募集

まちの安全を守るために

募集

町のために働きたいあなたへ

令和３年４月１日採用
「函南町新規採用職員」

問合先／駿東伊豆消防本部消防部総務課（920-9100）

○職種（大学卒業以上）

○職種（募集人数）：受験資格

消防官…12 人程度

○一般行政職（６人程度）：昭和 51 年４月２
日〜平成 14 年４月１日生まれで高等学校卒
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税務課課長補佐 渡辺

︵生涯学習課課長補佐︶
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経
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都市計画課課長補佐 野澤
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︵静岡県教育委員会︶

ページをご覧ください。

︵環境衛生課長︶

に実施予定。試験情報などは函南町ホーム

︵生涯学習課係長︶

○高校卒業見込みを対象とした採用試験は９月

︵二葉幼稚園園長︶

を公開しています。

封してください。

教育次長兼学校教育課長 大沼 裕幸

切手付き返信用封筒（角２、宛名明記）を同

（http://www.suntoizufd119.jp/）で採用情報

︵総務課長︶

○申込用紙を郵便で請求する場合は、120 円

上旬にお知らせします。また、ホームページ

満枝

○短大卒・高校卒【Ｂ日程】の試験案内は７月

厚生部長 杉山 浩巳

○その他

学校教育課参事 小松 孝洋

封してください。

︵住民課課長補佐︶

切手付き返信用封筒（角２、宛名明記）を同

住民課長 廣田 克幸

函南町役場総務課

生涯学習課長 渡辺 正樹

函南町平井 717-13

生涯学習課参事 八木 隆二

【提出先】住所：〒 419-0192

生涯学習課課長補佐 飯島 美貴

す。申込書を郵便で請求する場合は、140 円

い。※郵送での提出は最終日の消印有効。

春光幼稚園園長 岡本 眞澄

本部総務課のほか管内の各消防署で配付しま

でに総務課に持参または郵送で提出してくださ

みのり幼稚園園長 成田 好美

○申込書は郵送による請求または駿東伊豆消防

申込書に必要事項を記入し、６月１日（月）ま

自由ヶ丘幼稚園園長 杉山 恵子

○その他

○申込み

︵福祉課課長補佐︶

消防部総務課

学校教育課課長補佐 渡邉 卓司

沼津市寿町 2-10

︵総務課課長補佐︶

【提出先】〒 410-0053

２次試験：８月下旬、３次試験：９月下旬

生涯学習課課長補佐︵図書館長︶ 牧野

○郵送は６月 1 日（月）消印有効。

１次試験：７月 12 日（日） 函南町役場

学校教育課指導主事 岩本 浩輔

いた８時 30 分〜 17 時です。

○試験日・場所

︵議会事務局課長補佐︶

○持参の場合、受付時間は土曜日・日曜日を除

︵住民課係長︶

16 条の欠格事項に該当しない人

送で提出してください。

︵企画財政課係長︶

●共通条件：日本国籍を有し、地方公務員法第

︵環境衛生課係長︶

（月）までに駿東伊豆消防本部に持参または郵

︵西部保育園副園長︶

込みを含む )

申込書に必要事項を自筆で記入し、６月 1 日

福祉課長 長屋 容美

資格を有する人（令和３年３月までに取得見

○申込み

子育て支援課長 飯島 正紀

和３年３月末に卒業見込みを含む）で保健師

健康づくり課長 西原 武人

駿東伊豆消防本部（沼津市寿町 2-10）

環境衛生課長 加藤 裕一

生まれで大学卒業以上の学歴を有する人（令

○試験場所

住民課課長補佐 加藤 和子

○保健師（１人程度）
：平成４年４月２日以降

福祉課課長補佐 岩谷 智正

込みを含む）

１次試験：７月 12 日（日）

福祉課課長補佐 西野 正也

両方を有する人（令和３年３月までに取得見

○試験日【A 日程】

二葉幼稚園園長 板垣 美恵子 ︵みのり幼稚園園長︶

で、保育士の資格および幼稚園教諭の免許の

子育て支援課課長補佐 大川 文和

事項に該当しない人

丹那幼稚園園長 石井 玲子

有する人
（令和３年３月末卒業見込みを含む）

健康づくり課課長補佐 溝田 正吾

日本国籍を有し、地方公務員法第 16 条の欠格

間宮幼稚園園長 田村 美和子 ︵春光幼稚園主任教諭︶

４月２日以降生まれで短大卒業以上の学歴を

環境衛生課課長補佐 杉山 守

○幼稚園教諭・保育士（２人程度）：平成４年

環境衛生課課長補佐 森井 真琴

○受験資格

学または短大卒業見込みを含む）
健康づくり課課長補佐 阿部 久美子

○平成４年４月２日以降生まれの人

厚

○学歴は令和３年３月末の卒業見込みを含む

４月１日から新たな体制でスタートしました。課長補佐級以上を紹介します。

職員配置（ ）は前職

業以上の学歴を有する人（令和３年３月末大

文雄

○条件

駿東伊豆消防本部

職員の人事配置

問合先／総務課（979-8103）

西部保育園園長 直井 明美

イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります︒あらかじめご了承ください︒
︻重要︼新型コロナウイルス感染症の感染状況により︑

令和３年４月１日採用
「駿東伊豆消防組合職員」

問合先／総務課（979-8103）

令和２年度函南町の行政組織
令和２年度函南町の行政組織

