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おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。 令和4（2022）年■5月令和4（2022）年■5月

募集・求人
友好都市「東松島市」交流事
業補助
□いぐっちゃ！東松島
　東松島市に宿泊を伴う旅行をする人
に、一人当たり東松山地域通貨ぼたん
圓5,000円分を交付します。
次の全てに該当する人
・市内在住・在勤・在学の高校生以上
の人
・3人以上の団体で東松島市内の指定
宿泊施設に1泊以上すること
・指定の施設へ訪問又は体験イベント
に参加すること
交付制限　20人まで（申込順）
□交流イベント
東松山市と東松島市との交流イベン
トをする市内の団体又は市内在住・
在勤・在学の人
交付制限　2団体（人）まで（申込順）
5万円を上限として、経費の2分の1
の額を補助します。
■共通事項
・ 申請書を総務課へ。
　　　☎21-1415
　　　 24-6123 市

東松島市の風景

男女共同参画審議会委員募
集
応募資格　男女共同参画に関心があ
り、市内在住又は在勤で年1回程度
の平日昼間の会議に出席可能であ
り、令和4年7月1日時点で満18歳
に達している人。ただし、既に他の
審議会等の公募委員は応募できませ
ん。
2人程度（書類選考、結果は後日連
絡）

任期　7月～令和6年6月（2年間）
・ 5月31日（火）までに応募用紙に
必要事項を記入し、直接、郵送、FAX
又は で人権市民相談課へ。
　☎21-1416 23-2236
※応募用紙は人権市民相談
課にあります。また、市
からダウンロードできま
す。 人権市民相談課 

 

健康

すこやか相談（申込制）

5月16日（月）午前9時30分～10時
30分
保健センター
市内在住の成人
15人（申込順）
身体測定、血圧測定、握力測定、尿
検査
・ 5月6日（金）～13日（金）までに
直接又は電話で健康推進課へ。

　☎24-3921 22-7435

ファミリー歯科健診

6月22日（水）午後1時30分～2時30
分
保健センター
市内在住の人
歯科健診、相談、フッ化物塗布（2
歳6か月～未就学児の希望者）
歯ブラシ、母子健康手帳（妊産婦、
未就学児）、バスタオル（未就学児）
・ 事前に健康推進課へ。
　　　☎24-3921 22-7435

糖尿病性腎症重症化予防

　糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の1
つで、高血糖状態が続くことにより腎
臓の機能が低下し、最終的には人工透
析が必要となる危険な病気です。市で
は国民健康保険被保険者を対象に、糖
尿病性腎症の重症化を予防する取組を
行っています。
生活習慣改善支援プログラム
　かかりつけ医の指示の下、生活習慣
の見直し等について支援するプログラ
ムです。対象となる人に案内通知を送
付しています。是非ご利用下さい。
受診勧奨
　特定健診結果データや医療機関の受
診状況から、糖尿病の治療が必要な人
や治療を中断している人へ、医療機関
の受診を勧める通知や電話をしていま
す。
保険年金課

