
相談対応、同センター事業の企画・運
営事務
◆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短大卒業以上で、心理学関係学科・
教育学科・社会学科・芸術学科または
体育学科を修了、③児童厚生二級指導
員資格を有する、④高卒以上で児童福
祉施設での勤務経験が2年以上ある、⑤
社会教育主事講習の修了証書を有する、
⑥公民館（社会教育法に定めるもの）で
週30時間以上の社会教育指導の実務経
験が3年以上ある
◆任用期間	 4月1日～令和3年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間	 週4・5日（実働週30時間
以内）
◆報酬（月額）	 189,500円、交通費支
給（上限55,000円）、期末手当支給
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 2月1日㈯に書類・面接審査
※2月下旬までに結果を通知。

1月20日㈪～29日㈬に電話連絡の
うえ、履歴書（写真貼付）・資格証の写し・
作文「多世代交流について思うこと」（A4
判40字×36行）を本人が同センター☎
31-6039へ
西多世代交流センター保育室　 
保育者
◆業務内容	 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）
◆任用期間	 4月～令和3年3月
◆勤務時間	 主に木・金曜日の週1・2
日午前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＝1,180円、子	
育て支援員＝1,130円、無資格者＝1,110	
円
1月20日㈪～24日㈮に履歴書（写真貼

付）を本人が同センターへ
同センター☎31-6039

市立小学校　 
教育活動支援員
◆業務内容	 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
◆任用期間	 4月6日㈪～7月20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）	 1,180円、交通費支給（日

額上限880円）
1月20日㈪～31日㈮（必着）に履歴書

（写真貼付）を直接または郵送で「〒181-
8505指導課」（教育センター1階）へ（2月
13日㈭午前に面接）
同課☎内線3243

高齢者住宅生活協力員（3人）
◆業務内容	 入居者の見守り、緊急時
対応、交流促進など（原則土・日曜日は
休み）
◆応募要件	 次のすべてに該当する方。
①都内に居住、②おおむね55歳以下で
生活協力員居室に家族で住み込める、
③世帯の平成30年中の所得の合計が所
得基準の範囲内、④現に自ら居住する
ための住宅を必要としている（自家所有
者などは不可）
※所得基準はお問い合わせください。
◆場所	 都営下連雀7丁目シルバーピア、
都営新川1丁目シルバーピア、都営牟礼
6丁目シルバーピア（いずれも生活協力
員居室に常駐）
◆謝礼（月額）	 住宅使用料（117,700円
～132,900円）に100,000円を加えた額
◆入居予定日	 6月以降
1月20日㈪～31日㈮（必着）に履歴書

（写真貼付）・応募動機（800字程度）を直
接または郵送で「〒181-8555高齢者支
援課」（市役所1階12番窓口）へ
同課☎内線2627

生活福祉課　 
生活保護関係療養管理支援員（1人）
◆業務内容	 生活保護受給者の生活習
慣病予防などに向けた保健指導・生活
支援
◆資格	 保健師免許を有し、保険・医療・
福祉業務の実務経験が3年以上の方
◆任用期間	 4月1日～令和3年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆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）	 249,000円、交通費支
給（上限55,000円）、期末手当支給
※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、
同課で入手可）をご覧ください。
1月20日㈪～2月5日㈬午後5時（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）・資格証の写し・
作文「生活保護受給者の生活習慣病予防
と健康管理支援について私にできること」

（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、2月15日㈯に面接）
同課☎内線3631

（公財）三鷹市スポーツと文化財団 
特別雇用職員
◆職種	 音楽企画員、演劇企画員（各1
人）
◆資格	 音楽事業、演劇・落語・映画
事業の企画・運営業務に意欲のある方
◆勤務期間	 4月1日～令和3年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 午前8時30分～午後10時
（交代制勤務。実働7時間45分）
◆勤務場所	 芸術文化センター
◆報酬（月額）	 211,255円（地域手当を
含む）、交通費支給
※社会保険などの適用あり。
1月26日㈰（消印有効）までにエント

リーシートと小論文（同財団ホームページ
http://mitaka-sportsandculture.	

