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広報みたか

生活福祉課

No.1635

2019.1.20

嘱託員
（1人）

◆職種 自立支援員
（就労支援業務）
◆職務内容 生活保護受給者の就労支
援、日常生活などの自立支援
◆資格 ハ ロ ー ワ ー ク の 職務経験者、
または雇用・就労促進の知識と技能が

ある方
◆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～金曜日のうち週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

8時30分～午後5時
（実働週30時間、年
に数回土曜日の勤務あり）
◆勤務場所 市役所
◆報酬
（月額） 217,000円
（30年4月実
績）
、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7日㈭または8日㈮に面接
1月31日㈭
（消印有効）までに履歴書
（ 写真貼付。日中連絡できる電話番号
を必ず記載）
・資格証の写し・作文「応
募の動機」
（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

多世代交流センター

嘱託員

◆職務内容 児童青少年の健全育成に
関する指導、自主的な活動への支援、
児童青少年・ 保護者 から の 相談対応、
多世代交流センター事業の企画・運営
◆資格 次のいずれかに該当する方

①保育士または教育職員免許を有する、
②短大または大卒以上で心理などの関
連学科、教育・社会・芸術・体育学科
を修了した、③児童厚生2級指導員資
格を有する、④社会教育主事講習の修
了証書を有する、⑤公民館
（社会教育法

作を含む
◆資格 ①学芸員または司書同等の実
務経験者、②教育職員免許、保育士ま
た は 自然科学教育普及実務経験者 で、
いずれも実務経験が1年以上ある方

◆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 ①月・水・木・金曜日、②月・
水・木・日曜日、いずれも午前8時30分
～午後5時
（実働週30時間、土・日曜日
と平日夜間を含む変則勤務の場合あり）

◆報酬
（月額） ①175,900円、
②189,500
に定めるもの）で週30時間以上の社会
円
（いずれも30年4月実績）
、交通費支給
教育指導の実務経験が3年以上ある
（① （上限20,000円）
②は取得
〈修了〉
見込みも可）
※ 社会保険などの適用あり。
◆勤務期間 4月1日～平成32年3月31
2月4日㈪
（消印有効）
までに受験申込
子育て支援課 嘱託員
（1人）
◆職種 三鷹市母子・父子自立支援プ
日
（再度の任用をする場合あり）
書兼履歴書
（写真貼付）
・資格証の写し・
ログラム策定員兼婦人相談員
◆勤務時間 月～日曜日のうち4・5日
作文を特定記録郵便で「〒181-0015大
◆職務内容 母子・父子自立支援プログ （実働週30時間以内。第4日曜日、祝日、 沢2-21-3国立天文台内三鷹市星と森と
ラム策定業務および婦人相談業務全般
年末年始を除く）
絵本の家」へ
（書類選考後、2月19日㈫
◆資格 社会福祉士または精神保健福
◆勤務場所 東多世代交流 セ ン タ ー、 に面接）
用紙2枚に手書き）を直接または特定記
祉士の有資格者
（取得見込みも可）
、も
西多世代交流センター
録郵便で「〒181-8555生活福祉課」
（市
※詳しくは募集要項（市ホームページ、
しくは同等の知識または福祉相談業務
◆報酬
（月額） 189,500円（30年4月実
役所2階21番窓口）
へ
（書類選考後、3月
同施設で入手）
をご覧ください。
経験者でパソコン
（ワード・エクセル） 績）
、交通費支給
（上限20,000円）
同施設☎39-3401
2日㈯に面接）
※ 社会保険などの適用あり。
※詳しくは募集要項（市ホームページ、 操作ができる方
総合保健センター 嘱託員
（各1人）
◆勤務期間 4月1日～平成32年3月31
◆試験 第1次試験＝書類審査、第2次
同課で入手）
をご覧ください。
◆職種 ①助産師、②口腔（こうくう）
日
（再度の任用をする場合あり）
試験＝面接
衛生指導員
同課☎内線2671
◆勤務時間 平日午前9時 ～ 午後4時
※3月上旬までに結果を通知。
◆職務内容 各種健康診査、健康相談、
高齢者支援課 嘱託員
1月21日㈪～2月1日㈮に電話連絡
（実働6時間）
◆職種 介護認定調査員
保健指導業務、関連事務など
のうえ履歴書
（写真貼付）
・資格証の写し・
◆報酬
（月額） 204,200円
（30年4月実
◆職務内容 要介護認定申請者への訪
◆資格 ①助産師免許、②歯科衛生士
作文「多世代交流について思うこと」
（A4
績）
、交通費支給
（上限20,000円）
問調査、調査票作成
資格を有し、いずれも実務経験が3年
判40字 ×36行）を本人が高山小学童ク
※ 社会保険などの適用あり。
◆資格 都道府県主催の認定調査員新
以上ある方
ラブ内東西多世代交流センター仮事務
1月21日㈪～2月1日㈮
（必着）に履歴
規研修修了者または任用前に三鷹市の
◆勤務期間 4月1日～平成32年3月31
所
（牟礼3-10-24）
へ
（1月26日㈯・27日
（写真貼付）
・小論文「市役所の福祉相
指定する研修を受講して修了できる方で、 書
日
（再度の任用をする場合あり）
㈰を除く）
談業務において相談員に求められるこ
介護支援専門員・社会福祉士・介護福
◆勤務時間 月 ～ 金曜日 の うち4日午
◆報酬
（月額） 245,000円（30年4月実
績）
、交通費支給
（上限20,000円）
※ 社会保険などの適用あり。
1月21日㈪～2月8日㈮
（必着）
に履歴
書
（写真貼付。日中連絡のできる電話番
号を必ず記載）
、作文「生活保護受給者
と向き合って就労支援を行うに当たり
最も重視すべきこと」
（400字詰め原稿

