
㈫に面接・ピアノ実技）
ファミリー・サポート・センター 
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、社会福祉士または同
等の知識・経験があり、パソコン操作
のできる方
◆勤務期間	 4月1日～平成32年3月31
日（再度の任用をする場合あり）
◆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（30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。

2月5日㈫午後5時までに電話連絡
のうえ、履歴書（写真貼付）・資格証を
すくすくひろば☎45-7710へ（書類選
考後、2月12日㈫に面接）
※申込時に指定された課題を面接時に
提出。
子ども発達支援センター 
くるみ幼児園　臨時職員（1人）
◆職務内容	 通園児の給食調理
◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午
後2時30分（実働4時間30分）
◆報酬	 時給1,050円、交通費支給（日
額上限864円）
※社会保険の適用あり。
◆採用予定日	 2月1日（応相談）

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を本人が同センター（元気創造プラザ1
階）☎45-1122へ（面接あり）
市立小学校第1学年支援員　 
臨時職員
◆職務内容	 小学校新1年生の学校生
活全般の支援
◆資格	 教育職員免許または保育士
◆勤務期間	 4月8日㈪～7月19日㈮
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時～午後
3時（実働週20時間、土曜日の勤務あり）
◆報酬	 時給1,140円、交通費支給（日
額上限864円）
1月21日㈪～2月1日㈮（必着）に履歴

書（写真貼付）を直接または郵送で「〒	
181-0004新川6-35-28指導課」（教育
センター暫定施設2階）へ（2月15日㈮午
前に面接）
同課☎内線3243

学童保育所　職員
◆職種	 ①正職員、②嘱託員（いずれも
若干名）、③臨時職員、④土曜日嘱託職
員
◆資格	 ①昭和53年4月2日以降生まれ、
②昭和29年4月2日以降生まれのいずれ
も保育士または教育職員免許を有する
方（取得見込みも可）、③④保育士、教
育職員免許（③は無資格者も可）
◆勤務期間	 ③④採用日～平成32年3
月31日（再度の任用をする場合あり）
◆勤務時間 	①年間平均週35時間、②
年間平均週30時間、③④午後1時～7時
（応相談）
◆勤務場所	 市内23カ所の学童保育所
◆報酬	 ①月額154,663円～229,242
円、②月額184,700円～、③有資格者
＝時給1,140円、無資格者＝時給1,070
円、④時給1,425円、いずれも交通費
支給（②④月額上限20,000円、③日額
上限864円）
※①②社会保険の適用あり。

◆採用予定日	 ①②4月1日
◆試験	 ①2月9日㈯午前9時から、②
23日㈯午前10時30分から、③④応募
書類提出時に面接
1月21日㈪～2月4日㈪に履歴書（写

真貼付）・資格証の写し・①は卒業証明
書または卒業見込み証明書を三鷹市社
会福祉協議会へ（②は2月8日㈮まで、
③④は電話連絡のうえ2月2日㈯まで）
同協議会①②☎46-1108・③④☎46-	
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（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①介護職（契約職員。正職員へ
の登用あり）、②介護職（パートタイマー）、
③保健師・看護師（正職員）、④調理員、
⑤相談員（④⑤契約職員）
◆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
昭和48年4月2日以降生まれの保健師ま
たは看護師免許を有する方、④栄養士
または調理師免許、⑤社会福祉士また
は保育士、普通自動車運転免許（AT車
限定可）
◆勤務時間	 ①早番・日勤・遅番・夜
勤の4交代制。夜勤は月4～6日程度（応
相談）、②午前11時30分～午後8時15
分（週2・3日程度。応相談）、③月～金
曜日午前8時30分～午後5時15分、④
月～金曜日午前8時30分～午後5時、⑤
月～土曜日のうち5日午前8時30分～午
後7時30分の交代制（実働7.75時間）
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③同事業団が運営する保育園、
こども園、④三鷹赤とんぼ保育園、⑤
母子生活支援施設三鷹寮
◆報酬	 ①月額245,000円（介護福祉
士以外は235,000円）、②時給1,300円、
③月額210,448円～284,480円（経験
などによる）、④月額195,000円、⑤月
額230,000円
※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）。
※③賞与あり（今年度実績4.6カ月分。
採用１年目は異なる）。宿舎借り上げ制
度あり（月額82,000円まで。対象外の
場合は同事業団規定の家賃補助制度あ
り）。処遇改善手当あり（月額20,000
円）。
※④⑤賞与あり（今年度実績130,000
円程度。採用１年目は異なる）。
◆採用予定日	 ①②随時、③～⑤4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「〒181-0002牟礼6-12-30
三鷹市社会福祉事業団」・①～③☎44-
5211・④⑤☎24-8881へ
※詳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（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
◆資格	 ①保健師免許または看護師免
許、②主任介護支援専門員または介護
支援専門員（経験者）
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時30分
～午後5時30分（土曜日の勤務あり）
◆報酬	 ①年収440万円～、②年収
370万円～、いずれも交通費支給

