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鶴ヶ島市職員募集
第1次試験日

　　9月20日（日）
受付期間　　　��7月27日（月）〜8月11日（火）
　　　　　　　　※　郵送の場合は、8月7日（金）の消印有効
申込書類　　　　�採用試験申込書、卒業証明書または卒業見込証明書、成績証明書、写真（縦4cm×横

3cm）2枚
　　　　　　　　�※　採用案内、申込書は市役所、若葉駅前出張所および各市民センターで配布して

いるほか、市ホームページからもダウンロードできます

（筆記試験）

採用職種 受験資格 採用予定人数

一般行政職
（事務）

・�大学を卒業または卒業見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方（28歳まで）
・�短期大学（専修学校を含む）を卒業または卒業見込みで、平成6年4月2日以降に生ま
れた方（26歳まで）

・�高校を卒業または卒業見込みで、平成8年4月2日以降に生まれた方（24歳まで）

8人程度

一般行政職
（土木）

次の要件をすべて満たす方
・�昭和60年4月2日以降に生まれた方（35歳まで）
・�大学において土木の課程を専門に履修し、卒業または卒業見込みの方

2人程度

一般行政職
（福祉）

平成2年4月2日以降に生まれた方（30歳まで）のうち次のいずれかの要件を満たす方
・�大学において福祉の課程を専門に履修し、卒業または卒業見込みの方で社会福祉
主事任用資格を有する方

・�社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する方または令和3年3月まで
に取得する見込みの方

2人程度

一般行政職
（障害者対象）

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳）の交付を受
けている方のうち、1日7時間45分、週5日間、計38時間45分の職務遂行が可能で、
次のいずれかの要件を満たす方
・�大学を卒業または卒業見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方（28歳まで）
・�短期大学（専修学校を含む）を卒業または卒業見込みで、平成6年4月2日以降に生ま
れた方（26歳まで）

・�高校を卒業または卒業見込みで、平成8年4月2日以降に生まれた方（24歳まで）

若干名

※　卒業見込みは令和3年3月までに卒業の方に限ります
※　活字印刷文による出題に対応できる方に限ります

採用説明会を開催します

採用試験や市職員の仕事などについての全体説明のほか、個別の質問にお答えします。

日時　7月26日（日）10時〜12時
場所　市役所5階

申込　7月22日（水）までに電話またはメールで人事課人事担当へ 10300020@city.tsurugashima.lg.jp
※　説明会への参加の有無が、採用に影響することはありません

HPはこちら

問合先　人事課人事担当

Work Together
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鶴ヶ島市は、学生の頃から市の行事に参
加したり、学業でつながりがあったりと、
なじみ深いまちでした。現在は保育所へ
の入所案内、保育所給食の管理、民間
保育所の補助金の事務などを行っていま
す。めまぐるしい職場ではありますが、
困ったときには、身近にいる先輩に支え
られながら、多くのことを経験し、充実
した日々を送っています。
今は大変な時期だと思いますが、取り組
んでいることは、働き始めてからの糧に
なると思います。一緒に働ける日を楽し
みにしています。

地元で働きたいという思いがあり、鶴
ヶ島市のより一層の発展に貢献できる
市の職員に魅力を感じ、志望しました。
現在は主に商工業の発展や観光振興を
図る仕事を担当しています。時には県
外で開催されるイベントへ参加し、市
のイメージキャラクターである「つる
ゴン」とともに、市の魅力を全国へPR
しています。型にはまらずに新しいこ
とに挑戦できる点に日々やりがいを感
じています。
就職活動のなかで、様々な分野に目を
向けて、自身が公務員として取り組み
たい仕事を見つけてください。

近隣に住んでおり、幼い頃よりなじみ
のあった鶴ヶ島市を、住みやすい魅力
的なまちにしていきたいと考え志望し
ました。現在は公園の遊具やベンチの
修繕、樹木の管理などを行っています。
市の職員になるまで、公園は利用する
場所でしたが、管理する立場になった
ことで公園のさらなる魅力に気づくこ
とができました。より楽しく快適な憩
いの場として公園を利用してもらえる
よう、日々業務に励んでいます。
試験勉強は大変だと思いますが、頑張
ってください。

学生の頃から自治体の職員に興味を持
ち、「生まれ育ったまちで働きたい！」
という思いで志望しました。現在はPC
やネットワーク機器などの運用管理を
はじめ、システムの更新、AIなど最新
技術の導入検討を含めた多様な業務を
担っています。市役所の業務は多岐に
わたり、異動のたびに全く異なる業務
が待っています。だからこそ様々な経
験ができ、様々な知識を持つ人とふれ
あうことが出来る職場です。
「つるがしまが好き」「たくさんの人と
関わりたい」そんなあなたをお待ちし
ています。

