
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
（定点観測地点のみ）

測定結果（地上1m)

最小値 最大値

6施設 0.04 0.08

※�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11月15日～12月7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

�11�月�1�日 東部水再生センター 脱水汚泥 25.7 不検出 5.5

�11�月�6�日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 不検出

飛灰 ― 不検出 84
※�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

◆資格	 昭和32年4月2日以降生まれの
司書または図書館勤務経験者
◆勤務期間	 平成30年4月1日～31年3
月31日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 午前8時45分～午後8時15	
分（実働7～7.5時間、週2日または4日
勤務、土・日曜日、祝日の勤務あり）
◆勤務場所	 本館または分館
12月19日㈫～30年1月12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・作文を特定記録郵便で「〒	
181-0012上連雀8-3-3三鷹図書館（本
館）」へ
※報酬など、くわしくは募集要項（市ホー
ムページ、市立図書館で入手可）をご覧く
ださい。
同館☎43-9151

総合保健センター　嘱託員（各1人）
◆職種	 ①保健師、②口腔（こうくう）衛	
生指導員
◆職務内容	 各種健康診査、健康相談、
保健指導業務など
◆資格	 昭和32年4月2日以降生まれで、	
①保健師免許、②歯科衛生士資格を有
し、実務経験が3年以上ある方
◆勤務期間	 30年4月1日～31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	 総合保健センター
◆報酬（月額）		 249,000円、交通費支
給（上限20,000円）
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 2月4日㈰に小論文、面接
12月18日㈪～30年1月24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6-37	
-1総合保健センター」へ
健康推進課☎内線4222

ファミリー・サポート・センター 
市政嘱託員（1人）
◆職種	 アドバイザー
◆職務内容	 利用・援助会員の募集・
登録、会員相互の援助活動のコーディ
ネート、講習会の開催など
◆資格	 保育士または社会福祉士（取得
見込みも可）でパソコン操作のできる方
◆勤務期間	 30年4月1日～31年3月31	
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午後	
6時15分（実働週30時間）
◆報酬（月額）		 189,500円（29年4月実
績）、交通費支給（上限20,000円）
※年次有給休暇、社会保険などの適用
あり。

30年1月31日㈬午後5時までに電
話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）・あれ
ば資格証をすくすくひろば☎45-7710へ	
（書類選考後、2月8日㈭に面接）
※申込時に指定された課題を面接時に提
出。
子ども家庭支援センター 
すくすくひろば　市政嘱託員（1人）
◆職種	 保育士
◆資格	 保育士または教育職員免許（幼
稚園）（取得見込みも可）
◆勤務期間	 30年4月1日～31年3月31	
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午
後4時30分（実働週30時間）
◆報酬（月額）		 189,500円（29年4月実
績）、交通費支給（上限20,000円）
※年次有給休暇、社会保険などの適用
あり。

◆試験	 書類選考後、30年2月8日㈭に
面接・ピアノ実技

30年1月31日㈬午後5時までに電
話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）、あれ
ば資格証の写し・作文「ひろば事業であ
なたが心掛けたいこと」（800字以内）を
同ひろば☎45-7710へ

（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介護
職（契約職員・デイケア専任）、③～⑤保
育職、⑥調理員（③～⑥パートタイマー）
※①正職員への登用あり。
◆資格	 ①②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、③～	
⑤保育士（無資格者は応相談）、⑥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～金曜日午前8時30分～午後5時15分
（勤務日は応相談）、③月曜日午前8時30
分～午後5時、④月曜日午後4時30分～7
時30分、土曜日午後5時～7時30分、⑤
月～金曜日午後5時～6時、土曜日午前９
時～正午または午後4時～6時30分、⑥
月曜日午前8時～午後4時30分
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③三鷹ちどりこども園、④三
鷹駅前保育園、⑤三鷹南浦西保育園、
⑥三鷹赤とんぼ保育園
◆報酬	 ①②月額240,000円（介護福祉
士以外は230,000円）、③～⑤時給1,080
円～1,463円（資格の有無・時間帯によ
る）、⑥時給1,050円～1,425円（資格の
有無・時間帯による）
※①②賞与あり（昨年度実績210,000円
程度。採用1年目は異なる）。
※①夜勤手当あり（1回7,000円）。
◆採用予定日		 ①②④⑤⑥随時、③30
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①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹
市社会福祉事業団」・☎44-5211、③
「〒181-0012上連雀4-12-26三鷹ちど
りこども園」・☎72-9220、④「〒181-
0013下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・	
☎79-5441、⑤「〒181-0013下連雀7-	
2-1三鷹南浦西保育園」・☎40-7551、
⑥「〒181-0002牟礼3-9-3三鷹赤とん
ぼ保育園」・☎40-0600へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
こじか保育園　職員
◆職種	 保育士（①正職員、②パートタ
イマー）
◆資格	 保育士
◆勤務時間	 午前7時～午後8時（実働8
時間、応相談）
◆報酬	 ①大卒＝月額202,000円、短
大卒＝月額200,000円、経験手当5,000
円、②時給1,150円、いずれも交通費
支給
※①賞与、福利厚生あり。