or.jp/から入手）を「〒181-0012上連雀6-	
12-14三鷹市芸術文化センター」へ
同センター☎47-9100

（社福）三鷹市社会福祉事業団　 
職員
◆職種	 ①介護職（パートタイマー）、
②ホームヘルパー（登録職員）
◆資格	 介護福祉士、介護職員初任者
研修または介護職員実務者研修修了者
（ホームヘルパー2級以上）
◆勤務場所	 ①牟礼老人保健施設はな
かいどう、②ヘルパーステーションはな
かいどう
◆勤務時間	 ①祝日を除く月～金曜日
午前9時～午後4時（応相談）、②応相談
（研修期間あり）
◆報酬（時給）	 ①1,300円、②身体介護
＝1,550円～、生活援助・介護予防＝
1,300円～、訪問型サービス＝1,260円
（資格の有無による。勤務実績に応じて
昇給、報奨金あり。土・日曜日、祝日、
早朝夜間の勤務は時給400円割増）
◆採用予定日	 随時

電話連絡のうえ、履歴書（写真貼
付）・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」・☎44-5211へ
※詳しくは同事業団ホームページ
https://www.mitaka.or.jp/へ。
あかね保育園　職員
◆職種	 ①保育補助、②用務（いずれも
パートタイマー）
◆勤務期間	 4月1日～令和3年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 週5日①午後3時～6時、
②午後2時15分～6時15分（いずれも応
相談）
◆報酬（時給）	 ①有資格者＝1,200円、
無資格者＝1,070円、②1,070円、交通
費支給

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（下連雀2-18-12）・☎49-2671へ

（社福）朝陽学園　職員
◆職種	 保育士・児童指導員（正職員）
◆資格	 昭和40年4月2日以降生まれ
の保育士、児童指導員、教育職員免許
所持者（取得見込みも可）
◆勤務時間	 週5日の交代制
◆勤務場所	 同園（大沢2-4-1）または付
近のグループホーム

◆報酬（月額）	 202,383円～218,807
円（資格の有無・経験による）、交通費
支給
※賞与あり。
◆採用予定日	 随時または4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「〒181-0015大沢2-4-1朝陽学
園」・☎32-6234へ
※詳しくは同園ホームページ http:	
//www.choyogakuen.com/へ。
連雀地区住民協議会事務局 
嘱託員（1人）
◆業務内容	 一般事務、経理事務、施
設管理、窓口対応、諸活動関係事務など
◆資格	 普通自動車運転免許を有し、
パソコン操作（ワード・エクセル）ができ
る方
◆勤務期間	 4月1日～令和3年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間	 午前9時45分～午後4時45	
分、午後2時～9時（交代制、日曜日の勤
務あり。実働週30時間以内）
◆勤務場所	 連雀コミュニティセンター
◆報酬（月額）	 175,900円、交通費支
給（上限55,000円）、期末手当支給
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 第1次＝申込時に作文を提出
※詳しくは募集要項（同協議会ホーム
ページ、同センターなどで入手可）をご
覧ください。
2月12日㈬までに受験申込書兼履歴

書（写真貼付）・作文を同センターへ
同事務局☎45-5100

総合オンブズマン相談（2月）
6日＝中村一郎さん（弁護士）、13・

20・27日＝片桐朝美さん（杏林大学准教
授）、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

空き家セミナー＆個別相談会
東京都行政書士会武鷹支部、三鷹市

空き家等対策協定団体、市
2月9日㈰①セミナー「相続から考え

る持ち家の活かし方」＝午後1時～2時
55分（0時30分から受付）、②個別相談
会＝午後1時～4時
①40人
三鷹産業プラザ
同支部☎30-5899、都市計画課☎内

線2812へ（予約優先、当日参加も可。①	
は先着制）
同課☎内線2812

みたか国際化円卓会議（第11期） 
第1回の傍聴
1月23日㈭午後6時30分～8時
5人
国際交流センター
必要事項（15面参照）を企画経営課	

☎内線2115・ 48-1419・ kikaku	
@city.mitaka.lg.jpへ（先着制）

※「市からのお知らせ」は15面からご覧ください。

当日の
スケジュール

がんばる地域応援プロジェクト
発表会・交流会

コミュニティ創生課☎内線2512
　市では、コミュニティ創生をキーワードに、地域の新たな「共助」の仕組
みづくりに取り組んでいます。その一環として、町会・自治会などの地域
自治組織が実施する、地域の課題解決に向けた取り組みなどに対して助成
金を交付する「がんばる地域応援プロジェクト」を行っています。
　各団体による成果報告の場として、同プロジェクトの発表会・交流会を
開催します（交流会からの参加も可能です）。
2月8日㈯午前9時30分～午後1時　 市民協働センター
当日会場へ

※手話通訳希望者は2月3日㈪までに同課へご連絡ください。

午前9時30分～	 開会
　　9時40分～	 助成金交付団体による発表
午後0時26分～	 交流会
　　1時	 閉会
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