同センター☎40-7204へ
西部地域包括支援センター　 
職員（1人）
◆職務内容	 総合相談、介護予防ケア

マネジメントなど
◆資格	 保健師免許または看護師免許、
主任介護支援専門員
◆勤務時間	 午前9時～午後5時
◆報酬	 月額188,550円～
◆採用予定日	 4月1日

（社福）東京弘済園☎43-3319へ
三鷹の森ジブリ美術館　社員
◆職種	 同館での補助的業務（パートタ
イマー）
◆勤務時間	 週2・3日午前8時30分～
午後7時30分（実働8時間）または週3～
5日（1日4時間）
◆報酬	 時給1,000円、交通費支給
1月29日㈫（必着）までに履歴書（写真

貼付。希望勤務時間を記入）を「〒181-
0013下連雀1-1-83三鷹の森ジブリ美
術館」へ（書類選考後、面接）
市芸術文化課☎内線2912

まなびの森保育園三鷹　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②調理師
（パートタイマー）
◆資格	 ①保育士（取得見込みも可）、②	
栄養士または調理師免許（無資格者も可）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前7時～
午後8時の交代制、②週2・3日午前8時
30分～午後4時（いずれも月1回土曜日
の勤務あり。②は応相談）	
◆報酬	 ①大卒＝月額212,000円、短
大・専門学校卒＝月額210,000円、賞
与あり、②有資格者＝時給1,050円、
無資格者＝時給1,000円
◆採用予定日	 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同園（新川6-5-
15）・☎76-0708へ
武蔵野税務署　非常勤職員（30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	 2月中旬～3月末
◆勤務時間	 月～金曜日①午前9時～
午後5時（実働5時間30分）、②午後0時
30分～5時（実働4時間）、③午後0時50
分～5時（実働4時間10分）、時間は応相
談、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）
◆報酬	 時給1,030円、交通費支給

同署☎53-1311へ

休日無料法律相談
東京三弁護士会多摩支部、法テラス

多摩
2月2日㈯午前9時～午後0時10分（8

時50分から受付。1人30分程度）
在学・在勤を含む市民5人
三鷹産業プラザ
1月21日㈪午前9時から法テラス多

摩☎050-3383-5312へ（先着制）
法テラス多摩☎050-3383-5312、

市相談・情報課☎内線2215
総合オンブズマン相談（2月）
7・14・28日＝片桐朝美さん（杏林

大学准教授）、21日＝中村一郎さん（弁
護士）、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

平成30年度第4回 
三鷹市健康福祉審議会の傍聴
　『第4次三鷹市基本計画（第2次改定）』
『三鷹市自殺対策計画（素案）』について
など。
2月4日㈪午後7時～9時
10人
福祉センター
当日会場へ（先着制）
地域福祉課☎内線2615

平成30年度第2回バリアフリーの
まちづくり推進協議会の傍聴
2月5日㈫午前10時から
10人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2816

平成30年度第2回 
三鷹市使用料等審議会の傍聴
2月8日㈮午後6時30分～8時
10人
市議会協議会室（市役所３階）
当日会場へ（先着制）
水再生課☎内線2871

平成30年度第4回 
三鷹市都市計画審議会の傍聴
　三鷹台駅前周辺地区の都市計画道路
の廃止・地区計画の決定について	など。
2月13日㈬午前10時から
15人
市議会協議会室（市役所3階）
１月29日㈫（必着）までに必要事項

（15面参照）をはがきまたは電子メール
で「〒181-8555都市計画課」・ toshi	
keikaku@city.mitaka.tokyo.jpへ（申
込多数の場合は抽選）
同課☎内線2811

※「市からのお知らせ」は15面からご覧ください。

 第106回 太宰治作品朗読会   『グッド・バイ』（抜粋）
太宰治文学サロン☎26-9150

　朗読はフリーアナウンサーで朗読家の原きよさん（写真）。
2月15日㈮午後6時～6時50分　 25人
2月5日㈫（必着）までに往復はがきで必要事項（15面参

照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀3-16-14
グランジャルダン三鷹1階	太宰治文学サロン」へ（1人1通。
申込多数の場合は抽選）
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