
（公財）三鷹市芸術文化振興財団
正職員（1人）
◆職務内容	 一般事務・経理事務など
◆資格	 昭和61年4月2日〜平成5年4月
1日生まれの大卒程度の学力と普通自動
車運転免許を有する方（経理経験者優遇）
◆勤務時間	 午前8時30分〜午後10時
15分（実働7時間45分）
◆勤務場所	 同財団の管理する施設
◆報酬	 月額190,555円（地域手当を含
む。経験者加算あり）、交通費支給、社
会保険などの適用あり
◆採用予定日 5月1日
2月9日㈫〜21日㈰（必着）に申込書

（同財団ホームページ http://mitaka.
jpn.org/から入手）を「〒181-0012上連
雀6-12-14三鷹市芸術文化センター」へ	
同センター☎47-9100

NPO法人三鷹ネットワーク大学推
進機構 契約職員（若干名）
◆職務内容	 講座運営、顧客管理、接
客対応など
◆資格	 パソコン操作（ワード、エクセ
ル、パワーポイントなど）ができ、土・
日曜日、夜間の勤務ができる方
◆勤務期間	 4月1日〜平成29年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 火〜日曜日午前8時30分
〜午後5時15分、または午後1時〜9時
45分（いずれも実働週38時間45分以内）
◆報酬	 月額226,000円（27年度実績）
2月9日㈫〜19日㈮（必着）に履歴書

（同大学で配布。同大学ホームページ
http://www.mitaka-univ.org/からも
入手可）・小論文「地域における人財育
成」（800字程度）を直接または郵送で
「〒181-0013下連雀3-24-3三鷹駅前協
同ビル3階NPO法人三鷹ネットワーク
大学推進機構」へ
同大学☎40-0313

㈱まちづくり三鷹 ①〜④契約社
員、⑤臨時社員（若干名）
◆職務内容	 ①システム保守・運用・
監視・障害対応、ヘルプデスク業務（技
術）、②IT事業にかかる一般事務、③一
般事務およびイベントなどの企画・実

施、④市政窓口業務、⑤④の補助
◆資格	 ①〜④中級程度のパソコン操
作ができ、①IT業務の経験がある方・②
IT関連の事務経験があればなお可、⑤
初・中級程度のパソコン操作ができる方
◆勤務期間	 ①採用日〜3月31日、②〜
④4月1日〜平成29年3月31日、⑤4月1
日〜9月30日（いずれも更新の場合あり）
◆勤務時間	 ①土・日曜日を含む週5
日、②③月〜金曜日、④週5日（交代制）、
⑤週4日（実働週32時間の交代制。土・
日曜日の勤務あり）
◆勤務場所	 ①〜③三鷹産業プラザ、
④市政窓口、⑤三鷹駅前市政窓口
◆報酬	 ①月額250,000円〜280,000
円、②〜④月額200,000円〜、⑤時給
930円、いずれも交通費支給（①〜④月
額上限20,000円、⑤日額上限864円）
2月15日㈪午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付）・メールアドレス・応募職
種・個人情報の取り扱いについての同
意書、作文②③「協働による地域の活性
化について」、④「市役所の窓口業務に
ついて」（800字程度）を直接または郵送
で「〒181-8525㈱まちづくり三鷹」へ
（面接あり）
※くわしくは同社ホームページ http:
//www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。
個人情報の取り扱いについての同意書
も入手できます。
①〜③同社☎40-9669、	④⑤三鷹駅

前市政窓口☎42-5678
学童保育所  
①③臨時職員、②土曜日嘱託職員
◆資格	 保育士、または教育職員免許
（①③は無資格者も可）
◆勤務期間	 ①②随時、③4月〜平成
29年3月31日
◆勤務時間	 ①月〜金曜日のうち3日
午後1時〜7時（曜日・時間は応相談）、
②午前8時〜午後7時（時間は応相談）、
③月〜金曜日のうち2〜4日午後2時10
分〜4時40分（行事などで1時10分〜4
時40分の場合あり）
◆勤務場所	 ①②市内の学童保育所22
カ所、③三小学童保育所

◆報酬（時給）	 ①③有資格＝1,060円、
無資格者＝980円、②1,325円、交通
費支給（日額上限864円）

2月8日㈪〜26日㈮に電話連絡の
うえ履歴書（写真貼付）・資格証の写し
を三鷹市社会福祉協議会☎46-1108へ
（20日㈯も受付。面接あり）
（社福）社会福祉事業団 職員
◆職種	 ①保育士(正職員)、②事務職
（契約職員）、③〜⑤保育職、⑥⑦調理員、
⑧用務員、⑨事務職（③〜⑨はパートタ
イマー）
◆資格 ①昭和50年4月2日以降生まれ
の保育士(取得見込み可。教育職員免許
〈幼稚園〉があればなお可)、②パソコン
操作（ワード、エクセル）ができる方、③
④保育士（③無資格者は応相談）、⑤〜⑨
不問（⑤〜⑦資格があればなお可）
◆勤務時間	 ①月〜土曜日のうち平均
5日(交代制。勤務場所により日曜日、
祝日の勤務あり)、②月〜金曜日午前8
時30分〜午後5時15分、③月曜日午前
8時30分〜午後5時、土曜日午前7時30
分〜午後1時、④木・金曜日午前7時30
分〜9時、月〜金曜日午後4時45分〜7
時30分、⑤月〜金曜日午前8時〜10時
15分、月〜金曜日午後4時30分〜6時、
月〜金曜日午後4時45分〜7時、第4木
曜日午後1時〜3時、第1・3木曜日午後
2時〜3時、⑥月〜水曜日午後0時30分
〜4時30分、⑦月〜金曜日午前9時〜午
後1時、土曜日午前9時〜正午、土曜日
午後1時45分〜4時45分、⑧月〜土曜
日午前10時30分〜午後4時30分、⑨月
〜金曜日午前9時〜午後1時
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②老人保健施設はな
かいどう内、③三鷹西野保育園、④⑤
⑦〜⑨三鷹赤とんぼ保育園（4月開園）、
⑥三鷹ちどりこども園
◆報酬	 ①月額176,960円〜218,064
円(経験などによる)、②月額210,000
円、③時給1,030円〜1,400円（資格の
有無・勤務時間による）、④⑤時給980
円〜1,325円（資格の有無・勤務時間に
よる）、⑥時給1,000円〜1,090円（資格
の有無による）、⑦時給1,010円、⑧時
給950円、⑨時給930円
※賞与あり（平成27年度実績①4.3カ月、
②120,000円程度。採用1年目は異なる）。
◆採用予定日 ①②④〜⑨4月1日、③
随時

