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令和２年度会計年度任用職員を募集します

問 総務課　人事秘書係　☎（232）2111

■会計年度任用職員とは
任期の定めのある非常勤の地方公務員です。

■応募条件
各職種で必要な資格要件を有する者で地方公務員法第16
条に該当しない者

■任用期間
４月１日～令和３年３月31日（一部の職で１年未満の任用
期間あり）

※再度の任用（翌年度）を行うことがあります。
■報酬・手当など
◦募集職種一覧に記載された報酬単価により、勤務時間に応

じて支給します。
◦一定の要件を満たした場合、期末手当が支給されます。
◦通勤距離などに応じて、通勤に係る費用が支給されます。
■社会保険

健康保険・厚生年金・雇用保険の適用があります（所属先
の勤務条件により異なります）。

■応募方法
応募用紙（※）に記入・写真添付し、資格が必要な職種は、
資格を証明する書類の写しを添付して、希望する担当課に
提出してください（郵送または持参）。

※応募用紙は菊陽町役場総務課および西部支所で配布します。
なお、応募用紙は菊陽町ホームページでダウンロードでき
ます。

■応募期間
　１月６日㈪～31日㈮　午前８時30分～午後５時15分
※㈯㈰㈷除く。
■選考方法

申込先の担当課で書類選考・面接試験を実施します。
■合否発表

３月上旬までに文書で通知します。
※応募用紙に虚偽の内容が記載されていた場合は、合格を取

り消します。

地方公務員法および地方自治法の一部改正に伴い、令和２年４月から会計年度任用職員制度が開始
されます。これに伴い、現在の臨時・非常勤職員の職は、会計年度任用職員制度に基づく職に移行
します。町では令和２年４月１日から任用する会計年度任用職員を募集します。

■募集職種一覧

職種 資格要件など 募集人数 勤務場所 勤務時間など 報酬単価（時給） 申し込み・ 
問い合わせ

事務補助

３人程度 菊陽町役場内 月～金（週５日） 
７時間／日 898円～925円 総務課　人事秘書係 

☎（232）2111

①～③
各１人

三里木町民
センター

①月～金（週５日）　　
７時間／日　　　 

②月～金（週３日程度） 
６または７時間／日 

③土曜（週１日）　　　 
７時間45分／日

898円～925円 三里木町民センター
☎（232）5536

２人程度 菊陽町役場
税務課

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 税務課 

☎（232）4911

①②
各１人

東部町民センター
（※サロン事業含む）

①月～金（月16日以内） 
７時間45分／日

②月～土（月17日以内） 
７時間45分／日

898円～925円 東部町民センター
☎（232）3803

１人 菊陽町役場
福祉課

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 福祉課 

☎（232）4913

１人程度 菊陽町役場
子育て支援課

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 子育て支援課 

☎（232）2202
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職種 資格要件など 募集人数 勤務場所 勤務時間など 報酬単価（時給） 申し込み・ 
問い合わせ