　☎63-5004 23-0076

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日

幹部候補生
（一般）（第2
回）

大学卒業
程度試験

令和5年4月1日現在で22歳以上26歳未満の人（20歳以上22歳未満
の人は大卒（見込含）、修士課程修了者等（見込含）は28歳未満の人）

3月1日（火）～
6月16日（木）

１次試験　
6月25日（土）

大学院卒
業者試験

令和5年4月1日現在で20歳以上28歳未満の人（修士課程修了者等
（見込含））

幹部候補生
（歯科・薬剤
科）（第2回）　

専門大卒
（見込含）令和5年4月1日現在で20歳以上30歳未満の人

薬剤科 令和5年4月1日現在で20歳以上28歳未満の人

自衛官候補生　 18歳以上33歳未満の人（32歳の人は、採用予定月の末日現在、
33歳に達していない人） 通年 受付時にお知

らせ

採用説明会　入間地域事務所、川越募集案内所では毎月1回進路・家族相談を実施しています。
防衛省自衛隊入間地域事務所☎04-2923-4691

自衛隊埼玉地方協力本部 （埼玉地本で検索してください）

自衛官募集案内

市民病院職員募集
□正職員
令和5年4月1日採用
職種 採用予定人員 受験資格 申込締切日 試験日 試験内容

看護師 15人程度 昭和47年4月2日以降に生まれた人で、看護師免
許を有する人又は資格取得見込の人 6月23日（木）7月7日（木） 作文・面接

看護師（夜勤
専従） 若干名 昭和52年4月2日以降に生まれた人で、看護師免

許を有する人又は資格取得見込の人 6月23日（木）7月7日（木） 作文・面接

随時採用
職種 採用予定人員 受験資格 試験日 申込締切日 試験内容

作業療法士 若干名 採用日時点に35歳以下で、作業療法士免許を有す
る人 随時 随時 作文・面接

薬剤師 若干名 採用日時点に40歳以下で、薬剤師免許を有する人 随時 随時 作文・面接

採用試験申込書に必要事項を記入し、直接又は郵送（必着）で〒355-0005松山2392市民病院 病院総務課へ。
※採用試験案内及び採用試験申込書は市民病院にあります。また、市民病院 からダウンロードできます。
□会計年度任用職員
随時採用

職種 勤務日時 募集人数 時給

看護助手（資格不要） 週5日以内、午前7時30分～午後9時のうち7時間45分未満（時間
等は応相談） 若干名 1,050円

患者サポーター（資格不要） 週4～5日、午前6時30分～午前9時30分又は午後5時～午後9時
（時間等は応相談） 3人程度 1,004円

電話で市民病院 病院総務課へ。
※他の職種も募集中です。詳細は市民病院 をご確認ください。

市民病院　病院総務課
　☎24-6111 22-0887

市民病院

名称 日時（診療時間） 施設 電話番号

休日夜間急患診療所 月～土曜日午後5時～11時、
日曜日、祝日午前9時～午後11時 東松山医師会病院 ☎22-2822

休日歯科センター 日曜日、祝日午前9時から
（受付は午前8時30分～11時30分） 保健センター ☎24-3920

比企地区こども夜間救急センター
（対象は原則として満15歳以下）

月～金曜日（祝日、年末年始は除く）午後8時から
（受付は午後7時30分～10時） 東松山医師会病院 ☎22-2822

休日・夜間診療 事前に電話相談をして受診

5月 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
1日（日） 森田クリニック 内科、外科 吉見町久米田859-1 ☎53-2220
1日（日） 宏仁会小川病院 内科 小川町原川205 ☎73-2750
3日（祝） 武蔵嵐山病院 内科 上唐子1312-1 ☎81-7700
3日（祝） たばた小児科 小児科、アレルギー科、内科 吉見町久米田616-8 ☎54-8822
4日（祝） こどもクリニック　いとう小児科 小児科 岩殿110-6 ☎34-4145
4日（祝） シャローム病院 内科、外科 大字松山1496 ☎25-2979
5日（祝） ほしこどもおとなクリニック 小児科、内科、アレルギー科 上野本1226-1 ☎24-0753
5日（祝） はねおの森クリニック 内科 滑川町羽尾4396-1 ☎81-3608
※休日当番医のほかにも、比企地域には日曜日に診察をしている医療機関があります。日曜日に診察している医療機
関は、市 でご確認ください。

休日当番医 診療時間　午前9時～午後5時　事前に電話相談をして受診

　☎#7119（又は048-824-4199）毎日24時間対応

埼玉県救急電話相談 （小児・大人共通）
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https://hmy-municipalhosp.jp/
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/somubu/somu/menu/shimaitoshi_yukotoshi/1559525429129.html
mailto:HMY027@city.higashimatsuyama.lg.jp



