用務員 ・調理補助や保育補助も可

能な人 

・車で通勤可能な人 

 

月～金曜日（土曜の場合あ

り） 

７時 15分～18時 15分 

の内７時間 30分 

日額 5,910円 

 

西根・御明神保

育所 

 

自動車運転手 

（スクールバス 

運転手含む） 

・大型免許を有する人 〖大型自動車運転手〗 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30分 

（時間外勤務あり） 

〖スクールバス運転手〗 

午前：７時～10時 30分 

午後：15 時～19時 

（勤務時間の変更あり） 

日額 7,720円 

 

雫石町役場 

鳥獣被害対策 

支 援 員 

・早朝・休日出勤が可能で、

罠の設置、回収等の力仕事

ができる人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時 30分～17時 15分 

の内７時間 30分 

日額 5,910円 雫石町役場 



職 種 登録資格等 勤務日・勤務時間 賃 金 勤務場所 

学 校 給 食 

調 理 員 

・集団給食調理員経験のあ

る人または調理師資格を

有する人 

・車で通勤可能な人 

月～金曜日 

８時～16時 45分 

の内７時間 30分 

（勤務場所により異なる） 

 

日額 5,910円 

 

町内各小・中学

校 

学校支援員 

（小中学校） 

・学校支援員の経験者また

は教員免許を有する人 

・車で通勤可能な人 

８時～16時 45分までの間

で学校が必要とする時間 

（１日６時間以内） 

１時間あたり 

1,200 円 

 

町内各小・中学

校 

適 応 支 援 

相 談 員 

・学校適応相談員の経験者

または教員免許を有する

人 

・車で通勤可能な人 

８時～16時 45分までの間

で学校が必要とする時間 

（１日６時間以内） 

１時間あたり 

1,200 円 

 

雫石中学校 

公 民 館 

管 理 人 

・勤務条件に対応できる健

康体である人 

・行政区など地域をある程

度把握している人 

【平日】 

中央公民館 ▼ 夜間貸館あ

る場合 16時 30分～貸館終

了、地区公民館 ▼ ８時～

９時 30 分、夜間貸館ある

場合 17時～貸館終了 

【土・日・祝日】 

公民館使用予定により対

応（勤務時間は貸館の状況

により異なる場合あり） 

１時間あたり 

780円 

中央公民館・各

地区公民館 

図 書 館 

専門的職員 

・司書または司書補の資格

を有する人 

・車で通勤可能な人 

 

火～日曜日までの間の５

日間勤務 

８時 30分～18時 15分の

内７時間 30 分 

【祝日】 

シフト制により対応 

日額 8,920円 

 

図書館 

勤労青少年ホーム 

管 理 人 

・勤務条件に対応できる健

康体である人 

 

【平日】 

12時 30分～21 時 

の内７時間 30分 

【土曜】 

ホーム使用予定により対

応（勤務時間は貸館の状況

により異なる場合あり） 

日額 5,910円 勤労青少年ホ

ーム 

※賃金は、経験年数に応じた額となります。 

 


