広

報

まつざき
町職員募集（大卒･短大卒以上）
町では、令和５年度採用の職員を募集します。
【採用人員】 事務職員：２名程度
土木（技師）：土木（技師）：１名程度
土木（技師）：保健師：１名程度
【受験資格】 ○事務職員
【受験資格】 ○平成４年４月２日以降に生まれた方で
【受験資格】 ○大学、短期大学を卒業した方（卒業予
【受験資格】 ○定の方を含む）
【採用人員】 ○土木（技師）、保健師
【受験資格】 ○昭和６２年４月２日以降に生まれた方
【受験資格】 ○で大学、短期大学を卒業した方（卒業
【受験資格】 ○予定の方を含む）
【受験手続】 申込用紙は総務課にあります。申込用
【受験手続】 紙を郵送で請求する場合は、宛先を明
【受験手続】 記し１２０円切手を貼ったＡ４サイズの入
【採用人員】 る返信用封筒を同封してください。
【受付期限】 ５月３０日（月）
【受験手続】 ※郵送の場合、５月３０日（月）の消印の
【受験手続】 ああるものまで受け付けます。
【試験日程】 ７月１０日（日）９：００～（第１次試験）
【試験会場】 静岡県下田総合庁舎
【問 合 せ】 総務課（℡４２－１１１１）
高校卒業程度の募集案内は、後日お知らせします。

急傾斜地パトロール
実施のお知らせ
「土砂災害防止月間」（６月１日～６月３０日）
および 「がけ崩れ防災週間」（６月１日～６月７日）
に伴い、今年も急傾斜地パトロールを実施します。
パトロール当日は、県の施設
である擁壁などを点検するため、
下田土木事務所職員などが住
民の皆さまの敷地に立ち入らせ
ていただくこがあります。
あらかじめご了承いただくとと
もに、ご協力願います。
【 問 合 せ 】 静岡県下田土木事務所 維持管理課
【問 合 せ】 （℡２４－２１０８）

お知らせ版
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電 話 ４２－３９６４（直通）
E-mail kankou@town.matsuzaki.
lg.jp
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窓口税務課
会計年度任用職員募集のお知らせ
町では、窓口税務課の会計年度任用職員を募集
します。詳細はお問い合わせください。
【採用人員】
【勤務内容】
【勤務内容】
【勤務内容】
【資
格】
【勤務内容】
【任用期間】
【勤 務 日】
【勤務時間】
【週 休 日】
【報 酬 額】
【受付期間】
【申込方法】
【勤務内容】
【申込方法】
【採用試験】
【そ の 他】
【そ の 他】
【そ の 他】
【問 合 せ】

一般事務職員 １人
マイナンバーカードの出張申請受付
事務(町内個人宅など)および役場窓
口での交付受付事務など
運転免許を取得している方、
パソコンの簡単な操作ができる方
令和４年７月１日～令和４年１０月３１日
週３日の月１２日程度
午前９時～午後３時の５時間勤務
土日・祝日など
※土日の出勤がある場合があります。
時給９１８円～
５月１６日（月）～５月３１日（火）
「松崎町会計年度任用職員申込書」に
必要事項を記入・押印、写真を貼付の
上、窓口税務課へ提出してください。
書類選考および面接（日程は後日連絡）
地方公務員法第１６条に規定する欠
格条項に該当する場合は応募するこ
とができません。
窓口税務課（℡４２－３９６８）

｢幼稚園で遊ぼう！｣のご案内
未就園のお子さまをお持ちで、幼稚園の教育の様
子を知りたい方を対象に、下記のとおり実施します。
【日
時】
【日
時】
【日
時】
【対 象 児】
【申込期間】
【持 ち 物】
【持 ち 物】
【そ の 他】
【対 象 児】
【対 象 児】
【対 象 児】

６月１７日（金）９：３０～１０：３０
上記の時間帯であれば、いつ参加しても
構いません。（受付後）
未就園のお子さま（０歳～５歳）
５月２３日（月）～６月１５日（水）
水筒・上履き（靴の裏を拭いた物でも可）
帽子・タオルなど
新型コロナウイルス感
染防止のため、検温、
手指消毒などにご協
力をお願いします。