祉士・保健師免許・看護師免許・理学
療法士免許・作業療法士免許のいずれ
かを有する方
◆勤務期間 任用日～平成32年3月31

日
（再度の任用をする場合あり）
◆勤務時間 月～金曜日のうち4日午前

「〒181-8555高齢者支援課」
（ 市役所1
階11番窓口）
へ
同課☎内線2683

と」
（800字程度）を直接または郵送で

「〒181-8555子育て支援課」
（ 市役所4
階42番窓口）
へ
※ 書類選考後、2月中旬に面接予定。
同課☎内線2751

みなさんの寄付をまちづくりに役立てています
企画経営課☎内線2113
（寄付に関する相談）
市では、寄付していただいた方々のご厚意を趣旨に沿った事業などに活用
させていただいています。今後も引き続き、みなさまからのご支援をお願い
いたします。
◆ご協力いただいた方
（平成30年12月）
( 敬称略・本人の希望により氏名の
みの表記あり）
【都市の整備・自然環境の保全のために】

匿名

【福祉・子ども子育て支援のために】
太田道子
ドン・ボスコ チャリティワールド
東京むさし農業協同組合
伊藤富男
畑谷秀樹
匿名(３件）
鴨下清利、谷山裕
【平和事業の推進のために】 匿名
【学校教育・生涯学習の充実のために】

5,000円
5,000,000円
300,000円
142,795円
50,000円
30,000円
417,000円
20,000円

中島毅雄

【環境にやさしい活動支援のために】
三鷹市農業祭運営委員会
642,820円
JA 東京むさし三鷹地区青壮年部
59,767円
JA 東京むさし三鷹緑化センター出店者会 20,000円
JA 東京むさし三鷹地区職員一同
10,976円
【防災活動のために】
東京土建一般労働組合 三鷹武蔵野支部	 21,938円
※市への寄付は、所得税の寄付金控除や個人住民税の寄付金税額控除の対象にな
ります。確定申告を行わなくても控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特
例制度」を利用する方は、寄付時にマイナンバーと本人確認書類をお持ちください。

寄付について、詳しくは市ホームページ「ふるさと納税特設サイト」
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/furusato_nouzei/をご覧ください。
主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

東多世代交流センター☎44-2150、
西多世代交流センター☎31-6039

西多世代交流センター保育室
保育者

◆職務内容 同保育室 で の 満1歳 ～ 就
学前のお子さんの保育
◆資格 保育士
（無資格者も可）
◆勤務期間 4月～平成32年3月
◆勤務時間 週1・2回午前9時30分～午
後0時30分
（会議などの変則勤務日あり）
◆報酬
（時給） 有資格者＝1,140円、子

育て支援員＝1,090円、無資格者＝1,070
円

1月21日㈪～25日㈮
（必着）
に履歴書
（写真貼付）を「〒181-8555児童青少年
課」へ（2月4日㈪・12日㈫いずれも午
後に面接）
同センター☎31-6039

三鷹市星と森と絵本の家
嘱託員
（各1人）

◆職種 ①一般事務
（学芸員・司書など）
、
②教諭・保育士
◆職務内容 ①展示企画・企画に関す
る市民参加コーディネート、展示室の
運営 と 来館者対応、 資料管理・ 収集、
広報など、②体験活動の企画・体験活

動の企画に関する市民参加コーディネー
ト、来館者対応、活動プログラムの実
施など。いずれも基本的なパソコン操

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（30年4月実

績）
、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24日㈰に小論文、面接
1月21日㈪～2月15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」
（元気創造プラザ2階）
へ
健康推進課☎内線4221

子ども家庭支援センターすくすく
ひろば 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）
を有する方
（取得見込みも可）
◆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10時～午
後5時
（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）
・作文「ひろ

ば事業であなたが心掛けたいこと」
（800
字以内）
、あれば資格証の写しを同ひろ
ば☎45-7710へ
（書類選考後、2月12日

（敬称略）

三鷹市社会福祉協議会への寄付（平成30年11月分）
●一般寄付
三鷹三田会
三鷹市赤十字奉仕団
福祉バザー
学童ゲームコーナー
高村真
根道一男

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

22,700円
10,000円
9,322円
5,000円
2,000円

問い合わせ

いきいきコーラス
396円
匿名
10,000円
●福祉基金
匿名（2件）
1,030,000円
●ボランティア基金
北多摩建設産業労働組合
2,543円

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

