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くらしの情報

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

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■8月令和4（2022）年■8月

募集・求人
小中一貫教育特認校への転
入学
　小中一貫教育特認校制度を導入して
いる桜山小学校と白山中学校では、市
内の全域から転入学することができま
す。
学校公開日　10月29日（土）午前9時
20分～正午（桜山小学校）
　10月29日（土）午前8時40分～午後
2時10分（白山中学校）
説明会・相談会　10月29日（土）午後
1時30分～2時30分　高坂市民活動
センター
応募方法　７月中旬に配布するパンフ
レットや、市 をご確認ください。
※全て事前申込制です。
・ 学校教育課

　　　☎21-1429
　　　 23-7255 市
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講座・教室・イベント
比企歴史の丘巡回文化財展
「武蔵武士と比企」
8月30日（火）～9月4日（日）午前9時
30分～午後4時30分
市立図書館展示室
鎌倉時代を中心に比企地区を拠点と
し、鎌倉殿や幕府を支えて活躍した
武蔵武士について紹介す
る展示会
埋蔵文化財センター
　☎27-0333 27-0334

国民健康保険運営協議会委
員募集
　国民健康保険の運営に関する重要事
項を審議する「国民健康保険運営協議
会」で、幅広いご意見をいただく委員
を募集します。
応募資格　東松山市国民健康保険の被
保険者で年4回程度の平日昼間の会
議に出席できる18歳以上の人。た
だし、ほかの審議会等の公募委員及
び公募委員に応募している人は応募
できません。
募集人数　1人（申込多数の場合選考）
任期　9月1日～令和７年8月31日
・ 8月22日（月）までに応募用紙に
必要事項を記入し、直接、郵送又は
で〒355‒8601松葉町1‒1‒58保

険年金課へ。
　☎21‒1403 23‒0076
HMY037@city.higashimatsuyama.
lg.jp

※募集要項及び応募用紙などは保険年
金課、各図書館、各市民活
動センターにあります。ま
た、市 からもダウンロー
ドできます。

比企広域市町村圏組合職員
を募集します
第1次試験日　9月12日（月）～18日（日）
　　　　　　※SPI検査
受付期間　8月15日（月）～26日（金）
　　　　　 午前9時～午後5時（土・日

曜日を除く）
受験資格　大学､短大､高校を卒業した
人又は令和5年3月までに卒業見込
みの人で､次の年齢要件を満たす人

・大学：平成4年4月2日以降に生まれ
た人

・短大：平成6年4月2日以降に生まれ
た人

・高校：平成8年4月2日以降に生まれ
た人

職種　一般事務職
採用予定人員　若干名
・ 比企広域市町村圏組合総務課（比
企広域消防本部内）☎23-9331

※受験案内は、組合総務課
及び管内市町村役場にあり
ます。また、比企広域市町
村圏組合 からもダウン
ロードできます。

彩の国埼玉環境大賞の候補
者募集
　環境保全等に取り組む個人、団体や
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に
向けた取り組みを行っている事業者を
埼玉県知事が表彰します。
県内で活動する個人、団体、事業者
（自薦、他薦は問いません）
・ 9月30日（金）までに
県環境政策課へ。

　☎048-830-3019

荒川図画コンクール作品募
集
　河川美化、愛護の意識や河川への意
識を啓発することを目的に荒川流域の
風景画を募集します。入賞者には作品
をスタンドにして贈呈します。
小学生

テーマ　荒川流域の川やダムの風景
・ 9月15日（木）までに
荒川図画コンクール実行
委員会事務局（荒川上流
河川事務所調査課）へ。

　☎049-246-6360
荒川上流河川
事務所

市立小・中学校の市費採用
教員募集
採用期間　採用の日から令和5年3月
31日まで
資格　小学校の教員免許又は中学校の
教員免許を有する人※教員免許が休
眠状態の人は7月1日より免許が有
効となります。また、失効状態の人
についても手続きによって有効にす
ることができます。
すにいかあ教員7人　※すにいかあ
教員とは、小学校の少人数教育を行
うための臨時教員のことです。
勤務日及び勤務時間　平日（1日7時間
30分）
試験日　随時
試験内容　書類選考、面接
・ 学校教育課又は市 にある募集
要項を確認し、登録申込書、教員免
許状の写し又は取得見込証明書、健
康診断の結果（コピー可。１年以内
に受診したもので、胸部X線含む）、
身分証明書（免許証、パスポート等）
の写しを添付して、直接又は郵送で、
〒355-8601松葉町1-1-58学校教
育課へ。☎21-1429 23-7255

