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職　種 業務内容 雇用場所 採用人員 雇用期間 就業時間 賃　金 資格等 問合せ先

公園管理全般
雁の里公園 2 20.4～21.3 夏季8:00～17:00 時給710円半年更新 冬季8:00～21:00

大台野広場 3 20.4～20.11 8:00～17:00 時給710円 資格不問 商工観光課
不定期 84－4909

施設管理全般 雁の里温泉 6 20.4～21.3 8:00～15:15 時給760円半年更新 15:15～22:00

リリオス

平日16:30～21:30

（美郷総合体育館）
2 20.4～21.3 （但し週1回程度2時間勤務あり）

施設管理全般 半年更新 土日祝（早） 7:45～15:30 時給710円

資格不問 社会教育課

土日祝（遅）14:45～21:30

84－4915

（但し週1回程度4時間勤務あり）

施設管理全般 仙南公民館 2 20.4～21.3

平日17:00～22:00

時給710円
半年更新

（但し月1回程度4時間勤務あり）
土日祝（早） 7:45～15:30
土日祝（遅）15:15～22:00

（但し月1回程度5時間45分勤務あり）

施設管理全般 六郷公民館 2 20.4～21.3 17:00～22:00
半年更新 週11時間～15時間程度 時給660円

施設管理全般 坂本東獄邸 2 20.4～20.11 8:45～17:00　 時給660円半年更新 週3日勤務

施設管理全般 美郷町武道館
2 20.4～21.3 17:00～21:30 時給660円半年更新 週11時間から14時間程度

1 20.12～21.3 12:30～17:00 自給660円週3日勤務
施設管理全般 郷土資料館 20.4～20.11 8:45～17:00 時給660円一括管理 美郷町武道館 2 半年更新 週3日勤務

施設管理全般 六郷野球場 1 20.4～20.10 4:30～21:30
半年更新 不定期 時給710円

施設管理全般 六郷野球場 1 20.4～20.10 4:30～21:30
及び一般作業 半年更新 週4日程度 時給810円

施設管理全般 千畑交流センター 2 20.4～21.3 17:00～22:00 時給660円一括管理 千畑体育館 半年更新 週11時間から15時間程度
施設管理全般 千畑ふれあ 2 20.4～21.3 夏季週20時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課

（草刈除雪作業含） いセンター 半年更新 冬季週30時間以内 84－4905

庁舎の清掃

役場 3 20.4～21.3 平日3時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課
六郷庁舎 土曜日6.5時間以内 84－4904
役場 3 20.4～21.3 1日4時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課
仙南庁舎 84－4906

施設清掃

六郷保健 1 20.4～21.3 1回4時間以内 時給710円
資格不問 福祉保健課センター 不定期

84－4907千畑保健 1 20.4～21.3 1回4時間以内 時給710円センター 週2回
館内の清掃 雁の里温泉 3 20.4～21.3 7:30～9:30時間内 時給710円

資格不問 商工観光課
館内の清掃（浴室清掃） 雁の里温泉 5 20.4～21.3 1回5.5時間以内 時給710円 84－4909月4～5回

施設清掃 六郷公民館 2 20.4～21.3 8:00～11:00

:

時給710円
資格不問 社会教育課六郷体育館 半年更新 　

84－4915館内の清掃 学友館 2 20.4～21.3 9:00～12:00 時給710円半年更新 1日3時間・週2回

園舎の清掃 町内3園 4 20.4～21.3 1日2時間程度 時給710円 資格不問 幼児教育課
85－3117

事務補助員

レセプト整理 役場 2 20.4～21.3 9:00～17:00 時給710円 資格不問 福祉保健課
千畑庁舎 不定期 84－4907

図書館業務全般 仙南公民館 1 20.4～21.3 9:00～19:15 時給810円 司　書

社会教育課図書室 1 半年更新 1日7時間の二交替制11カ月か12カ月勤務 時給760円 資格不問

図書館、資料館 学友館
1 20.4～21.3 8:30～19:15 時給810円 司　書 84－4915

業務全般 3 　半年更新　 1日7時間 時給760円 資格不問11カ月か12カ月勤務

保育士
園児の保育 町内3園

54 20.4～21.3 早番,遅番交代制 時給810円 保育士・

幼児教育課

幼稚園教諭
11カ月勤務 週40時間以内 幼稚教諭

85－3117

11 20.4～21.3 15:30～18：30 時給810円 保育士・
週6日勤務 幼稚教諭

保育補助員 園児保育の補助 町内3園 若干名

20.4～21.3 早番,遅番交代制 時給760円 資格不問11カ月勤務 週40時間以内

20.4～21.3 15:30～18：30 時給760円 資格不問週6日勤務

放課後児童の 町内3児童 4 20.4～21.3 時給810円 教諭資格
放課後児童指導員 生活指導 クラブ 3 20.4～21.3 週20時間～40時間程度 時給760円 資格不問長期休業期間
調査補助員 発掘調査補助 社会教育課 1 20.4～21.2 8:30～17:15 時給910円 調査業務経験者 社会教育課整理作業員 出土遺物整理作業 社会教育課 3 20.8～21.2 8:30～17:15 時給810円 整理作業経験者 84－4915発掘作業員 発掘作業 町内現場 30 20.5上～20.9中 8:30～17:15 時給810円 資格不問
栄養士 栄養管理業務 町内1園 1 20.4～21.3 1日4時間 時給810円 栄養士

バス運転手兼用務員 通園バスの運転及び園用務 町内1園 1 20.4～21.3 バス運転1日2時間以内 時給1250円 大型免許11カ月勤務 園用務6時間 時給 760円

看護師 園児の保育及び看護 町内3園 3 20.4～21.3 早番,遅番交代制 時給810円 看護師
11カ月勤務 週40時間以内 准看護師 幼児教育課

バス添乗員 通園バスの添乗 町内3園 7 20.4～21.3 1日3時間程度 時給860円 資格不問 85－3117
調理員 給食の調理 町内3園 6 20.4～21.3 週16時間～40時間以内 時給760円 資格不問不定期

用務員 施設全般用務 町内3園 3 20.4～21.3 週40時間以内 時給760円 資格不問11カ月勤務

生活支援員 障害児童生徒の支援 町内の小・中学校 13 20.4～21.3 1日6時間 時給1200円 教員免許 学務課外国人生徒の支援 長期休業除く 時給 900円 資格不問 85－4914臨時講師 授業の補助 六郷東根小 2 20.4～21.3 1日8時間 時給1200円 小学校教員免許

指導員 指導、施設管理 もとだて児童館 2 20.4～21.3 9:30～15:30 時給760円 資格不問 福祉保健課
不定期 84－4907

宿直員 庁舎の警備、宿直 役場 2 20.4～21.3 17:15～翌8:30 日4,900円 資格不問 総合サービス課
六郷庁舎 84－4904

検針員 メーター器等 町内水道・下水道施設 14 20.4～21.3 不定期 1件　125円 資格不問 建設課
検針業務 （無線1件67円） 84－4910

管理人

清掃員

※フルタイム勤務（1日8時間）の方は健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険に加入となります。
　また、勤務時間数に応じて社会保険に加入する業種もあります。
※施設状況、雇用環境により時給の違いがあります。
※生活支援員、臨時講師は、ハローワークに申し込みください。


