職 種（勤務地）

募集
賃金月額
人員

免許・経験等

普通自動車免許
障害支援区分
１人 158,400円
※保健・医療・福祉関係の実務経験者が望ましい
認定調査員（本庁）
相談支援員（本庁） １人 158,400円

普通自動車免許、保健・医療・福祉関係の相談員経験者
※社会福祉士又は社会福祉主事の有資格者が望ましい

生活保護レセプト
１人 158,400円 医療事務認定証
点検員（本庁）

主な業務内容
障害福祉サービス申請者へ
の聞き取り調査など
生活困窮者自立相談支援事
業に係る相談支援業務
生活保護業務に係るレセプト
点検業務
（単月点検・縦覧点検）

普通自動車免許
配偶者暴力相談支援センター
女性相談員（本庁） １人 154,700円 ※婦人相談や母子相談など女性問題に関する相談員の経験、
における相談対応
又はこれに準ずる経験者が望ましい
介護サービス事業所等への
専門的指導、介護サービス
給付実績の点検など

介護給付適正化
推進員（本庁）

２人 187,500円 普通自動車免許、介護支援専門員として実務経験がある人

国保保健事業
指導員（本庁）

特定健診・特定保健指導に関
保健師、普通自動車免許、特定健診・特定保健指導の実務
す る 業 務 全 般、CKDに 関 す
１人 176,200円 経験が１年以上ある人、CKD保健指導・訪問指導の実務経験
る業務全般、その他国保保
が１年以上ある人、パソコン操作ができる人
健事業業務

健康づくり事業
推進員
１人 176,200円 保健師、普通自動車免許、パソコン操作ができる人
（保健相談センター）

食育指導員（本庁） １人 158,400円 栄養士又は調理師

中型自動車免許（８ｔ限定免許可）を有する運転業務経験者、
畜産環境センター
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能修
嘱託員
１人 175,000円 了者
※フォークリフト運転技能講習修了者が望ましい
（畜産環境センター）
※堆肥製造の経験者が望ましい
畜産経営指導員
（本庁管内）

健康づくり事業の推進、ボ
ランティア育成、各種免許
交付申請事務、感染症予防
に関する事務など
食育事業の調理運営・連絡調
整・資料作成等のほか、食育・
地産地消活動に関する相談・
アドバイスなど
ホイールローダによる堆肥
製造業務及び運搬、堆肥散
布作業、堆肥舎・重機・機器
等の管理など

肉用牛農家の飼養管理指導や
全国和牛登録協会支部審査委員、普通自動車免許、畜産農
経営技術指導及び各種事業の
１人 180,000円
家への指導経験者
普及推進

中型自動車免許（８ｔ限定免許可）を有する運転業務経験者
霧島ヶ丘公園等
※刈払機安全衛生教育、チェーンソー作業特別教育の受講
施設管理及び維持
２人 154,700円
者が望ましい
管理作業員
※大型特殊免許を有する車両系建設機械の運転技能講習修
（霧島ヶ丘公園）
了者で、運転（操作）の実務経験がある人が望ましい

霧島ヶ丘公園・かのやばら
園・フラワーセンター等の維
持管理作業等、公園施設・遊
具等の点検・補修など

霧島ヶ丘公園等
施設管理及び
車両・遊具等
点検整備作業員
（霧島ヶ丘公園）

農業用機械等の修理ができ、中型自動車免許（８ｔ限定免許
可）を有する運転業務経験者
遊具、車両等（ゴーカート、ト
※刈払機安全衛生教育、チェーンソー作業特別教育の受講
１人 175,000円
ラクター、チェーンソー、刈
者が望ましい
払機など）
の点検整備など
※大型特殊免許を有する車両系建設機械の運転技能講習修
了者で、運転（操作）の実務経験がある人が望ましい

道路維持作業員
（本庁管内）

中型自動車免許（８ｔ限定免許可）を有する運転業務経験者
※刈払機安全衛生教育、チェーンソー作業特別教育を受講
除草伐採、舗装修繕等道路
した、土木作業経験者が望ましい
の維持管理作業及びダンプ
５人 169,000円
※大型特殊免許を有する車両系建設機械及び小型移動式ク
トラック等の運転業務など
レーン運転技能講習修了者で、運転（操作）の実務経験が
ある人が望ましい
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市及び市教育委員会
の臨時職員を募集
臨時職員募集に関する問い合わせ先等
区

分

市臨時職員（P14 〜 P16の職種）

市教育委員会臨時職員（P17の職種）
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番１号
表②市教育総務課管理係 ☎0994-31-1136
表③市学校教育課
☎0994-31-1137

