
O
ZU

 i N
FO

R
M

ATIO
N

 
O

ZU
 iN

FO
R

M
AT

IO
N

試験区分 受付期間 試験日 受験資格

防衛大学校生
（推薦）

９月５日（土）
～９月11日（金） ９月26日（土）～27日（日）

18歳以上21歳未満の人（高卒の人【見込含】また
は高専３年次を修了した人【見込含】）
※学校長の推薦必要

防衛大学校生
（総合選抜）

９月５日（土）
～９月11日（金）

１次： ９月26日（土）
２次：10月31日（土）

～11月１日（日）

18歳以上21歳未満の人（自衛官は23歳未満）（高
卒の人【見込含】または高専３年次を修了した人【見
込含】）

防衛大学校生
（一般）

（受付中）
～10月22日（木）

１次：11月７日（土）～ ８日（日）
２次：12月８日（火）～12日（土）

18歳以上21歳未満の人（自衛官は23歳未満）（高
卒の人【見込含】または高専３年次を修了した人【見
込含】）

防衛医科大学校
医学科学生

（受付中）
～10月７日（水）

１次：10月24日（土）～25日（日）
２次：12月 ９日（水）～11日（金）

18歳以上21歳未満の人（高卒の人【見込含】ま
たは高専３年次を修了した人【見込含】）

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看
護学生）

（受付中）
～10月１日（木） １次：10月17日（土）　　　　 　   

２次：11月28日（土）～29日（日）
18歳以上21歳未満の人（高卒の人【見込含】ま
たは高専３年次を修了した人【見込含】）

試験区分 採用予定人数 受付期間 試験日・会場 受験資格

消　防
高卒程度 ８人程度

８月24日（月）～９月11日（金）
午前８時30分～午後５時15分
※土、日、祝日を除く

１次試験　10月18日（日）　
　県立翔陽高等学校（大津町）
　※新型コロナウイルス感染症の影
　　響により日程が１カ月延期され
　　ています。
２次試験　11月中(予定)　 　
　菊池市および大津町（予定）

●平成８年４月２日から平成15年
４月１日までに生まれた人

　※ただし、救急救命士法により救
　急救命士の免許を取得してい
　る人は平成５年４月２日以降
　に生まれた人。

試験区分 採用予定人数 受付期間 試験日・会場 受験資格

一般事務
高卒程度 １人程度

８月24日（月）～９月11日（金）
午前８時30分～午後５時15分
※土、日、祝日を除く

　　10月18日（日）
県立翔陽高等学校（大津町）

●平成３年４月２日から平成15年
４月１日までに生まれた人

※申込用紙は、菊池広域連合消防本部および各消防署に用意しています。ホームページからも取得可能です（http://www.kikuchi-kr.jp/）。

※申込用紙は、当企業団に用意しています。ホームページからも取得可能です。
※詳しくは、当企業団のホームページをご覧いただくか、上記までお問い合わせください。

※自衛官を目指す人はもちろん、自衛官について興味がある人は気軽に資料請求などでお問い合わせください。
　詳しくは大津町担当広報官が説明に伺います。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、試験日が変更になる場合があります。

募集 菊池広域連合消防本部職員募集
◦問い合わせ　菊池広域連合消防本部　総務課　☎096（232）9340

募集 大津菊陽水道企業団職員募集
◦問い合わせ　大津菊陽水道企業団　総務課　☎096（293）7802

募集 自衛官募集
◦問い合わせ　自衛隊熊本地方連絡部　菊池分駐所　☎0968（24）2772

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 報酬
時間給換算

社会
保険

雇用
保険 備　考

社会福祉士 包括支援
センター 月～金 ８:30～17:15

のうち７時間30分 社会福祉士 1,047円～
1,260円 有 有 勤務条件

は相談可

介護支援専門員 包括支援
センター 月～金 ８:30～17:15

のうち７時間30分 介護支援専門員 1,002円～
1,219円 有 有 勤務条件

は相談可
特別支援補助員

（看護師） 町内小中学校 月～金
（学校開校時のみ）

８:00～17:00
のうち７時間

看護師または 
養護教諭免許

1,002円～
1,170円 有 有

教育支援センター
サポート支援員

教育支援
センター

月～金のうち 
週３日 ８:30～12:30 普通自動車

運転免許
898円～
925円 無 無

給食調理員 学校給食
センター 月～金 ８:30～16:45 調理師または

実務経験 2 年以上
1,002円～
1,120円 有 有

保育士（副担任） 大津保育園 月～日のうち 
週５日

７:00～18:00
のうち７時間30分 保育士 1,038円～

1,260円 有 有 勤務条件
は相談可

保育士 大津保育園分園 月～日のうち 
週４日

７:00～18:00
のうち７時間30分 保育士 1,002円～

1,228円 有 有

看護師（健診） 子育て・健診
センター

月～金のうち 
週 2 日程度 

（健診時のみ）
主に13:00～17:00の

うち4時間以内 看護師 1,373円 無 無 書類選考
のみ

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 報酬
時間給換算

社会
保険

雇用
保険 備　考

事務補助員 役場仮庁舎
ほか 月～金 ８:30～17:15

のうち５時間30分 － 898円～
925円

有
※ 有 勤務条件

は相談可

○申込期限　８月14日（金）
○受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
○申込方法　職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。
○任用期間　９月 1 日（火）以降から令和 3 年 3月31日（水）まで　※職種により翌年度に再度任用の可能性があります。
○その他　　①申込者については面接を実施する予定です。
　　　　　　③報酬は、職種により月額、日額、時間額となります。
　　　　　　④勤務条件により期末手当が支給されます（任期が 6 月以上で週15時間30分以上勤務する場合に支給）。

○試験日時　　１次試験　10 月18日（日）午前８時30分　
　　　　　　　２次試験　11月中旬～ 11月下旬（予定）
○試験会場　　県立翔陽高等学校（大津町）※試験日時や試験会場などは、変更になる場合があります。
○受付期間　　８月24日（月）～９月11日（金）※土、日を除く午前８時30分～午後５時
○その他　　　試験申込用紙や試験案内は役場総務課に用意しています。町ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　試験に関する詳しい内容は試験案内や町ホームページをご覧ください。
　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、受験する際はマスクの持参・着用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用

会計年度任用職員

町職員採用試験

新型コロナウイルス感染症に関連した各種支援制度の事務補助業務業務
内容

※社会保険については相談可

職種 試験程度 採用予定
人数 受験資格

行政 大卒程度 ３人程度
・平成３年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人
・平成11年４月２日以降に生まれた人で学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業または
　令和３年３月末までに卒業見込みの人

一般事務 高卒程度 ３人程度 平成11年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人

保健師 資格免許職 １人程度 平成３年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人
（令和３年３月末までに取得見込みの人を含む）

保健師 民間企業等
職務経験者 １人程度

昭和51年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人で次のいずれにも該当する人
①保健師の免許を有する人
②民間企業などにおける保健師としての職務経験が直近10年間で通算５年以上ある人

土木 民間企業等
職務経験者 １人程度

昭和51年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人で次のいずれにも該当する人
①一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士の資格を有する人
②民間企業などにおける土木技術に関する職務経験が直近10年間で通算５年以上ある人

募集 令和２年度町職員採用試験案内・会計年度職員募集
◦申し込み・問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎096（293）3111
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