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（新川6-7-8）・☎71-2211へ
椎の実子供の家・第二椎の実子供
の家　正職員
◆職種	 保育士（2人）
◆勤務時間	 午前8時30分～午後5時15	
分（実働8時間、交代制）
◆勤務場所	 椎の実子供の家または第
二椎の実子供の家

◆報酬（月額）		 大卒＝227,200円～、短
大卒＝218,800円～、交通費支給（上限
40,000円）
※賞与（4カ月＋8万円〈29年度実績〉）、住
宅手当（法人規程による）、住宅借り上げ
支援制度あり（月額82,000円限度）。
◆採用予定日		 30年4月1日
◆試験	 1月28日㈰

電話連絡のうえ12月18日㈪～1月
25日㈭に履歴書（写真貼付）・資格証の
写しまたは資格取得見込証明書を直接
または郵送で「〒181-0015大沢4-8-8
椎の実子供の家」・☎32-4103へ

（社福）朝陽学園　正職員（1人）
◆職種	 保育士・児童指導員
◆資格	 保育士、社会福祉士または教育
職員免許
◆勤務時間	 週5日の交代制
◆勤務場所	 同園（大沢2-4-1）、付近の
グループホーム
◆報酬	 月額186,887円～、交通費支給
※昇給・賞与・諸手当あり、年次有給休	
暇、社会保険などの適用あり。

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
「〒181-0015大沢2-4-1朝陽学園」・☎
32-6234へ
※くわしくは同園ホームページ http:	
//www.choyogakuen.com/へ。
武蔵野税務署　非常勤職員（80人）
◆職務内容	 申告書作成用パソコンの操	
作補助、書類整理、受付・案内業務など
◆資格	 窓口対応、パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができる方
◆勤務期間	 30年1月下旬～3月末（複
数の期間設定あり）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30
分～午後1時または0時30分～5時（実働
4時間）、②月～金曜日午前8時50分～午
後1時または0時50分～5時（実働4時間
10分）、③月～金曜日午前9時～午後5時
（実働5時間30分。時間は応相談）、日曜
日の勤務あり、いずれも祝日は休み
◆勤務場所	 同署（武蔵野市吉祥寺本町
3-27-1）または同署管内無料相談会場

◆報酬	 時給980円、交通費支給
同署☎53-1311へ

「こころの相談室」「こころの相談
ダイヤル」をご利用ください
◆女性のためのこころの相談室
毎週木・土曜日午後1時～5時（祝日、

年末年始を除く。1回1時間まで）
女性交流室（下連雀3-30-12中央通り

タウンプラザ（公財）三鷹国際交流協会内）
事前に相談・情報課☎内線2215へ

◆こころの相談ダイヤル（事前予約不要）
☎29-9864（相談員直通）
毎月第2火曜日午後2時～4時、第4火

曜日午後6時～8時（祝日を除く。1回30
分まで）
企画経営課☎内線2115

総合オンブズマン相談 
（平成30年1月）
中村一郎さん（弁護士）＝4・11・25

日、片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝
18日、いずれも木曜日午後1時30分～
4時30分
相談・情報課（市役所2階）
同課☎内線2215へ

第220回 
東京都都市計画審議会の傍聴
平成30年2月6日㈫午後1時30分から
15人
都庁内会議室
1月16日㈫（消印有効）までに往復は

がきで必要事項（11面参照）を「〒163-
8001東京都都市整備局都市計画課」へ
（1人1通。申込多数の場合は抽選後、決	
定通知を送付）
同課☎03-5388-3225

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。
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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。


