
平成３０年度

熊本県育休等ft替臨時職員

登録案|大|・串1!書
【・§午資格職】

獣医師 薬剤師

保健師 看護師

臨床検査技師 管EFI宋養ｔ

作業療法こt EI学療法ｔ

言語聴覚ｔ 診療放射線技師

保育士 社台福祉

を録は随時受けやtけています。

・録申2s先：健康福祉部き康福祉政策課



１　育休等そt替臨時職員について
育休等tt替臨時職員は、県の機関で、産前・産後休暇ａび育!li!休業を・得するiE職ａのtt替

'として任期を定めて勤務していただく職ｉです。

随時。免許資格等を確認のうえ採■候補者として１簿にａ録された後、iE職員が産前・産後
休・や育ｉ休業をミ得する職ａがいる１台に、希・勤務ｔ等を考慮のうえ、・接Ｍ験等を実施
し、合格者を採■します。

そのため、登録されても。育・休業をミ得する職ｉ数が少ない場合は、採JIされないことも
ありますので、あらかじめご了承ください。　　　　　・

【採・までの流れ】
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ので、１回の任期が終了しても、１簿登録有効期回内に別の職ａが育!ｌ休業等をミ得する
場台には、ili度採jilされることがあります。

※ii接Ｘ験等の際に専rl的な知識ａぴ能カを確Ｓします。

２　各職種の登録要件
-

職種 勤務先等 登録要件

獣■師 県庁、保健所、家畜保健衛生所、食肉

衛ま検査所等における食呂衛生,乳肉

lit.と畜検・業Ｓ等

(資格)獣■師免1午を有する者

又は１年な内にミ得・i!みの者　ｇ

(国籍)日本ｌ籍

薬剤Ｓ 県庁、保健Fgi、保ＳＳ境科学II究所等

における薬事、食ａＳ生、試験ii究業

務等

(資格)薬剤師免l午を有する者

又は１年な内にミ得見i1みの者　を

(■籍)日本Ｉ籍

保健師 県庁,保健所等における保健予防業務

等

(資格)保健・免l午をliする者

又は１年な内にミ得見i!みの者　奈

(国籍)・籍;F問

看護師 こどもＳ台療育センター,こころのＥ

療センター等における看護業務等

(資格)看護師免許を有する者

又は１年は内に取得見i!みの者　※

(国籍)国籍:F問

臨床検査技師 保ajｦi、こども総台療育センター、こ

ころの医療センター等におけるＱ衆

衛ま、環境保・業務等

(資格)臨床検査技師免許を有する者

又は１年な内にミ得見i!みの者　※

(国籍)国籍;F問

管31栄養ｔ 保健Fｦi.こども総合療育センター、こ

ころの医療センター等における栄養

指導業務等

(資格)管Ｓ宋養ｔｔ許を有する者

又は１年なＭこ・得見i!みの者　※

(・籍)Ｉ籍]F問

作業療法・ こども総合療育センター,こころの医

療センター等における作業療法業務

等

(資格)41E業療法tj11許を有する者

又は１年な内に取得見i!みの者　※，

(国籍)国籍・問

11学療法ｔ こども総合療育センター,こころの医

療センター等における機能訓練業務

等

(資格)11学療法ｔ免許を有する者

又は１年ほ内にな得見;!みの者　※

(国籍)・籍ぞ問

ま．
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言語聴覚ｔ 福祉総台相談所,こども総台療育セン

ター等における言語療法業務等

(資格)言語聴覚ｔ免許を有する者

又は１年な内に取得見込みの者　※

(国籍)・籍ぞ回

Ｓ療放射線技師 保健Fgi、こども総台療育センター、こ

ころの・療センター等におけるむ衆

衛・、環境保・業務等

(資格)診療放射線技師免l午を有する

者又は１年な内に取得見込みの者

奈(■籍)国籍ぷF問

保育ｔ 福祉総合相談Si,こども総合療育セン

ター、清水がji学園等における保育

士、・童自1:支援業務等

(資格)保育ｔ免許を有する者

又は１年な内にミ得見i!みの者　※

(国籍)国籍]F問

社会福祉 福祉総台相談所,こども総合療育セン

ター、清水がji学園等における保育

ｔ、児童自31支援業務等

(■格)まの①又は②に該当するき

①社会■祉ｔｉｉ午を有するき又は１

年な内に取得見込みの者。

②■ｔ自31ま■専rlllのliill・又

はミ・・i1みの肴奈(・・)日本国籍
ｔ・Ｊ　Ｉ ＪＳ皿・-Ｊ㎜㎜ａ－＝--

※　各免許ａ得・・みの者は・・ａ得後の採・となります。採jllをまでに免・をａ得していな
い場合は採用されません。

ただし、まのいずれかに該きする方は、を録串12sできません。
・成年被後見人又は被保を人犬

・禁銅な上のijにＭせられ、その執liを終わるまで又はその執行を■けることがなくなるまで
の者

・熊本県職員として懲戒免職のＳ分を・け、当該処夕1の日から２年を経ａしない者
・日本国憲法の施liの日な後において、日本国憲法又はその下に成１:したａ府を暴力で破壊す
ることを圭glする政党その他の回体を結成し、又はこれに加入した者

３　ａ録の串la,み

①,2slS事JilをＥ入.ｉ:IXIを貼|つた登録串・ISI、②免§午を;lilするきは免許IEIの写し（ミllljlli!
みのきについては・S午をミll111,③ぢylり・つた・録串i1み１１１１加を・に・り、表にはｔiｦi、
氏ｌａｌぴ郵|便SI･llをＥ入したはがきを下Ｅの申i!|先にSlillまたは持参してください。なお、Ｓ
送の際は。串i1みのlt筒の表に「ft替臨時職ａを録串Ｒ」と朱書し、特定Ｅ録郵便で郵送して
ください。

書類確Ｓ後、約３週間で受Ｓ通央Dを送付しますが、３ａＭ経ａしても受I1通宍11が届かないと
きは、申込先に問い台わせてください。

【串i1央】熊本■｛ｌ康福祉部Ｓ康福祉ａ策・Ｓ務ji

、　　　　i862-8570　熊本市中央・水前寺６丁目１８Ｓ１号
電話　096-333-2192

【・ｲせ期間】Ｓ時■Ｍ

４　勤務条件等

（１）任用期間

iE職員の産前・産後休暇ａび育!IE休業期11のｔ部又は一部の期間（基本aりには１年ａ度）
ですが、育ﾀE休業中のiE職員が予定より早く復帰したj1合等は、当初の任lil期間より旱くａ
職となることがあります。