【問 合 せ】 松崎幼稚園（℡４３－００２３）

教育委員会事務局 会計年度任用職員募集のお知らせ
町では、教育委員会の会計年度任用職員を募集します。詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページを
ご確認ください。
【採用人員】
【賃
金】
【勤務時間】
【任用期間】
【勤務内容】
【申込方法】
【任用期間】
【採用試験】

図書館職員 １人
【勤務場所】 松崎町立図書館
日給７，１１９円
月１５～１７日程度（図書館営業日）
採用日から令和５年３月３１日まで（※更新あり）
図書館運営業務（※ワード、エクセルなどのパソコンを使用した作業もあります。）
５月２７日（金）までに「松崎町会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入・押印、写真を貼付
の上、教育委員会へ郵送（必着）、若しくは持参してください。
書類選考および面接（６月上旬の予定）

【問 合 せ】 松崎町教育委員会（℡４２－３９７１）

前立腺がん検診のご案内

ドライブスタンプラリー

男性の前立腺がんによる死亡数は、女性の乳がん
や子宮がんと同等数あり、早期発見・早期治療が肝心
です。この機会に、ぜひご利用ください。

ー伊豆西南海岸を周遊して
全て（９個）のスタンプを集めてみよう！ー

【対 象 者】
【対 象 者】
【対 象 者】
【日
程】
【日
程】
【日
程】
【受付時間】
【対 象 者】
【受付時間】
【対 象 者 】
【持 ち 物】
【内
容】
【会
場】

５０歳以上の男性
※ただし前立腺がんの病気で治療中や
あ経過観察中の方は対象外
５月２７日（金）
５月３０日（月）～６月２日（木）
７月２５日（月）～７月２９日（金）
・特定健康検査の対象者
あ１２：４５～１４：４５
・特定健康診査以外の対象者
※１５：１５～１５：４５
自己負担金４００円
採血（ＰＳＡ検査）
環境改善センター文化ホール

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）

電波のルールは必ず守りましょう
「電波利用環境保護周知啓発強化期間
６月１日～６月１０日
電波の利用にはルールがあります。無線機器を使
用するときは、必ず「技適マーク」が付いているか確認
してください。また、「技適マーク」が付いていない外国
規格の無線機器は、ＷｉＦｉや、重要無線である携帯電
話などに障害を与える恐れがあります。
ご不明点は下記まで
お問い合わせください。

お手持ちのスマホで簡単に参加できます。伊豆西
南海岸を周遊してスタンプを集めて、応募すると抽選
で、ご当地名産品をプレゼントします。
【期
間】 春：４月２６日（火）～６月３０日（木）
【日
時】 夏：７月 1 日（金）～８月３１日（水）
【ス ポ ッ ト】
◇西伊豆
黄金崎公園、堂ヶ島公園、黄金崎クリスタルパーク
◇松崎
松崎町観光協会、室岩洞、石部の棚田
◇南伊豆
あいあい岬、道の駅下賀茂温泉湯の花、
石廊崎オーシャンパーク
【問 合 せ】 企画観光課（℡４２－３６９４）

図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫
〈一 般〉
◎人生の決算書
曽野 綾子 著 / 文藝春秋
◎おしゃべりな部屋
川村 元気著・近藤 麻理恵 著 / 中央公論新社
◎呼吸がすべてを整える
齋藤 孝 著 / リベラル社
〈児 童〉
◎タブレット・チルドレン
村上 しいこ 著 / さ・え・ら書房
◎鎌倉時代からの挑戦状！ 歴史探偵 K のタイムワープ
一式 まさとマンガ 作 / 朝日新聞出版
◎なまけていません。
大塚 健太 作 / パイインターナショナル

【問 合 せ】
≪技適マーク≫ ≪デンパくん≫
総務省 東海総合通信局
◆不法無線局の相談（℡０５２－９７１－９１０７）
◆テレビなどの受信障害の相談（℡０５２－９７１－９６４８） 【問 合 せ】 図書館（℡４２－３９７２）

