
参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
女性のための就労支援講座	

ワード講座＝9月8～29日の毎週金
曜日午前10時～正午（全4回）
※このほか複数のセミナーの受講が必
要です。くわしくは㈱まちづくり三鷹 
ホームページ https://www.mitaka. 
ne.jp/へ。

再就職を希望し、パソコンの文字入
力ができる女性10人、保育（6カ月～
就学前）4人

三鷹産業プラザ
9月4日㈪までに必要事項（11面参

照）を同社 project@mitaka.ne.jpへ
（先着制）

同社☎40-9669
子育て女性向けセミナー in三鷹

（公財）東京しごと財団
9月25日㈪午前10時～正午（9時40

分から受付）
※3歳までのお子さんの同伴可。

育児をしながら再就職を考えてい
る女性20人

三鷹産業プラザ
マザーズコーチング認定講師マザー

ズティーチャーでトラスト認定プロ
フェッショナルコーチの蒲生智会さん

東京しごとセンター女性しごと 
応援テラス☎03-5211-2855・ ht 
tp://www.tokyoshigoto.jp/jyosei 
shigoto.phpへ（先着制。平日午前9時 
～午後8時、土曜日は5時まで）
生活福祉課　嘱託員（1人）
◆職種	 自立支援員（健康管理支援員）
◆職務内容	 生活保護受給者などへ
の自立支援プログラムに基づく相談、
支援、通院指導
◆資格	 昭和31年4月2日以降生まれ
で、保健師免許または精神保健福祉士
の資格を有する方
◆勤務期間	 11月1日～平成30年3月 
31日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日のうち4日午
前8時30分～午後5時（実働週30時間）

◆報酬	 月額245,000円、 交通費支
給（月額上限20,000円）、年次有給休
暇、社会保険などの適用あり
※くわしくは募集要項（市ホームペー
ジ、同課で入手可）をご覧ください。

8月21日㈪～9月8日㈮（必着）に履
歴書（写真貼付）、資格証の写し、作
文「生活保護受給者の健康管理支援に
ついて」（400字詰め原稿用紙2枚に
手書き）を直接または特定記録郵便で

「〒181-8555生活福祉課」（市役所2
階21番窓口）へ
※書類選考後、9月23日㈷に面接。

同課☎内線2671
高齢者支援課　嘱託員（1人）
◆職務内容	 介護保険事業者への実地 
指導など
◆資格	 昭和31年4月2日以降生まれ
で、介護支援専門員、または保健師免
許・看護師免許・社会福祉士のいずれ
かを有し介護支援専門員として5年以
上の実務経験のある方
◆勤務期間	 10月1日～平成30年3月 
31日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日のうち4日午 
前8時30分～午後5時（実働週30時間）
◆勤務場所	 市役所
◆報酬	 月額204,200円、交通費支給 

（月額上限20,000円）、社会保険など
の適用あり
◆試験	 ９月12日㈫

9月8日㈮（消印有効）までに履歴書（写 
真貼付）・資格証の写し・作文「応募動
機」（400字詰め原稿用紙１枚に手書
き）を直接または特定記録郵便で「〒 
181-8555高齢者支援課」（市役所１階
13番窓口）へ

同課☎内線2628
生涯学習課　臨時職員
◆職種	 埋蔵文化財調査補助員
◆職務内容	 遺跡の発掘調査、出土資
料の接合・復元、分類台帳・発掘調査
報告書の作成、文化財の公開活用など
◆勤務時間	 週5日（実働週32.5時間、
応相談）

◆勤務場所	 同課分室（新川3-7-9）
◆報酬	 時給1,180円、交通費支給

8月21日㈪～9月29日㈮（消印有効）に 
履歴書（写真貼付）、発掘調査・整理調 
査などの履歴（書式不問）を直接または
郵送で「〒181-8555生涯学習課」（第
二庁舎2階）へ

同課☎内線2922
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①介護職（契約職員）、②～④
保育職、⑤調理員、⑥用務員（②～⑥
パートタイマー）
※①は正職員への登用あり。
◆資格	 ①介護福祉士、介護職員初任 
者研修または実務者研修修了者、②～④ 
保育士（無資格者は応相談）、⑤栄養士
または調理師免許（無資格者は応相談）
◆勤務時間	 ①午前7時15分～午後4
時、午前8時30分～午後5時15分、午
前11時30分～午後8時15分、午後5時
～午前9時（月4～6日程度）の4交代制

（応相談）、②月～金曜日午後6時30分
～7時30分、土曜日午前7時30分～午
後1時、③月～金曜日午後4時30分～
7時30分、土曜日午後5時～7時30分、
④月～金曜日午後4時45分～6時30分