Interview
先輩職員に「志望理由」や「仕事内容」「受験
生へのメッセージ」を聞いてみました！

こども支援課�2年目

見村�有紀主事
Mimura�Yuki

都市計画課�3年目

浅井�颯斗主事
Asai�Hayato

情報推進課�6年目

野上�詩織主任
Nogami�Shiori

産業振興課�2年目

黒田�利樹主事
Kuroda�Toshiki

市政情報
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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員
職種　事務職・土木職・下水道有資
格者
採用予定人数　若干名
第1次試験日　9月20日（日）
受付期間　8月3日（月）〜14日（金）
8時30分〜17時15分（平日のみ）
受験資格（事務職・土木職）　
①大学を卒業または卒業見込みで平
成4年4月2日以降に生まれた方
②短期大学（専修学校を含む）を卒業
または卒業見込みで、平成6年4月2
日以降に生まれた方
③高校を卒業または卒業見込みで平
成8年4月2日以降に生まれた方
※　土木職は上記①から③に該当
し、土木の課程を履修した方
下水道有資格者
大学、短大（専修学校を含む）または
高校を卒業した35歳までの方のう
ち、地方共同法人日本下水道事業団
技術試験第1種・2種・3種のいずれ
かの資格保有者でかつ民間企業など
においてその資格に関する職務経験
を2年以上有する方
申込・問合先　坂戸、鶴ヶ島下水道
組合総務課総務担当☎283・2051

坂戸・鶴ヶ島消防組合職員
職種　消防職員
採用予定人数　6人程度
第1次試験日　9月20日（日）
受付期間　8月3日（月）〜7日（金）
8時30分〜17時15分（郵送は受付期
間内の消印有効）
受験資格　
①大学を卒業または卒業見込みで平
成7年4月2日以降に生まれた方
②短期大学（専修学校を含む）を卒業
または卒業見込みで平成9年4月2日
以降に生まれた方
③高校を卒業または卒業見込みで平
成11年4月2日以降に生まれた方
申込・問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組
合消防本部庶務課庶務担当☎281・
3119

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員
職種　事務職・技術職（土木・電気・
化学）
採用予定人数　若干名
第1次試験日　9月6日（日）※　③の
うち卒業見込みの方は10月18日（日）
受付期間　8月3日（月）〜14日（金）8時
30分〜17時（平日のみ、14日は15時ま
で）（郵送は7日（金）まで（必着））　
受験資格（事務職・技術職）
①大学を卒業または卒業見込みで平
成4年4月2日以降に生まれた方
②短期大学（専修学校を含む）を卒業
または卒業見込みで平成6年4月2日
以降に生まれた方
③高校を卒業または卒業見込みで平
成8年4月2日以降に生まれた方
※　技術職は上記①から③に該当
し、各専門課程を履修した方
申込・問合先　坂戸、鶴ヶ島水道企
業団総務課庶務担当☎283・1957

組合・企業団
職員募集

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合坂戸、鶴ヶ島水道企業団

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

坂戸・鶴ヶ島消防組合坂戸・鶴ヶ島消防組合

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

申込方法など詳しくは、各組合、企業団のホームページまたは配布している募集
案内をご覧ください。

※　卒業見込みは令和3年3月までに卒業の方に限ります
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

相談からＰＣＲ検査まで

新型コロナウイルス感染症による経済環境悪化の影響な
どを踏まえ、臨時の特別な給付措置として児童手当受給
世帯に対し、15歳以下の児童1人につき1万円を給付して
います。

鶴ヶ島市から児童手当を受給している方へ
5月29日（金）に児童手当指定口座に給付金を振込みまし
た（通帳などでご確認ください）。
※　特例給付（児童1人につき月額5000円）の方は、この
給付金の対象となりませんのでご了承ください

公務員の方へ
公務員の方は申請が必要です。給付を希望する方は期日
までに申請してください。
期日　9月30日（水）
なお、申請は担当まで原則郵送でお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の緊急経済
対策として、国民1人あたり10万円を支給するため、特
別定額給付金の申請を受け付けています。
申請書は、令和2年4月27日時点で鶴ヶ島市の住民基本台
帳に登録されている世帯主あてに郵送しました。
まだ申請がお済みでない方
でご希望の方は、申請してい
ただきますようお願いしま
す（一世帯1回限り）。
もし、お手元に申請書が届い
ていない場合は、コールセン
ターまでご連絡ください。

締切　8月17日（月）
　　　※　消印有効

子育て世帯臨時特別給付金について 特別定額給付金の申請はお済みですか

問合先　こども支援課子育て支援担当 問合先　新型コロナウイルス対策支援室コールセンター
　　　　　 ☎227・3565

相談の目安　　以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談してください
①息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
②重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状のある場合 
　※�高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPDほか）などの基礎疾患のある方や透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方、妊婦の方

③上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合

総合的な相談窓口(24時間対応)
■埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター　☎0570・783・770　5048・830・4808
■外国人向け相談ホットライン(埼玉県国際交流協会)　☎048・711・3025

相談の目安
に該当する
症状のある
方

海外渡航歴
のある方・
濃厚接触が
ある方

帰国者・接触者
相談センター
(坂戸保健所)
☎283・7815
5284・2268

帰国者・接触者外来

民間検査機関
または県機関

陽性が判明し
た方には坂戸
保健所の指示
に従っていた
だきます。

PCR検査相談・受診
電話で確認のうえ受診

鶴ヶ島市・坂戸市医療機関
(かかりつけ医)
診療・治療

医師が必要性を判断しPCRセンターを予
約・紹介します。

検体採取
紹介状のある方のみ

坂戸鶴ヶ島医師会
PCR検査センター
(ドライブスルー方式)

マスクを着用し、自動車で受
診していただきます。




