
 

 

防衛省職員（非常勤隊員）募集案内 

 

 

 自衛隊島根地方協力本部では、下記により非常勤隊員（期間業務隊員）を募集します。 

 

 

記 

 
 
１ 受付期間 

平成３０年１月２２日（月）～同年１月３１日（水） 

（応募用紙持参の場合：平成３０年１月３１日 １７：１５まで） 

（応募用紙郵送の場合：平成３０年１月３１日必着） 

   ※なお、応募者多数の場合は、受付を終了させていただく場合があります。 
 
２ 採用職種・採用人数・採用（勤務）予定先 

採用職種 
採用 
人員 

勤務地 所在地 

 募集広報業務 
 の補助 

１名 
自衛隊島根地方協力本部 
出雲地域事務所 

〒693-0028 
島根県出雲市渡塩治善行町13-3 
出雲地方合同庁舎 

℡0853-21-0831 

①一般事務の 

補助管理要員 
１名 

自衛隊島根地方協力本部 

〒690-0841 

島根県松江市向島町134-10 
松江地方合同庁舎４階 

℡0852-21-0015 ②一般事務の 

補助庶務要員 
１名 

求人・求職 
業務の補助 

２名 

自衛隊島根地方協力本部 
又は 

陸上自衛隊出雲駐屯地 
島根地域援護センター 
出雲分室 

〒690-0841 
島根県松江市向島町134-10 

松江地方合同庁舎４階 
℡0852-21-0015 

又は 
〒693-0052 
島根県出雲市松寄下町1142-1 
陸上自衛隊出雲駐屯地内 
℡0853-21-3955 

 
３ 任用予定期間・勤務日数 

任用予定期間 勤務日数 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 年間２３５日程度 

 ※ 勤務日数については、状況により若干変動する場合があります。 
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４ 職務内容及び必要な技能・資格等 

採用職種 職務内容 必要な技能・資格等 

 募集広報業務の補助 

自衛官募集のための広報に関する 
業務の補助 

１ 募集業務の補助 
２ 広報業務の補助 
３ 庶務業務 
４ その他、地域事務所等の長が特 
 に命じた業務 

○ 自衛隊に関する知識（自衛 

 隊の活動）及び経験、又はこ

れと同等の知識・経験を有す

ること 

○ パソコン（ﾜｰﾄﾞ､ｴｸｾﾙ等）に 

 よる資料作成及びデータ集計 

 作業ができること 

○ 第１種中型自動車免許 

①一般事務の補助 

  管理要員 

一般事務の補助業務 

１．物品管理業務 
２．調達業務 
３．経理業務 

４．車両管理・運転業務 

５．庶務業務の一部補助 

６．その他、担当課等の長が特に命 
じた業務 

○ 自衛隊に関する知識（自衛 

 隊の活動、自衛隊の物品）及 

 び経験、又はこれと同等の知 

 識・経験を有すること 

○ パソコン（ﾜｰﾄﾞ､ｴｸｾﾙ等）に 

 よる資料作成及びデータ集計 

 作業ができること 

○ 第１種中型自動車免許 

 （第１種大型自動車免許を有 

 していればなお可） 

②一般事務の補助 

 庶務要員 

一般事務の補助業務 
１．行政文書管理業務 

２．総務・庶務業務 

３．管理業務の一部補助 

４ 車両運転業務 
５．その他、担当課等の長が特に命 

じた業務 

○ 第１種中型自動車免許 

○ パソコン（ﾜｰﾄﾞ､ｴｸｾﾙ等）に 

 よる資料作成及びデータ集計 

 作業ができること 

 求人・求職業務の補助 

就職援護（自衛官の再就職）のた 

めの求人・求職業務の補助 
１．企業に対する広報及び求人情報 
 の収集 
２．就職希望隊員に対する求人情報 

 の提供 
３．（一財）自衛隊援護協会に対す

 る求人・求職業務の取次ぎ 
４．部隊が行う求職手続、進路相談 
 面接指導等の援助 
５．その他、担当課等の長が特に命 
じた業務 

○ 自衛隊に関する知識（自衛 

 隊の活動、自衛隊の勤務環境、 

 退職自衛官の魅力等）及び経 

 験、又はこれと同等の知識経 

 験を有すること 

○ 民間の雇用環境又は自衛隊 

 の就職援護に関する知見を有 

 すること 

○ パソコン（ﾜｰﾄﾞ､ｴｸｾﾙ等）に 

 よる資料作成及びデータ集計 

 作業ができること 

○ キャリア・カウンセラー等 

 の資格を有していればなお可 

○ 第１種中型自動車免許 
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５ 応募資格 
次のいずれかに該当する者は応募できません。 

