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令和4年4月1日付けで採用予定の市職員採用試験を行います。
第1次試験日　9月19日(日)
受 付 期 間　7月26日(月)～8月10日(火)8時30分～17時15分　※　郵送の場合は、受付期間内必着

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　7月25日(日)10時～12時
場　市役所5階会議室
申　7月1日(木)から21日(水)までに人事課人事担当へ直接、電話またはメール( 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

詳細はこちら

鶴ヶ島市職員募集 問合先　人事課人事担当

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5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7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9年4月2日以降に生まれた方（24歳まで）

9人程度�

一般行政職
（土木）

次の要件をすべて満たす方
・昭和61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3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
・�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4年3月まで
に取得する見込みの方

2人程度

一般行政職
（福祉）

【職務経験者】

次の要件をすべて満たす方
・昭和51年4月2日以降に生まれた方（45歳まで）
・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
・�民間企業などで相談援助業務の職務経験が直近10年中（平成23年8月1日～令和3年
7月31日）に通算5年以上ある方（1年未満の職務経験期間は除く）

1人程度

一般行政職
（学芸員）

次の要件をすべて満たす方
・昭和61年4月2日以降に生まれた方（35歳まで）
・�大学において考古学、埋蔵文化財またはこれに準じる課程を専門に履修し、卒業
または卒業見込みの方

・�学芸員の資格を有する方または令和4年3月までに取得見込みの方
・埋蔵文化財発掘調査の実務経験がある方

1人程度

保健師
【職務経験者】

次の要件をすべて満たす方
・昭和57年4月2日以降に生まれた方（39歳まで）
・保健師の免許を有する方
・�保健師または看護師としての職務経験が直近10年中（平成23年8月1日～令和3年7
月31日）に通算3年以上ある方

1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分の職務の遂行が可能で、
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5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7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9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4年3月までに卒業の方に限ります
※　地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません
※　一般行政職(福祉)【職務経験者】および保健師【職務経験者】については教養試験を免除します
※　詳しくは市ホームページまたは市役所、若葉駅前出張所および各市民センターで配布する採用案内をご覧ください�
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税務課

国
く に い

井 美
み す ず

涼主事補

鶴ヶ島市に幼い頃から住んでいて、さまざまな独
自の事業を行う住みよいまちだと思っています。市の職員
となり発展に貢献したいと思い志望しました。�

市・県民税の課税事務をしています。具体的には
確定申告書の作成のお手伝いや原動機付自転車のナンバー
プレートの発行を行っています。�

窓口業務だからというのもありますが、市民の方
と接する機会が多いと感じました。交流を大切にし、難し
い内容でも伝わるよう、相手にわかりやすい言葉での対応
を心掛けています。その結果、市民の方から「ありがとう」
の言葉をいただくこともあり、やりがいを感じています。�

皆さんと共に働くのを楽しみにしています。一緒
に鶴ヶ島市をより良いまちにしましょう！�

AA 11

AA 22

AA 33

AA 44

鶴ヶ島市で生まれ育ち、子どもの頃から「大好きな
地元のために働きたい！」という思いがあり、志望しました。

現在はケースワーカーとして、障害を持っている
方やその家族が安全かつ安心して過ごしていくことができ
るように、福祉サービスの相談や案内、利用決定をしてい
ます。その他にも相談業務、義足や紙おむつなどの費用の
助成についての決定も行っています。

就職するまで福祉に関わることはほとんどありま
せんでしたが、今ではこの仕事を通じて法律などたくさん
のことを学ぶことができています。覚えることも多く、大
変だと感じるときもありますが、先輩に支えてもらいなが
ら充実した毎日を過ごしています。

今は毎日勉強で大変だと思いますが、その頑張りは
必ず力になります。下を向かず、精一杯頑張ってください！

AA 11

AA 22

AA 33

AA 44

鶴ヶ島市は大学生活を過ごしたまちで、親しみが
あり、大学で学んだ知識を生かして市の発展に貢献したい
と思い志望しました。�

市民の方々が安心・安全に生活できるように道路
などの維持修繕の業務を行っています。地域の方々から感
謝の言葉をいただいたときは、人の役に立つ仕事をしてい
ると実感でき、大きなやりがいを感じます。�

公務員の業務は多岐にわたるため難しいこともた
くさんありますが、とてもやりがいを感じられると思いま
す。お堅い、暗いなどの印象を持っている方も多いと思い
ますが、職場はとても明るく温かい雰囲気です。�

