
令和４年度長浜盆梅展臨時職員募集要項 

 

募集内容 

○採用予定人数  合計２６名 

  職種 勤務時間等 
募集

人数 
時給 

①  -A 
受付業務 

フル 週３程度 ３名 1,000 円 

①  -B 短時間 週３程度 ３名 1,000 円 

② 売店業務 週４程度 ６名 1,000 円 

③ -A 
お茶席業務 

フル 週３程度 ６名 930 円 

③ -B 短時間 週３程度 ３名 930 円 

④ ミニ盆梅販売業務  週４程度 ４名 930 円 

⑤ 館内業務 週４程度 ４名 930 円 

 

○年   齢  不問（高校生不可。ただし３年生で進路が決定していれば可） 

○学   歴  不問  

ただし、①の業務については、パソコンによる簡単な表計算処理がで

きることを条件とします。 

○選 考 方 法  面接による。  

○面 接 日 時    令和４年１２月７日(水)  

①１３時～ ②１４時～ ③１５時～ ④１６時～  ⑤１７時～  

○面 接 場 所  えきまちテラス長浜３階  公益社団法人長浜観光協会事務所  

○求人情報掲示期間    令和４年１１月１日(火)から令和４年１２月２日(金)まで 

        

勤務条件 

○勤 務 地  慶雲館（滋賀県長浜市港町２－５） 

○内   容   ①-A 受付業務(フル) 

観覧券販売、集計事務、検温、靴袋配布、館内案内、清掃等 

       ①-B 受付業務(短時間) 

        観覧券販売、検温、靴袋配布、館内案内  

②売店業務  

売店商品販売、売店商品補充、館内案内、清掃等 

③-A お茶席業務(フル) 

お茶券販売、お茶点て、お茶の振る舞い、館内案内、清掃等  

③-B お茶席業務(短時間) 

お茶券販売、お茶点て、お茶の振る舞い、館内案内  

④ミニ盆梅販売業務  

ミニ盆梅販売、館内案内、清掃等  

       ⑤館内業務  



靴袋配布および回収、館内案内、清掃等  

 

○雇用期間  令和５年１月７日(土)から令和５年３月１３日(月)まで  

       ただし、④ミニ盆梅販売業務は、例年３月には在残庫数の関係で人員を配

置していないため、２月いっぱいとする。  

 

○勤務時間  ①-A については、  

午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

        ただし、盆梅展夜間ライトアップ日（令和５年１月２８日（土）～２月２

６日（日）の土日祝）は下記の２シフト制。  

       ・午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

       ・午後３時００分から午後８時４５分（５時間４５分勤務・休憩なし）  

        ※基本１日単位(７時間４５分勤務)の就労。休憩１時間。  

         シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。 

※土日祝日含む週３日から４日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。  

 

①-B については、 

午前１０時００分から午後３時（４時間３０分勤務・休憩３０分） 

      ※シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週３日から４日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。 

 

②については  

午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

午前１０時００分から午後３時（４時間３０分勤務・休憩３０分）  

       ただし、盆梅展夜間ライトアップ日（令和５年１月２８日（土）～２月２

６日（日）の土日祝）は下記の３シフト制。  

       ・午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

・午後１２時００分から午後８時４５分（７時間４５分勤務・休憩１時間） 

       ・午後４時００分から午後８時４５分（４時間４５分勤務・休憩なし） 

        ※基本１日単位(７時間４５分勤務)の就労。休憩１時間。  

         シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週４日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。  

 

       ③-A については、  

午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

       ただし、盆梅展夜間ライトアップ日（令和５年１月２８日（土）～２月２

６日（日）の土日祝）は下記の２シフト制。  

       ・午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  



       ・午後４時００分から午後８時４５分（４時間４５分勤務・休憩なし）  

        ※基本１日単位(７時間４５分勤務)の就労。休憩１時間。  

         シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週３日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。   

 

③-B については、  

        午前１０時００分から午後３時（４時間３０分勤務・休憩３０分）  

        ※シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週２日から３日程度の勤務を基本とするシフト制勤務  

ただし、１月８日(日)から１月２７日(金)の期間は平日のみの就労と

なります。  

 

④については  

午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間） 

午前１０時００分から午後３時（４時間３０分勤務・休憩３０分）  

        ※シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週４日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。  

 

⑤については  

午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

 ただし、盆梅展夜間ライトアップ日（令和５年１月２８日（土）～２月

２６日（日）の土日祝）は下記の２シフト制。  

 ・午前８時３０分から午後５時１５分（７時間４５分勤務・休憩１時間）  

 ・午後５時００分から午後８時４５分（３時間４５分勤務・休憩なし）   

※シフト制勤務の中で、時間変更となる場合があります。  

※当方の都合により勤務時間の延長となる場合があります。  

※土日祝日含む週４日程度の勤務を基本とするシフト制勤務。  

  

○賃金単価  ①受付業務      時間単価：１,０００円 

       ②売店業務      時間単価：１,０００円  

③お茶席業務      時間単価：   ９３０円 

④ミニ盆梅販売業務  時間単価：   ９３０円  

⑤館内業務      時間単価：   ９３０円  

○交通費   支給なし 

※備考    勤務地の慶雲館には駐車場はありません。    

 

 

業務内容 



①  -A 受付業務（フル） 

業務名 業務内容詳細  

観覧券販売  

○受付での観覧券販売 

○パンフレット渡し  

○靴袋配布  

○簡単な観光案内  

感染症対策  
○検温  

○手指消毒促進  

集計事務  
○一日の売り上げ集計  

○入館者数等の日報記入  

館内外清掃 

○慶雲館本館  トイレの清掃  

○慶雲館梅の館２階及び事務所の清掃  

○慶雲館表門周辺の清掃等  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
①  -B 受付業務（短時間） 

業務名 業務内容詳細  

観覧券販売  

○受付での観覧券販売  

○パンフレット渡し  

○靴袋配布  

○簡単な観光案内  

感染症対策  
○検温  

○手指消毒促進  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
②売店業務  

業務名 業務内容詳細  

売店 
〇グッズ・物販等の販売  

〇商品の陳列・整理・補充  

館内外清掃  

○慶雲館本館  トイレの清掃  

○慶雲館梅の館２階及び事務所の清掃  

○慶雲館表門周辺の清掃等  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
③ -A お茶席業務（フル） 

業務名 業務内容詳細  

お茶席 
○お茶券の販売、お茶点て、お茶の振る舞い、後片付け  

○簡単な観光案内  

館内外清掃  

○慶雲館本館  トイレの清掃  

○慶雲館梅の館２階及び事務所の清掃  

○慶雲館表門周辺の清掃等  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
③ -B お茶席業務（短時間）  



業務名 業務内容詳細  

お茶席 
○お茶券の販売、お茶点て、お茶の振る舞い、後片付け  

○簡単な観光案内  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
④ ミニ盆梅販売業務  

業務名 業務内容詳細  

ミニ盆梅  
○ミニ盆梅の販売  

○簡単な観光案内  

館内外清掃  

○慶雲館本館  トイレの清掃  

○慶雲館梅の館２階及び事務所の清掃  

○慶雲館表門周辺の清掃等  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 
⑤ 館内業務  

業務名 業務内容詳細  

靴袋渡し・回収等  

○入口で靴袋配付、出口で靴袋回収  

○パンフレット渡し  

○簡単な観光案内  

館内外清掃  

○慶雲館本館  トイレの清掃  

○慶雲館梅の館２階及び事務所の清掃  

○慶雲館表門周辺の清掃等  

その他 ○その他盆梅展の運営に必要な業務  

 