申 込 先

〒893-8501 鹿屋市共栄町20番１号
表①市総務課人事研修係 ☎0994-31-1127

受付期間

２月14日（水）〜 28日（水） ※必着

申込方法

市販の履歴書に写真を貼って、左上空欄に希望職種を記入のうえ、上記申込先まで直接持参又は郵送してく
ださい。※複数の職種に応募することはできません。

選考方法

面接により選考します。
日程＝３月８日（木）〜 14日（水） ※申込受付時に、面接の詳細日時を案内します。
場所＝市役所７階大会議室

雇用期間
及び加入保険

表①

平成30年４月１日（日）〜平成31年３月31日（日）
（社会保険、雇用保険に加入）
※勤務条件等の詳細については、面接時に説明します。

市臨時職員の職種及び募集人員等

職 種（勤務地）
ホームページ更新嘱託員
（本庁）

募集
賃金月額
人員

免許・経験等

１人 154,700円 ホームページ作成経験がある人

主な業務内容
市ホームページ更新作業など

地域づくり支援員（高隈地
高隈地区コミュニティ協議会事務局
１人 154,700円 普通自動車免許、パソコン操作ができる人
区交流促進センター）
運営に係る会計、会議資料作成など
普通自動車免許（AT車限定不可）、パソコ 公用車の利用調整（パソコン管理）
、
ン操作ができる人
車両運転業務

公用車利用調整事務及び
車両運転業務員（本庁）

１人 175,000円

納税指導員（本庁）

１人 154,700円 普通自動車免許、パソコン操作ができる人 納税指導、催告、口座振替納付勧奨

排水路等施設管理員
（本庁）
資源センター搬入検査
補助員（資源センター）
資源センター搬入検査員
（資源センター）
スポーツコミッション
支援員（本庁）

１人 154,700円 普通自動車免許

浄化施設本体の運転確認、取水施設
の点検・清掃

１人 130,000円 特に無し

資源センターで作業する搬入検査員
の受付業務補助

普通自動車免許、車両系建設機械（整備等）
資源物管理業務、資源物の計量・受
１人 154,700円 運転技能講習修了者、フォークリフト運転技
入、収集資源物の搬入・搬出など
能講習修了者
１人 154,700円

普通自動車免許
※スポーツ経験者が望ましい

スポーツコミッション事務、スポー
ツ合宿受入事務補助など

国体準備室嘱託員（本庁） ３人 154,700円 普通自動車免許、パソコン操作ができる人 国体準備に係る事務など
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表② 市教育委員会臨時職員の職種及び募集人員等
職 種（勤務地）
学校用務員
（市内小・中学校）

募集
賃金月額
人員

免許・経験等

職 種（勤務地）
主な業務内容

普通自動車免許、刈払機などの操作が 市内小中学校内の環境整備、印刷製本業務
できる人
など

１人 140,000円

パソコン操作ができる人
地 区 学 習 セ ン ター 等 館
※社会教育主事有資格者・社会教育行政 公民館等の管理・運営、社会教育事業等企
長（串良公民館・串良公
３人 158,400円
経験者等の社会教育の専門知識や防 画運営、地域づくりへの指導・助言など
民館細山田分館・輝北コ
火管理者資格を有する人が望ましい
ミュニティセンター）
地区学習センター等
専門指導員（高隈地区
交流促進センター）
地区学習センター等
事務嘱託員（高須地区
学習センター）

センター等の管理・運営の補助、公民館事
普通自動車免許、パソコン操作ができ
業全般の企画・運営、社会教育事業の指導・
１人 145,000円
る人
助言など
市民講座などの公民館事業全般の企画・運
営、社会教育事業の指導・助言など

１人 112,500円 パソコン操作ができる人

募集
賃金月額
人員

募集
人員

教育長秘書（本庁）

勤務時間

賃金

１人 8:30 〜 17:00

時給 750円

9:00 〜 16:00
学校事務補助員・学校巡回図
（月15日勤務）
書司書（市内小・中学校、鹿屋 ６人
女子高校）
8:15 〜 16:30

免許・経験等

主な業務内容

※秘書業務の経験がある
秘書業務、各種事務補助など
人が望ましい

時給 750 円 普通自動車免許
市内小中学校事務補助、図
※パソコン操作ができる人、
書室の図書整理、児童等へ
児童への読み聞かせに興
の読み聞かせなど
日額 5,625円
味がある人が望ましい

地区学習センター等事務補助員
１人 9:00 〜 15:00
（中央公民館）

時給 750 円

※パソコン操作ができる
人が望ましい

建築関係事務
嘱託員（本庁）

建 築 工 事 発 注 等 事 務 補 助、
普通自動車免許
建築・住宅に関する現地調査
１人 130,000円 ※建築士有資格者が望ましいが、建築工事の内容把握がで
補助、住宅改修助成に関す
きれば可
る申請受付・内容審査など
勤務１回
16,030円