（２）給与（jEI額の一例：手成３０年４.J11日現在）　　　　　　　　　　　　″

・獣■師　（大学６年制卒）217,200FI、（大学卒）194,900 Pﾖ

・薬剤師　（大学６年制卒）214,200 FI、（大学卒）191,700 FI

・保・師　（大学卒）214,900 R、（短大３年制卒）206,400 FI

・■■Ｓ　（縦大３年■卒）206,400 F9、（短大２年制卒）197,100 P=l

・臨1末検査技師　（大学卒）191,700 PI、（短宍３年制卒）181,700 PI

・管II栄養ｔ　（大学卒）191,700 F9、（短大卒）170,400 PI

・搾業療まｔ　（大学卒）191,700 F9、（短大３年制卒）181,700 R

・11学療法ｔ　（大学卒）191,700 FI、（短大３年制卒）181,700 PI

・■■・覚ｔ　（大学卒）191,700 FI、（短大３年加丿卒）181,700 FI

・診療放1す線技師　（大学卒）191,700 FI、（短大３年制卒）181,700 P=I

・保育ｔ　　165,700 PI

・社会福祉　147,100 FI

奈いずれも学Ｅ、職Ｅに1;むじた加算措置があります。

・諸手当（通勤手ｉ、住居手ｉ、期末勤勉手当など）

・勤務が6jlを超えた場合は退職手当

（３）育tﾈ;ぞES14才ほ員のl!考の対象

職員がー定期間な上の育児休業をするとき，ｉヽ要に応じ，育休請求期間を任glの限度と

して，任期を定めた職員（育休任期付職員）を，育休等ft替臨時職員の中から選考により

採■する場合があります。

５　試験結果の開示

各ほ験の結■については、lm本県個人情報保護条例第２２条・IJiの規定にあづき、口頭で

開示を請求することができます。・験者本人が試験実施通加または合・li加を持参のうえ、午

前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接開示場iiへおいでください.ただし,土曜日、

日曜日Ｒび祝祭日は受付しません。

また、電話、はがき等による請求では開示できませんので御注意ください。

開示を請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所

試験ｉ験者 総合順位及ぴ

総合得ぬ

合格発表の日から

１かJI間

試験を実施した所属

６　その他

・■§午資格職なﾀiヽの職ａ（一般事務）につきましては、年に１回・度（毎年4JEI・）に採・試

験を実施しております。試験を実施する時期に県のホームページに掲載しますので、ご確・

ください。この試験についてごぞ明な４がございましたら、1;え下にお問い台わせください。

熊本IRS務部人事・人事II（9Rn=tia棟本館４ほ）

i862-8570　熊本市中央■水前寺６丁目１８番141　電話096-333-2053（直通）

・候補者・録も簿からを録の抹消を希１される;ぢは、・録抹消の串しｉ（様itぞEｔ）を書・に

より７の問合せ先にお送りいただきますようお願いします。

７　回會せ先

熊本県健康福祉部健康福祉政策課（県庁ぞi政棟新館３階）