(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 成年被後見人又は被保佐人 
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで 

の者 

(4) 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
 (5) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団 

体を結成し、又はこれに加入した者 

 

６ 試験日及び試験場所 

 (1) 試 験 日：平成３０年２月２５日（日） 
   ※ 応募者数によっては、試験日が変更となる場合があります。細部については選考採 
    用試験通知書にて通知します。 
 (2) 試験場所：自衛隊島根地方協力本部 

(2) 試験場所：島根県松江市向島町134-10 
(2) 試験場所：松江地方合同庁舎内 

 

７ 試験種目 

口述試験 

 

８ 応募要領等 
 

提出書類 提出部数 非常勤隊員応募票請求先及び提出先 

非常勤隊員応募票 ２部    〒690-0825 
 島根県松江市向島町134-10 

 松江地方合同庁舎４階 
自衛隊島根地方協力本部 

総務課人事係長 田中 
℡0852-21-0015 

最終学歴の卒業証書（義務教育を 

除く）又は修業証明書 

※ 受付期間に提出が間に合わ 

ない場合は試験時の提出可 

１部 

 ※応募票の請求、持参による提出又は問い合わせは、受付期間内の平日08:30～17:15にお願い 

  します。 
 (1) 非常勤隊員応募票の郵送希望者は、返信（速達）用封筒（Ａ４判、宛先明記、４００円 

切手貼付）を同封して下さい。 

 (2) 非常勤隊員応募票に自筆で記入し、写真（６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向 

き、縦４ｃｍ・横３ｃｍ程度のもの）を貼付してください。 
 (3) 応募された方には、後日「選考採用試験通知書」（受験票に代わる書面です。）を郵送 

します。試験日等が変更される場合がありますので確認して下さい。 
なお、２月１５日（木）までに通知書が到着しない場合は提出先に問い合わせて下さい。 

(4) 郵送で応募される方は、必ず「特定記録」又は「簡易書留」により処置をして下さい。 

   また、郵便局の「受領証」は、「選考採用試験通知書」が届くまで大切に保管しておい 
  て下さい。 

 

９ 試験結果通知 

平成３０年３月中旬頃、受験者全員に通知します。 

  （電話による問い合わせには応じません。） 

  なお、採用の合否にかかわる理由についての問い合わせには応じません。 
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10 採用後の処遇等 
(1) 身 分 

      陸上自衛隊に勤務する期間業務隊員 

 (2) 給与等 
  ア 賃 金 
    日額 基準額 ６，７００円～１０，７００円（経験、勤務地により異なります。） 

  イ 賃金支払日 
翌月の１８日（１８日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日） 

  ウ  諸手当相当分 
      ・  通勤手当（上限３１，６００円） 
      ・  期末手当（支給日以前の在職期間が引続き６ヶ月以上の者） 

   ・ 退職金 （月１８日以上の勤務が６ヶ月を超えて連続した場合、国家公務員退職手 
          当法が適用されます。） 
 
11 人事管理等 

(1) 就業時間 
      １日７時間４５分 週５日程度 

  なお、状況により、時間外勤務をする場合があります。 
(2) 休 日 

   土・日曜、祝日、年末年始６日間（無給） 
(3) 休 暇 

一定の期間を勤務した場合に年次休暇が付与されます。 
また、そのほかに有給休暇、無給休暇が状況により付与されます。 

(4)  勤務のシフト 
   一般事務の補助（管理要員及び庶務要員）においては、車両運転業務を実施するため 

次の勤務体制によりシフト勤務となる場合があります。 

  ア 基本勤務 ０８３０～１２００、１３００～１７１５（７時間４５分） 

イ 早出勤務 ０７００～１２００、１３００～１５４５（   〃   ） 
ウ 遅出勤務 １０１５～１２００、１３００～１９００（   〃   ） 

 (5) 採用後の人事管理については、防衛省の方針によります。 
 (6) 採用後は、健康保険、厚生年金、雇用保険の対象となります。 
   （ただし、国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります。） 

   ※月１８日以上の勤務が一定期間を越える場合には、共済組合員資格を付与 
 (7) 受験のための旅費、宿泊費等は支給されません。 

 (8) 提出された応募書類は一切返却しませんのでご了承ください。 
 (9) 不明な点は、提出先までお問い合わせ下さい。 
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