※持参の場合は、当日に面接を行いま
す。郵送の場合は、後日、面接日につ
いて電話にて連絡します。
※「募集要項等」は市 からダウンロー
ドできます。
※任用については週5日間
フルタイムの勤務の他、週
2日間の勤務などもありま
す。 市
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埼玉県環境アドバイザーの
登録者募集
　県内の環境学習や環境保全活動を促
進するため、豊富な知識や経験を有し、
地域での環境保全活動や環境学習など
に対して指導等を行う人材を募集しま
す。
県環境政策課
　☎048-830-3019
　環境政策課
　☎63-5006 23-7700 県

□募集案内
募集種目 受付期間 試験日 応募資格

自衛官候補生 通年 受付時にお知らせします。
18歳以上33歳未満の人
※32歳にあっては採用予定月の末日現在において
33歳に達していない人

医師・歯科幹部 8月1日（月）～
10月28日（金） 11月18日（金） 医師・歯科医師の免許取得者

防衛大学
校学生

推薦
9月5日（月）～
9月9日（金）

1次試験　9月24日（土）、
25日（日）

18歳以上21歳未満の人
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）で成
績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を修め、学校
長が推薦できる人

総合選抜 1次試験　9月24日（土） 18歳以上21歳未満の人
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

□進路・家庭相談
　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。
■共通事項
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

比企広域市町
村圏組合

生活習慣チェックとストレッ
チ教室
9月2日（金）午後1時30分～3時30分
高坂丘陵市民活動センター
市内在住、在勤、在学の成人
30人（申込多数の場合抽選）
生活習慣チェック、運動・睡眠・食
事などの生活習慣についての講話と
ストレッチ教室
講師　鈴

すず

木
き

明
あきら

さん（大東文化大学ス
ポーツ・健康科学部健康科学科教授）
・ 8月15日（月）までに直接、電話
又はFAXで高坂丘陵市民活動セン
ターへ。☎35-4311 35-4313

合併処理浄化槽に関する講
習会
9月3日（土）午前10時～正午
総合会館4階多目的ホール
浄化槽を使用している人及び令和3
年度に補助金を利用して浄化槽の転
換工事を行った人
合併処理浄化槽の基礎知識及び維持
管理の講習
講師　（一社）埼玉県環境検査研究協会
職員
・ 8月24日（水）までに直接又は電
話で環境センターへ。
　☎24-2888 24-2838

身近な公園のボランティア
活動団体募集
　市では、公園が地域のコミュニティ
活動の場として、より愛される施設と
なるよう、地域の皆さんにも公園の維
持管理（ごみの清掃や除草、施設破損
等の情報提供など）に携わっていただ
くアダプト制度を導入し、現在41団
体にご協力いただいています。
自治会等
・ 都市計画課

　　　☎63-5001 24-8857

排水設備工事責任技術者共
通試験
　排水設備工事の設計・施工に関し、
一定水準以上の技術を持った人を有資
格者として認定する試験を行います。
試験日　11月27日（日）
試験会場　聖学院大学（上尾市）
受付期間　8月22日（月）～9月30日（金）
必着
受験資格　次のいずれかに該当する人
①高等学校の土木工学科又はこれに相
当する課程を修了して卒業した人
②高等学校を卒業した人で、排水設備
工事等の設計又は施工に関し、1年
以上の実務経験を有する人
③排水設備工事等の設計又は施工に関
し、2年以上の実務経験を有する人
④①～③に準ずる人
受験料　10,000円
上下水道経営課
　☎22-1123 22-4389
※受験案内は8月22日（月）から上下水
道庁舎で配布します。

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuubu/bunkazai/event/1502944010696.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/gakkoukyouikubu/gakkokyoiku/menu/Recruitment/1469084079067.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/gakkoukyouikubu/gakkokyoiku/menu/Recruitment/suniikaasyokuinn.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/r2_ead_koubo.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/hokennenkin/shingikai/nhi/1655948312768.html
https://hiki-kouiki.jp/kumiai/recruit-1/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyoutaisyou.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index031.html