水道施設管理員
（共心配水場）

１人

水道施設管理員
（柳浄水場）

１人 154,700円

農業振興指導員
（本庁）

−

施設の夜間・休日管理業務

地区学習センター等施設管理人
１人 利用がある時のみ
（細山田分館）

時給 750円

−

施設の管理業務

地区学習センター等事務補助員
１人 8:30 〜 17:00
（東地区学習センター）

日額 5,625円 パソコン操作ができる人

事務、施設管理業務補助など

地区学習センター等図書司書
（吾平振興会館）

普通自動車免許
日額 5,625円 ※図書司書の資格がある
人が望ましい

図書整理、児童等への読み
聞かせなど

１人 8:30 〜 17:00

ポンプ運転管理、水質検査
など

普通自動車免許（AT限定不可）

普通自動車免許（AT限定不可）
、チェーンソー・刈払機の安
柳浄水場維持管理及び各施
全衛生教育修了者
※小型車両系建設機械運転修了以上の免許を有する人が望 設の除草伐採作業など
ましい

排水設備設計審査・完成検査
普通自動車免許
業務、下水道普及促進、地下
排水設備等検査員
１人 154,700円 ※排水設備工事責任技術者資格取得者、浄化槽設置及び下
水等量水器検針業務、小型浄
（分庁舎）
水道排水設備工事の経験者が望ましい
化槽完成検査等指導業務など

事務、施設管理業務補助など

地区学習センター等施設管理人
夜間 17:00 〜 22:00
（高隈地区交流促進センター・
５人 休日 8:30 〜 17:00 時給 750 円
田崎地区学習センター・東地区
（交代制）
学習センター・串良公民館）

主な業務内容

中型自動車免許（８ｔ限定免許可）
を有する運転業務経験者
※刈払機安全衛生教育、チェーンソー作業特別教育を受講
除草伐採、舗装修繕等道路
した、土木作業経験者が望ましい
道路維持作業員
の維持管理作業及びダンプ
２人 169,000円
※大型特殊免許を有する車両系建設機械及び小型移動式ク
（吾平総合支所管内）
トラック等の運転業務など
レーン運転技能講習修了者で、運転（操作）の実務経験が
ある人が望ましい

◎市教育委員会事務補助員を募集
職 種 （勤務地）

免許・経験等

農地に関連する制度に専門的な知見を有する人、市内の農 農用地利用権設定申出によ
１人 130,000円 業・農地事情に精通している人、パソコン操作ができる人 る諸手続きの事務処理、助
成金交付に係る事務など
など

表③ 指導員・相談員・支援員・講師
職 種（勤務地）

募集
人員

勤務日

賃金

マイフレンド指導員
（市内小・中学校）

週２日
２人
時給
（1日6時間）

マイフレンド相談員
（市内小・中学校）

９人

特別支援教育支援員
（市内小・中学校）

36人

週４日
時給
（1日3時間）
週５日

4人

950円

※８月は勤務及び
※労働災害保険加入
賃金無し

平日

主な業務内容

教員免許を有する人又は同等の経 家庭訪問、適応指導教室での不登校
験及び知識を有すると認められる人 児童生徒の支援など

月額 140,000円 ※学校関係・福祉関係等の勤務 障がいのある児童生徒の学校生活上

年間60日
スクールソーシャルワーカー
２人
時給
（市内小・中学校）
（1日4時間）
英語指導講師
（市内小学校）

免許・経験等

教員免許を有する人又は同等の経 適応指導教室の運営、不登校児童
950円
験及び知識を有すると認められる人 生徒の支援など

経験者が望ましい

の介助や学習活動上の支援など

福祉に関する専門的資格を有す 不登校解消に向けた保護者への相
2,000円 る人で、教育や福祉分野で相談 談・助言、学校と福祉機関との連絡・
活動等経験がある人
調整など

月額 237,000円 小学校教員免許、中学校教員免許（英

※1日7時間30分勤
※労働災害保険加入
務、土曜出勤有

語）又はそれに準ずる資格を有する人
全商情報処理検定（ビジネス部

事務補助員（本庁、各総合支所）については随時受け付けていますので、希望する人は市販
の履歴書に写真を貼ってお申し込みください。
（受付をした履歴書の登録期間は、原則１年間
です。）
●市及び市教育委員会では、障がいのある人の雇用を促進しています
次の要件に該当する人で、事務補助員を希望する人は、市販の履歴書に写真を貼って、お
申し込みください。

外国語活動の学習指導、教材開発など

平日
情報ビジネス科実習助手
月額 154,700円
門）
１級かつ全商ビジネス文書実 情報処理実習補助業務
１人
（鹿屋女子高校）
8:20〜16:35 ※労働災害保険加入
務１級を有する人

事務補助員の募集

○身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている人
○自力により通勤でき、かつ、介護者なしに職務遂行が可能な人
○原則として1日7時間勤務（9:00 〜 17:00）
ができ、かつ、月15日勤務が可能な人

市総務課人事研修係（３階） 〒893-8501

鹿屋市共栄町20番1号

☎0994-31-1127

●スクールソーシャルワーカーは社会福祉士又は精神保健福祉士の資格の写しを添えてください。
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