（応相談）、⑤木・金曜日午後0時30分
～4時30分、土曜日午前8時30分～正
午、⑥月～金曜日午後2時～7時30分、
土曜日午前10時30分～午後4時30分
◆勤務場所	 ①老人保健施設はなかい 
どう、②三鷹西野保育園、③三鷹駅前
保育園、④⑥三鷹赤とんぼ保育園、⑤
三鷹ちどりこども園
◆報酬	 ①月額240,000円（介護福祉 
士以外は230,000円）、②～④時給1,030 
円～1,400円（資格の有無・時間帯によ 
る）、⑤時給1,000円～1,090円（資格 
の有無による）、⑥時給950円～1,188円 

（時間帯による）
※①賞与あり（昨年度実績210,000円
程度。採用1年目は異なる）。夜勤手当 

あり（1回7,000円）。
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①「〒181-0002牟礼6-12-30
三鷹市社会福祉事業団」・☎44-5211、
②「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西
野保育園」・☎39-7030、③「〒181-00 
13下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎
79-5441、④⑥「〒181-0002牟礼3-9-3 
三鷹赤とんぼ保育園」・☎40-0600、
⑤「〒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。
（社福）三鷹市社会福祉協議会	
登録ホームヘルパー
◆職種	 訪問介護（身体介護、生活援助）
◆資格	 介護福祉士、ヘルパー2級以
上、介護職員基礎研修・実務者研修・
初任者研修修了者
◆勤務時間	 週3日以上、午前8時～午 
後6時の間で応相談（土・日曜日、祝日
勤務できる方歓迎）
◆報酬（時給）		 生活援助（介護、予防）＝ 
1,310円～、生活援助（総合）＝1,260円
～、身体介護＝1,900円～（勤務実績に
応じて昇給あり）

8月21日㈪から電話連絡のうえ
履歴書（写真貼付）・資格証を同協議会
☎79-3509へ
新川中原地域包括支援センター	
職員
◆職種	 保健師または看護師、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
支給

同センター☎40-7204へ

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
総合保健センター☎46-3254

①休日診療所（内科・小児科） 
午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分
②小児初期救急平日準夜間診療所（こども救急みたか）
　午後7時30分〜10時30分（受付は10時まで）
③休日歯科応急診療所
　三鷹市総合保健センター（新川6-37-1元気創造プラザ2階）
　☎46-3234（当日電話連絡のうえ、来所）
　午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
④休日調剤薬局
　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）
　☎49-7766
　午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
⑤医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター
　　短縮ダイヤル#7119（プッシュ回線のみ）
　　☎042-521-2323（多摩地区）　☎03-3212-2323（23区）　
　◆東京都保健医療情報センター（ひまわり）
　　☎03-5272-0303
　　 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑥市内救急指定病院
　◆�杏林大学医学部付属病院�

（新川6-20-2）☎47-5511
　◆�野村病院�

（下連雀8-3-6）☎47-4848
　◆�三鷹中央病院�

（上連雀5-23-10）☎44-6161

①③④の受付は、日
曜日・祝日・年末年
始です。

①②はいずれも
三鷹市医師会館
（野崎1-7-23）

☎24-8199
ハイキュウキュウ

JA東京
むさし
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総合保健センター
（休日歯科応急診療所）

医薬品管理センター
（休日調剤薬局）

医師会館
（休日診療所・こども救急みたか）

市内の空間放射線量測定結果
　平成23年7月5日から定点�
観測地点（6カ所）と市内公共�
施設などで、地上5㎝・1m�
地点での空間放射線量を引�
き続き計測しています。
　くわしい測定結果は市ホ�
ームページのトップページ
「東日本大震災関連情報」から、または三鷹市公式ツイッター http://twitter.
com/mitaka_tokyoからご覧ください。
環境政策課☎内線2524

施設数
（定点観測地点を含む）

測定結果（地上1m)

最小値 最大値

6施設 0.04 0.07

※�一般的には、毎時0.24マイクロシーベルト以下がひとつの�
目安とされています。

29年7月12日～8月15日� （毎時マイクロシーベルト）

東部水再生センター☎03-3309-1447、クリーンプラザふじみ☎042-482-5497、�
水再生課☎内線2873

※単位は「Bq（ベクレル）/kg」＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞
採取日 場　所 対象 放射性

ヨウ素131
放射性

セシウム134
放射性

セシウム137
7月�3�日 東部水再生センター 脱水汚泥 16.1 不検出 不検出

7月�4�日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 不検出

飛灰 ― 不検出 66

7月�12��日
上連雀浄水所

水道水
不検出 不検出 不検出

三鷹新川浄水所 不検出 不検出 不検出

※�クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq（ベクレル）
/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の
対象外であるため、測定していません。
※�「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市
ホームページの各検査結果をご覧ください。
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市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ「各課ご案内」から確認いただけます。

※はがき・ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