事務補助

①１人 
②４人

菊陽町役場
町民課

①月～金（月21日以内） 
②月～金（月15日以内） 
①・②とも６時間／日

898円～925円 町民課 
☎（232）4914

２人 西部町民センター 月～土（月14日以内） 
７時間45分／日 898円～925円

光の森町民センター
西部支所 

☎（237）6555

１人 町立小・中学校
ほか

月～金（週５日） 
６時間／日 898円～925円 学務課 

☎（232）4918

３人 菊陽町役場
健康・保険課

①月～金（週５日）　　 
②月～金（月16日以内） 

①②いずれも６時間／日
898円～925円 健康・保険課 

☎（232）4912

１人 菊陽町役場
介護保険課

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 介護保険課 

☎（232）2366

１人 菊陽町役場
農政課

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 農政課 

☎（232）4916

１人 菊陽町役場
農業委員会

月～金（月16日以内） 
６時間／日 898円～925円 農業委員会 

☎（232）4924

１人 菊陽町役場
商工振興課

月～金（月16日以内 ) 
６時間／日 898円～925円 商工振興課 

☎（232）2165

１人 杉並木公園
管理センター

月～金（月15日以内） 
７時間45分／日 898円～925円 都市計画課 

☎（232）4927

２人 菊陽町役場
会計課

月～金（月16日以内） 
７時間45分／日 898円～925円 会計課 

☎（232）4915

２人 中央公民館 月～土（月15日以内） 
７時間45分／日 898円～925円

生涯学習課 
☎（232）4917

２人 ふれあいの森
研修センター

月～土（月12日以内） 
７時間45分／日 898円～925円

１人 中央公民館 月～土（月15日以内） 
７時間45分／日 898円～925円

中央公民館 
☎（232）2116２人 南部町民センター 月～土（月15日以内） 

７時間45分／日 898円～925円

２人 武蔵ヶ丘コミュ
ニティセンター

月～土（月14日以内） 
７時間45分／日 898円～925円

総合案内 ３人 菊陽町役場
１階ロビー

月～金（週５日） 
午前・午後の２交代制 

３人でシフト勤務 
４または５時間／日

898円～925円
総務課

☎（232）2111

町長車運転手 １人 菊陽町役場
総務課

35時間／週以内
（土日祝を含む）

1,120円～　　
　　　1,219円

公園管理作業員 ４人 杉並木公園
管理センター

火曜を除く平日（週４日） 
※火曜定休 

７時間45分／日

1,072円～　　
　　　1,170円

都市計画課 
☎（232）4927

給食調理員

①１人程
度　

②４人程
度　

町立保育所

①月～土（週５日）　 
②必要の都度（代替） 

①②ともに
7時間30分／日

1,002円～　　
　　　1,120円

子育て支援課 
☎（232）2202

職種 資格要件など 募集人数 勤務場所 勤務時間など 報酬単価（時給） 申し込み・ 
問い合わせ

給食調理員

45人程度 町立小・中学校

①月～金（週５日）　　 
②月～金（週２日程度） 

①②ともに
7時間30分／日

1,002円～　　
　　　1,120円

学務課 
☎（232）4918５人程度 町立小・中学校 ③月～金（週５日以内）

６時間以内／日 898円～925円

校務支援員 ８人程度 町立小・中学校 月～金（週５日） 
６時間／日 898円～925円

スクール
パトロール隊員 ４人 町内巡回

（パトロール）

月～金（週５日） 
午前・午後の２交代制 

５時間／日
898円～925円 総務課 

☎（232）2111

歯科衛生士 歯科衛生士 １人 菊陽町役場
健康・保険課

月～金（月18日以内） 
７時間／日

1,072円～　　
　　　1,219円

健康・保険課 
☎（232）4912

看護師 看護師

１人 東部町民センター
（※サロン事業）

月～金（週１日程度） 
３時間／日

1,072円～　　
　　　1,219円

東部町民センター 
☎（232）3803

２人 町立保育所 月～金（週４日） 
７時間／日

1,072円～　　
　　　1,219円

子育て支援課 
☎（232）2202

①２人程