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
あれば資格証の写しを直接または郵送
で①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹
市社会福祉事業団」・☎44-5211、③
「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西野保
育園」・☎39-7030、④⑤⑦〜⑨「〒181-
0002牟礼4-2-23市立三鷹台保育園」・☎
40-7164、⑥「〒181-0012上連雀4-12-
26三鷹ちどりこども園」・☎72-9220へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
新川中原地域包括支援センター
職員
◆職種	 主任介護支援専門員または介
護支援専門員、社会福祉士各1人
◆職務内容 総合相談、介護予防ケア
マネジメントなど
◆勤務時間	 月〜金曜日午前8時30分〜
午後5時30分（交代で土曜日の勤務あり）
◆報酬	 応相談（経験による）、交通費支

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

給、昇給・賞与あり（平成26年実績4カ月）
同センター☎40-7204へ

三鷹もりのこ保育園 職員
◆職種	 給食調理（パートタイマー）
◆勤務時間	 週2・3日（月1回土曜日の
勤務あり）
◆報酬（時給） 950円

同園☎43-1195へ
第二椎の実子供の家 非常勤職員

（若干名）
◆職種	 保育士
◆勤務時間	 月〜金曜日午前8時30分
〜午後5時15分
◆報酬（時給） 1,230円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園☎44-4103へ
東京都消費生活調査員
◆職務内容	 ①〜③のいずれかの調査
と、消費生活に関する情報提供。①区
分A=食品表示法などに基づく食品表示
状況の店舗での調査（全5回）、②区分
B=景品表示法などに基づくサービスや
表示・広告の調査（1回）、③区分C=調
査員が日常生活で購入した生鮮食品な
ど15点の内容量調査（はかり提供）
◆資格 20歳以上の都民500人（地方
公務員を除く）
◆謝 礼	 調査、研修会の実績による
◆調査期間 委嘱日〜平成29年3月31日
2月21日㈰（消印有効）までに必要事

項（11面参照）・職業・性別・希望する
調査（区分A〜Cのうち1つ。または希望
順位を付けて複数）・情報の入手先（市
区町村広報紙など）、応募動機（300〜
400字程度）を「〒163-8001東京都生
活文化局消費者情報係」へ
※同局東京くらしWEBホームページ
http://www.shouhiseikatu.metro.
tokyo.jp/からも申請できます。
同係☎03-5388-3076

第3回三鷹市地域公共交通活性化
協議会の傍聴
2月18日㈭午前10時から
若干名
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883

第3回三鷹市総合教育会議の傍聴
2月18日㈭午後6時30分から
20人
市議会協議会室（市役所3階）
企画経営課☎内線2113・ 48-

1419・ kikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ（先着制）
ふじみ衛生組合議会 
第1回定例会の傍聴
2月19日㈮午前10時から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-482-5497

三鷹市環境保全審議会の傍聴
2月23日㈫午後3時〜5時
10人
市議会協議会室(市役所3階)
当日会場へ(先着制)
環境政策課☎内線2521

●一般寄付
日本バプテスト連盟仙川キリスト協会	
	 49,600円
三鷹三田会	 41,000円
ムサシノ一灯会	 20,000円
鈴木 弘七	 15,000円
三鷹トリム体操クラブ	 12,940円
三鷹市赤十字奉仕団福祉バザー売上	
	 10,000円
高村 真	 10,000円
なでしこ会	 10,000円
清水 孝祐	 5,000円
JAM横河電機労働組合	 5,000円
後藤 圭子	 2,350円
根道 一男	 2,000円
連雀地区住民協議会 環境部会 	
	 1,990円
廣田 一男	 1,000円
吉野 伸枝	 1,000円
エコサービスふじみ㈱	 1,000円
社会教育会館のつどい（6件）
陶芸利用者団体連絡会	 37,000円
もくもくぽっぽ	 5,000円
社会教育会館利用者連絡会	 3,000円

東京第三友の会三鷹方面	2,000円
ペレの会	 500円
キッズクラブ	 300円

匿名（3件）	 64,000円

●一円硬貨募金
㈱ Jマート三鷹店募金箱（2件）
	 28,209円
鐵鈑割烹りゅう	お客様一同	12,876円
牟礼 明	 7,628円
曙長寿会	 2,937円
北野東晴クラブ	 2,567円
下連雀寿楽会	 2,259円
四ツ葉ときわクラブ（2件）	 1,926円
下連雀羽衣会	 1,412円
くぬぎ会	 1,112円
水谷 ヤエ子	 749円
三鷹市赤十字奉仕団	 368円
いきいき俳句会	 367円
上二親交クラブ	 359円
匿名（4件）	 3,499円

●ボランティア基金
吉田 昌宏	 1,600円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（平成27年12月分）

（敬称略）
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