i862-8570　熊本市中央・水前寺６丁目１８番１９　電話096-333-2192（直通）



熊本肖1育休等代替臨時職員（免許資格職）串12S書｜

ふりがな

氏　名 職種

裏面にａＳと生年11

日を２入した写真を
ここに貼つてくださ

い。写真は串込み前

３か月以内に写した

もので、上半身、脱

帽、iE面向きで本人

と確２できるもの。

(縦4alx横3 QI程

度}

※スナップ写真不iT

登録

番号

ＸＥ入;F要

ｔ年j1日　・和.XF成　　年　　j1　　日生（　　　才（串２時,aの年齢））

ふりがな　　　〒　　一

現　住　所　　　　　　　　　　　TEL（自宅）　　－　　－　　　（携帯）　　－　　－
ふりがな　　　〒　　一

緊急連絡先
TEL　　　－　　－

学ａ（最終学Ｅから新しいJliにＥ入すること（中学校な前はＥ入］FS））

期　　間 学校　・　学科も等 駐絃賤 賤･親･昭中･中蘇哺

年　ｇ~　　年ｇ

年　Ｓ〃　　年Ｓ

年　Ｍ心　　年Ｓ

職ａ（最終職Ｓから新しい順にＥ入すること）

期　　　間 勤務先の名称、業種、職種等 駐市回

年　Ｓ~　　年Ｒ

年　Ｓ~　　年ｇ

年　１~　　年ｇ

年　１心　　年肖

年　Ｍ~　　年Ｓ

‘年　Ｒ~　　年ｇ

免　　許　・　資　　格　　等

名　称（種　別） ll又・（予定）年Ｍ

年　　８

１　年　　Ｓ

年　　ｇ

私は、Ｒ録案内にある受験資格ををて満たし、また、この申２書の全てのＥ載事実にｷ目違ありません。

平成 年　　11 日 申;き者丿天名 (自筆)

※記入不要 受11日：平成　　年　　jl 有効期間：平成　　年　　JI



串Ｚ書ll

熊本!ｌ育休等代替臨R考職Ｒ（jla=資格職）

Ｒａ申iきみ・１１ａ知

登録番号
ＭＥ入5F要

職　　種

ji　　15

受付日
ＸＥ入ぞ要

有効期間 ※Ｅ入不要

※９録を抹丿肖しないＳり、有ａ期『11内であれぱ。
採用が必要な都度、試験の案Fﾇlをします。
ただし、産休等をli又得する職員の人数が少ない
場合は一度も案F大lしない４合もあります。

奈Ｒａの抹;肖を希・される４合は、下Ｅの問合
せ央に・録抹丿肖の串■（様ま任意）を書面で
お送りください。

＜問合せ先ン
熊本県健康福祉部健康福祉政策課

〒862-8570　熊本市中央［Ｚ水前寺6-18-1
TEL　096-333-2192

ａりａり線 ｊ
－
１

‐
‐
‐
‐
‐

切
り
ａ
り
線

左の部分を切り取り、はがれないよ

うはがきに貼り、串la書ｌａび登録・

件となる資格の免許証の写し※とと

もに提出してください。（ｉな得見iき

みの方については1又得後提ｉしてく

ださい.）

チェック欄（串込みの前に確ａしてください）

□　串1き書｜、!目こ必Ｓ事項はをてＥ入しましたか。

□　串込書１に写真を貼りましたか。

□　著45欄は、串込者の自筆ですか。

□　串i！書Ｈは、９りａり、はがきにＲりましたか。

□　はがきには返送先を記入しましたか。

□　登録案F19をよく読みましたか。

□　必■書ｎ（免許を有する方はＳ・にｔじた免ａａの添付が必・です）はそろっていますか。