度　

②２人　

菊陽町役場
健康・保険課

①月～金（週５日）　　 
②月～金（月16日以内） 

①②いずれも７時間／日

1,072円～　　
　　　1,219円

健康・保険課 
☎（232）4912

①３人程
度　 

②１人　

菊陽町役場
介護保険課

①月～金（週５日）　　 
②月～金（月10日以内） 

①②いずれも７時間／日

1,072円～　　
　　　1,219円

介護保険課 
☎（232)2508

管理栄養士 管理栄養士

２人 菊陽町役場
健康・保険課

月～金（週５日） 
７時間／日

1,201円～　　
　　　1,350円

健康・保険課 
☎（232）4912

１人 菊陽町役場
介護保険課

月～金（月14日以内） 
７時間／日

1,201円～　　
　　　1,350円

介護保険課 
☎（232）2366

保健師 保健師

１人 
（産休・育

休代替職
員）　　

菊陽町役場
介護保険課

月～金（週５日） 
７時間／日

1,201円～　　
　　　1,350円

４人程度 
（産休・育

休代替職
員を含む）

菊陽町役場
健康・保険課

月～金（週５日） 
７時間／日

1,201円～　　
　　　1,350円 健康・保険課 

☎（232）4912

助産師 助産師 １人 菊陽町役場
健康・保険課

月～金（週５日） 
７時間／日

1,201円～　　
　　　1,350円

保育士 保育士 ①・② 
各４人 町立保育所

①月～金（週５日） 
３時間／日　※延長保育 

②土曜（週１日） 
７時間45分／日

1,055円～　　
　　　1,219円

子育て支援課 
☎（232）2202

乳幼児健診支援員 保育士 １人 菊陽町役場
健康・保険課

月～金（月４日程度） 
４時間／日 932円～960円 健康・保険課 

☎（232）4912
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Kikuyo Town Topics まちのわだい◉身近な情報をお寄せください。　
　総合政策課 企画政策係　☎（232）2112

　菊陽町造園業協会の除草ボランティアが10月12日、
上津久礼の町道で行われました。
　参加したのは、町内で造園業を営んでいる６社。道
路の景観美化や、安全確保のために毎年実施しており
今年も駅伝のコースとなっている町道川久保下津久礼
線の除草を行いました。
　造園業協会会長の坂

さか
本
もと

泰
やす

裕
ひろ

さん（戸次）は「この活動
を通じて、協会活動の周知と地域貢献を果たしていき
たい」と話しました。

今年もお世話になりました

菊陽町造園業協会のみなさん

菊陽町造園業協会除草ボランティア地域ふれあい交流活動のしめ縄作り
　菊陽北小校区青少協が11月17日、菊陽北小学校で
しめ縄作りを行いました。５、６年生の児童や保護者、
地域住民約200人が参加。大

おお
久
く

保
ぼ

政
まさ

夫
お

さん（鉄砲小路）
がしめ縄の作り方を説明しました。「わらすぐり」や「わ
らうち」の体験後、４人一組で編んでいきしめ縄が完
成。昼食は更生保護女性会やＰＴＡなどが準備したカ
レーが振る舞われました。地域の公民館や学校に飾る
大きなしめ縄も作り、参加児童は「初めての経験で楽
しかった」と話しました。

伝統の技を地域の方から学ぶ

北小の子どもたちと地域の皆さん

　第22回日本太鼓ジュニアコンクール熊本県大会が
10月27日に熊本県立劇場で開催されました。県内か
ら18歳以下で構成された32チームが参加。町代表と
して菊陽武蔵剣豪太鼓が出場しました。
　菊陽武蔵剣豪太鼓は武蔵ヶ丘団地の振興を目的とし
て発足し今年で35年になります。現在の菊陽武蔵剣
豪太鼓という名前は宮本武蔵を由来としており、毎年
行われる武蔵顕彰祭には、必ず参加しています。現在
は、小学１年生から大人までの幅広い年代のメンバー
が活躍しています。
　今大会では、部活動として行っている高校生や中学
生がいる中で小学生が含まれるクラブチームとして優
勝を飾りました。３月に名古屋市で行われる全国大会
に参加します。出場した山

やま
﨑
さき

圭
か

琳
りん

さん（鉄砲小路）は
「これからも練習を頑張って堂々と演奏します。応援
よろしくお願いします」と、山

やま
﨑
さき

光
み

柚
ゆう

さん（鉄砲小路）
は「今年のジュニア曲は『天晴（あっぱれ）』です。曲
名どおりり皆さんに感動していただけるような演奏を
し、全国上位を目指します」と意気込みを話しました。