鶴ヶ島市をより良くしたいという気持ちがあれば、
やりがいを持って仕事をできるのではないかと思います。
一緒に働ける日を楽しみにしています。�

AA 11

AA 22

AA 33

AA 44

先輩職員先輩職員にに

聞聞きましたきました

道路建設課

茂
も て き

木 和
か ず と

人主任

障害者福祉課

本
ほ ん ま

間 寛
か ん た

太主事

QQ １１��鶴ヶ島市職員を志望した理由は何ですか

QQ 22 �現在担当している仕事について教えてください

QQ 33 �鶴ヶ島市の職員になって感じたことは何ですか

QQ 4 4 �受験生(未来の後輩)へのメッセージ
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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員
職種　事務職、土木職
採用予定人数　若干名
第1次試験日　9月19日（日）
受付期間　8月2日（月）～13日（金）8
時30分～17時15分　※　平日のみ
受験資格
◆事務職
①大学を卒業または卒業見込みで、
平成5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7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9年4月2日以降に生まれた方
◆土木職
①事務職に同じ。ただし平成3年4月
2日以降に生まれた方
②事務職に同じ。ただし平成5年4月
2日以降に生まれた方
③事務職に同じ。ただし平成7年4月
2日以降に生まれた方
※　土木職①～③は、土木の課程を
履修した方
申�問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合総務
課総務係☎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19日（日）�
受付期間　①持参8月2日（月）～6日
（金）8時30分～17時15分　
②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8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10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12年4月2日以降に生まれた方
申�問　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本
部総務課☎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　合わせて若干名
第1次試験日　9月5日（日）　※　卒業
見込みの高校生は10月17日（日）
受付期間　①持参8月2日（月）～13日
（金）8時30分～17時（平日のみ、正午
～13時は除く、13日は15時まで）
②郵送8月2日（月）～6日（金）必着
受験資格
①大学を卒業または卒業見込みで、
平成5年4月2日以降に生まれた方
②短期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
③高校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
※　技術職は、上記に加え、各専門
課程を履修した方
申�問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団総務
課庶務担当☎283・1957�

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

申込方法などの詳細は、配布している募集案内または各ホームページをご確認く
ださい。

※　卒業見込みは、いずれも令和4年3月までに卒業の方に限ります

組合・企業団
職員募集
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

接種券の発送と7月予約のお知らせ

■65歳以上の方も予約できます。
■予約枠が埋まってしまう場合がありますが、
広報などで順次次回予約をご案内しますので安
心してお待ちください。
■年齢は、令和4年3月31日までに当該年齢に
達する方となります。
■接種済の医療従事者や高齢者施設従事者の方
は、お送りした接種券を使わないでください。

接種予約の対象者および予約開始日について

鶴ヶ島市保健センター：脚折1922-10

鶴ヶ島在宅医療診療所：高倉772-1

16～64
歳の方

6月18日、国・県の大規模接種や職場接種などでも使えるよう、16～64歳の方に接種券(クーポン券)を発送しました。
市では国が定める優先順位ごとに、予約開始日を設け接種を進めていますので、ご協力をお願いします。なお、12～
15歳の方の接種券の発送などは、追ってお知らせします。

集団・大規模接種

個別接種

■優先順位の上位から予約を開始するため、予約枠が埋まってしま
う場合もあります。
■1度の予約で2回目(3週間後の同曜日・同時刻)も予約が完了します。
■接種当日は、必ず予約時間内にお越しください。時間前に来ら
れても接種できません。

接種券に同封したチラシを参考に医療機関を選び、市や医療機関
のホームページで予約時間などの情報を確認の上、予約してくだ
さい。医療機関は通常診療を行いながらの接種となるため、予約
以外の問い合わせなどはお控えください。

対象　総合支援資金などの再貸付(最大200万円まで)が終了した世帯などであって、収入要件、資産要件、求職活
動などの要件を満たす世帯　※　生活保護受給中の世帯を除く
支給額（月額）　単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円
支給期間　7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)
問合先　「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」相談コールセンター
　　　　☎0120・46・8030（平日9時～17時）、福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

特設ホームページは
こちら

お手元に接種券(クーポン券)のご準備を！
予約には接種券番号と生年月日が必要です。

①電話申込(市コールセンター）
☎0570・02・5672

平日9時～17時

②WEB申込み
https://
vaccine.tsunasou.net/
vac_reservation/
tsurugashima/reserve

③聴覚障害をお持ちの方
5227・3880

集団・大規模接種の
予約方法

無料シャトル便あり
日　7月4日、11日、18日、25日(日)
8時30分～17時30分
場　市役所⇔接種会場
つるバス南北線の臨時便も
運航します。 詳細はこちら

新型コロナワクチン

問合先　市コロナワクチン接種コールセンター☎0570・02・5672

区分など 集団・大規模接種 個別接種
基礎疾患を有する方
／高齢者施設等の従事者 6月28日(月)～ 7月5日(月)～

60～64歳の方 7月��5日(月)～ 7月5日(月)～

上記以外の一般の方 検討中 検討中

1 回目 2回目 時　間 定員

8月1日 8月22日 9時～12時／13時30分～16時30分 240人

※　いずれも日曜日

曜日 時　間 定員

日～金 9時～11時30分／14時～16時30分 各日100人程度

土 9時～11時30分 50人


