
ルプレーイング）＝11日㈪、いずれも午
後1時30分～3時30分（④は午前10時～
午後2時
①～③50人、④16人、⑤20人
三鷹産業プラザ
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
平日午前9時～午後5時に必要事項	

（7面参照）・性別を申し込み予約セン
ター☎03-5913-6910へ（先着制）
ハローワーク三鷹☎47-8617

多様な働き方セミナー
12月7日㈭午後1時30分～4時（1時10	

分から受付）
おおむね55歳以上の方28人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹所長の霧島誠さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
12月1日㈮までに必要事項（7面参	

照）をわくわくサポート三鷹☎45-8645・	
45-8646へ（先着制）

創業塾
三鷹商工会、東京都商工会連合会ほか
平成30年1月14～28日の毎週日曜

日、2月3・10日の土曜日、いずれも午前	
10時～午後4時30分（全５回）
起業に興味がある方や起業して間も

ない方40人
三鷹産業プラザ
5,000円（5回分、資料代を含む)
平日午前9時～午後5時に三鷹商工

会☎49-3111へ（先着制）
女性・若者・シニア創業事業  
女性向け長期セミナー 
　商品開発・マーケティング・経営を
学び、事業計画の作成を目指します。
平成30年１月18日～２月22日の毎週

木曜日午前９時20分～午後0時20分（2
月15日㈭を除く全5回）
30人、保育（1歳～就学前）7人
三鷹産業プラザ
HerbNet代表の浅川絢子さんほか
必要事項（7面参照）・保育希望者は

お子さんの年齢を㈱まちづくり三鷹

mitacafe@mitaka.ne.jpへ。保育は30
年1月10日㈬まで（いずれも先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

三鷹市教育委員会　嘱託員
◆職種	 ①教育相談員（教育相談担当）、
②教育相談員、③スクールカウンセラー、
④⑤学習指導員、⑥就学相談員（②③⑥
スクールソーシャルワーカー）
◆職務内容	 ①児童・生徒・幼児および
保護者に対する教育相談、②問題を抱
える児童・生徒への働きかけ、関係機関
とのネットワークの構築・連携・調整、
③児童・生徒へのカウンセリング、教職
員・保護者へのカウンセリングに関する
助言・援助、④⑤児童・生徒の学習援助、
学習内容の研究、学習プログラムの作成、
⑥固定制教育支援学級（特別支援学級）・
特別支援学校への転入学など支援のた
めの就学相談
◆資格	 昭和32年4月2日以降生まれで、	
次のいずれかに該当する方。①～③臨床
心理士、または大学・大学院で心理学ほ
か関係学科を履修し、臨床心理に関して
高度に専門的な知識と経験を有する方、
③教育職員免許を有する、教育相談担当
経験者（5年以上）、④⑤教育職員免許を
有し、児童・生徒の学習指導・学習心理
に関する専門的な知識と技術のある方、
⑥教育職員免許を有し、学校教育に関係
のある職に10年以上携わった方、大学・
大学院で心理学ほか関係学科を履修した
方、心理療法または教育相談の経験者
◆勤務期間	 平成30年4月1日以降
◆勤務時間	 ①週1～3日（土曜日の勤務
あり）、②週4日（曜日は応相談）、③週3・4	
日（曜日は応相談）、④⑤月・火・木・	
金曜日、⑥週2～4日（曜日は応相談）、
いずれも午前8時30分～午後5時（⑤は
午後1時15分～5時）
◆勤務場所	 ①②⑥教育センター暫定
施設、③市立小・中学校、④⑤市立中
学校および教育センター暫定施設
◆報酬（月額）		 ①55,125円～165,375円、	
②220,500円、③165,375円～220,500	
円、 ④184,500円、 ⑤92,250円、 ⑥

101,250円～202,500円（いずれも29
年度実績。①③⑥は勤務日数による）、
交通費支給（上限20,000円）
11月20日㈪～12月14日㈭（消印有

効）に受験申込書兼履歴書（写真貼付）・
資格証の写し・卒業証明証・レポート
（A4判）を特定記録郵便で「〒181-0004
新川6-35-28学務課」へ
※受験申込書兼履歴書は市ホームペー
ジまたは同課で入手できます。
※レポートのテーマや書き方など、くわ
しくは市ホームページをご覧ください。
同課☎内線3291

学校健診補助登録者
◆職務内容	 児童・生徒の健康診断補
助（内科・耳鼻科・眼科・歯科）、庶務
◆資格	 看護師免許、歯科衛生士免許
（歯式が書ける方）、養護教諭経験者
◆勤務期間	 登録期間中（平成30年3月1	
日～32年2月29日）の4～6月の平日
※学校担当者からの連絡で勤務。
◆勤務場所	 市立小・中学校
◆謝礼	 時給1,530円（交通費を含む）
12月1日㈮～22日㈮（必着）に履歴書

（写真貼付）・資格証の写しを直接また
は郵送で「〒181-0004新川6-35-28学
務課」へ（後日、登録完了通知を送付）
同課☎内線3236

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①介護職（契約職員・デイケア

専任）、②保育職、③調理員（②③パート	
タイマー）
◆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保育士、
③栄養士または調理師免許（②③無資格
者は応相談）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分（勤務日は応相談）、②月
曜日午前8時30分～午後5時、③水～金
曜日午後0時30分～4時30分
◆勤務場所	 ①老人保健施設はなかい
どう（デイケア）、②三鷹ちどりこども園、
③三鷹西野保育園
◆報酬	 ①月額185,000円～240,000円	
（資格・勤務日数による）、②時給1,080円	
～1,170円（資格の有無による）、③時給
1,050円～1,140円（資格の有無による）
※①賞与あり（昨年度実績168,000円～
210,000円程度。採用1年目は異なる）。
◆採用予定日	 ①③随時、②平成30年2	
月１日

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「〒181-0012	
上連雀4-12-26三鷹ちどりこども園」・☎	
72-9220、③「〒181-0016深大寺3-3-10	
三鷹西野保育園」・☎39-7030へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。

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2523

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

7施設 0.04 0.09

※�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10月11日～11月14日� （毎時マイクロシーベルト）

※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

� 10�月�2�日 東部水再生センター
脱水汚泥 不検出 不検出 8.5

放流水 不検出 不検出 不検出

� 10�月�3�日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 16

飛灰 ― 不検出 74

� 10�月�4�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。

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2874

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
※�11月26日㈰は、三鷹市民駅伝のため午前11時頃まで周辺
の混雑が予想されますので、気を付けてお越しください。
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

おめでとうございます！
平成29年秋の叙勲・褒章で受章された市民のみなさん

秘書広報課☎内線2011
● 旭日双光章 野中かず江さん	(元三鷹市議会議員)
● 瑞宝中綬章  木村賛さん	(元石川県立看護大学長)	

坂東自朗さん	(元警察庁交通局長)	
水尾博さん	(元武蔵野美術大学学長)

● 瑞宝小綬章  河本博隆さん	(元特許庁審査第一部長)	
水谷好男さん	(元特許庁審判部首席審判長)

● 黄綬褒章  蒲雄二さん	(歌舞伎小道具製作技術者)	
細井宏武さん	(㈲細井宏武美容室代表取締役)

● 藍綬褒章  小林悦子さん	(保護司）
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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7面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