第22回日本太鼓ジュニアコンクール熊本県大会
３年連続全国大会出場

『天晴（あっぱれ）』を演奏する菊陽武蔵剣豪太鼓

優勝した菊陽武蔵剣豪太鼓の皆さんと副町長、教育長、町長

職種 資格要件など 募集人数 勤務場所 勤務時間など 報酬単価（時給） 申し込み・ 
問い合わせ

託児支援員 保育士 ２人 三里木町民
センター

月～金（週３日程度） 
時７時間45分／日 932円～960円 三里木町民センター 

☎（232）5536

障害認定調査員 １人 菊陽町役場
福祉課

月～金（週５日） 
７時間／日

960円～　　　
　　　1,047円 福祉課 

☎（232）4913
巡回支援保育士 保育士 １人 菊陽町役場

福祉課
月～金（週４日） 

６時間／日
1,140円～　　
　　　1,219円

介護支援専門員 介護支援専門員 ４人 菊陽町役場
介護保険課

月～金（週５日） 
７時間／日

1,140円～　　
　　　1,260円 介護保険課 

☎（232）2366
社会福祉士 社会福祉士 １人 菊陽町役場

介護保険課
月～金（週５日） 

７時間／日
1,170円～　　
　　　1,298円

利用者支援員 保育士または
幼稚園教諭 １人 菊陽町役場

子育て支援課
月～金（週５日） 

７時間／日
932円～　　　
　　　1,002円

子育て支援課 
☎（232）2202主任児童厚生員 保育士または

幼稚園教諭 １人 武蔵ヶ丘児童館 月～土（週５日） 
７時間／日

1,038円～　　
　　　1,219円

児童厚生員 保育士または
幼稚園教諭 ２人 武蔵ヶ丘児童館 月～土（週３日） 

７時間／日
932円～　　　
　　　1,002円

学校司書 司書または
司書教諭 ８人 町立小・中学校 月～金（週５日） 

７時間／日
925円～　　　
　　　1,047円

学務課 
☎（232）4918教育支援員 教員免許 45人 町立小・中学校 月～金（週５日） 

６時間／日
1,201円～　　
　　　1,350円

教育相談員 教員免許 ５人 町立中学校および
すぎなみ教室

月～金（週５日） 
35時間／週以内

1,361円～　　
　　　1,558円

図書館司書 図書館法に基づく
司書または司書補 12人 菊陽町図書館

火曜日を除く平日および
土日祝（週４日程度） 

７時間45分／日

925円～　　　
　　　1,047円

図書館 
☎（232）7756配架補助員 ４人 菊陽町図書館 土日祝（月５日程度） 

時７時間45分／日 898円～925円

少女雑誌整理
補助員 １人 菊陽町図書館

火曜日を除く平日および
土日祝（週４日程度） 

５時間／日
898円～925円

社会教育指導員 社会教育活動経験
のある者

２人 生涯学習課 月～土（月12日程度） 
７時間45分／日

1,012円～　　
　　　1,120円 生涯学習課 

☎（232）4917
１人 ふれあいの森

研修センター
月～土（月12日程度） 

７時間45分／日
1,012円～　　
　　　1,120円

１人 中央公民館 月～土（月12日程度） 
７時間45分／日

1,012円～　　
　　　1,120円

中央公民館 
☎（232）2116

建設管理監 一級または二級
建築士 １人 菊陽町役場

施設整備課
月～金（週４日） 
７時間45分／日

1,244円～　　
　　　1,350円

施設整備課 
☎（232）6500

営農指導員 農業振興・経営指導
の経験のある者 １人 菊陽町役場

農政課
月～金（週４日） 
７時間45分／日

1,244円～　　
　　　1,298円

農政課 
☎（232）4916
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　ふるさとふれあい祭が11月23日、鉄砲小路区の蘇
古鶴神社で行われました。会場には、婦人会ののっぺ
汁や、地域で取れた旬の野菜などが並び、ステージで
はもみじ園の遊戯やバンドの演奏などさまざまな出演
者が祭りを盛り上げました。
　区長の那

な
須
す

彰
しょういち

一さん（鉄砲小路）は「子どもたちに
とって心のよりどころとなるすてきな思い出を作りた
いという気持ちで行っています。思い出して、またふ
るさとに帰ってきてほしい」と話しました。

地域の良さを感じて
ふるさとふれあい祭

子ども会によるくじ引き

　菊陽町食品衛生協会が食中毒防止啓発活動の一環と
して行っている「手洗い講習会」が、11月18日に武
蔵ヶ丘小学校３年生を対象に実施されました。
　初めに手洗い方法の説明を受けた後、特殊なハンド
クリームを手に塗り、手洗い後にハンドクリームの成
分が反応するライトに手を当て、洗い残しがないかを
チェックしました。ハンドクリームの成分が残ってい
たときは、「この部分に気を付けて洗おうね」と協会
員と確認しあっていました。

きれいに手洗いできたかな？
菊陽町食品衛生協会の手洗い講習会

手洗いチェッカーで洗い残しを確認！

　新山区秋祭りが11月17日に新山公民館で開催され
ました。秋祭りは２部構成で、第１部では餅つき・餅
投げ・防災訓練が行われました。防災訓練で、地元消
防団と子ども会による防災○×クイズや消火器的当て
ゲームが行われ、子どもたちは防災について楽しみな
がら学んでいました。第２部では、シンガーソングラ
イター進藤久明さんのライブや、子どもたちが飾り付
けを行ったクリスマスイルミネーションの点灯式が行
われ、大いに盛り上がりました。

地域の絆を深める
新山区秋祭り

クリスマスイルミネーション点灯式の様子

　令和元年度菊陽町子ども会大会が12月８日に町民
体育館で開催され、100人が参加しました。今回は九
州を拠点に活動を行っているバルーンユニット「チャ
オチャオ」の二人を招き、バルーンアートショーを行
いました。歌を歌いながら、バルーンを使って犬やツ
リーなどさまざまなものを作成し、出来上がった作品
は子どもたちにプレゼントされました。最後はバルー
ンで刀作りを行い、子どもたちはもちろん保護者も一
緒に楽しみました。

バルーンアートを楽しんだよ！
菊陽町子ども会大会

多くの子どもたちが集まりました

カーブミラーの清掃ボランティア
　菊陽町商工会指定「住まいのことならおまかせ隊」
の約25人が11月18日に地域社会貢献活動を行いまし
た。町内のスクールゾーンを中心に８班に編成して
カーブミラー約200本の高所作業による清掃活動に取
り組みました。
　代表の池内隊長は「子どもたちや高齢者の交通事故
防止とおまかせ隊をご利用いただいている町民の皆さ
んへの感謝の気持ちで取り組みました。今後も恒例行
事として続けていきたい」と話しました。

地域の安全に貢献

カーブミラーを清掃するおまかせ隊隊員

　第45回熊本県ミニバスケットボール大会が11月23
日、24日に松橋ウィングで行われました。主に武蔵ヶ
丘小学校児童で構成された菊陽カラーズは予選を勝ち
抜いた16チームの頂点に輝きました。主将の甲

か
斐
い

鈴
すず

葉
は

さん（光５町内）は「今までの練習の成果が県大会優
勝という形になりとても嬉しかったです。これから九
州大会、全国大会とあるので最高の状態で挑みたいで
す」と話しました。１月11日、12日 に九州大会、３
月28日、29日 に全国大会に出場します。

これまでの成果を発揮

優勝した菊陽カラーズのメンバー

第45回熊本県ミニバスケットボール大会

　一般社団法人日本善行会の秋季善行表彰が11月30
日、東京明治神宮参集殿で行われ、齊

さい
野
の

敬
けい

治
じ

さん（武
８町内）が、「事故防止部門」で秋季善行表彰を受賞し
ました。今回の表彰は、長年にわたり交差点で子ども
たちの登校の見守りや、交通安全指導を行ったことを
評価されたものです。
　齊野さんは「子どもたちの笑顔が励みになっていま
す。これからも地域の宝である子どもたちの見守り活
動を続けていきたい」と話しました。

子どもたちの見守り活動に取り組む
令和元年度秋季善行表彰受賞

左から後藤町長、齊野さん、上川教育長

　菊陽町地域女性の会（酒
さか

井
い

惠
めぐみ

会長）は11月21日、す
ぎなみフェスタ2019の町地域女性の会参加によるバ
ザーの収益金の一部を、学校支援金として菊陽西小学
校に寄贈しました。受け取った草場ルミ子校長は「子
どもたちのために有効に活用させていただきます」と
お礼の言葉を述べました。
　酒井会長は「今回でこの学校支援活動は７回目とな
ります。今後も引き続き支援を続けていきます」と話
しました。

バザーの収益金を寄贈
菊陽町地域女性の会による子ども支援活動

左から酒井会長、草場校長、上川教育長




