
令和2年度　杏林大学	
「高齢社会における地域活性化コー	
ディネーター養成プログラム」
　地域で活動中の方や今後さらに地域
活動を深めたい、広げたいと考えてい
る方を対象に、地域振興や高齢社会の
諸問題などを学びます。

4月～令和3年3月
在勤を含む市民で高校卒業または同

等以上の学力を有する方20人程度
同大学井の頭キャンパス（下連雀5-4-1）
45,000円
同大学地域交流課☎47-8052

※申込方法など詳しくは同大学へ。

市民農園の利用者
◆募集農園・区画　①井口市民農園（井
口5-8）＝58区画、②大沢市民農園（大沢
2-11）＝105区画、1区画20㎡
◆利用期間　4月1日～令和4年1月31日
◆年間利用料　12,000円

市民
2月5日㈬（必着）までに必要事項（15

面参照）・希望農園名・本人確認書類の
写し・結果通知用はがき（返送先明記）を

「〒181-0012上連雀8-3-10NPO法人花
と緑のまち三鷹創造協会」へ（ほかの市
民農園利用者は申込不可。利用者、区
画は2月21日㈮の抽選で決定）
※抽選の立ち会い希望者は2月14日㈮ま
でに同法人☎46-2081へ。

同法人☎46-2081
三鷹市農業委員会委員候補者の
推薦・公募（20人）
◆任期　7月20日～令和5年7月19日（3
年間）

1月20日㈪～2月17日㈪に必要書類
（市ホームページまたは農業委員会事務
局で入手可）・職業が農業でない方は小
論文「三鷹市における農業振興について」

（1200字）を同事務局（第二庁舎2階）へ
※詳しくは市ホームページをご覧くださ
い。

同事務局☎内線3063
三鷹市環境基金活用委員会委員
◆内容　基金の活用に関する検討や、
優良な環境活動への支援・顕彰の審査
など。年4回程度の会議開催を予定

◆任期　5月31日から2年間（予定）
①市内で環境活動をしている非営利

団体、②市内に事業所を有する事業者、
各1人

2月19日㈬（必着）までにレポート①
「みんなで行う環境活動」、②「環境活動
を行う上での事業者の役割」（いずれも
400字以内）・必要事項（15面参照）、性別、
団体・事業者の名称と代表者名、活動
や事業内容が分かるものを直接または
郵送、ファクス、電子メールで「〒181-
8555環境政策課」（第二庁舎2階）・
45-5291・ kankyo@city.mitaka.lg. 
jpへ（提出書類の形式は自由。申込多数
の場合は抽選）
※一般市民委員は、無作為抽出方式で
選出します。

同課☎内線2524
「みたか住まいのお助け隊（仮）」	
掲載事業者
　自然災害などによる住宅トラブルの
早期解決と市内建設業者の受注数増加
を目的とした冊子に掲載する建設業者
を募集します。

1月31日㈮までに三鷹商工会 http: 
//www.mitaka-s.jp/へ

同会（栗原）☎49-3111
三鷹市シルバー人材センター	
入会説明会

①2月5・19日の水曜日午前10時～正午、
②25日㈫午後2時～4時

健康で働く意欲のあるおおむね60歳
以上の市民

①シルバー人材センター、②三鷹駅
前コミュニティセンター

シルバー人材センター☎48-6721・
http://mitaka-sc.or.jp/mm3- 

join.htmlへ

就職活動支援セミナー
1月31日㈮午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

30人
市民協働センター
1級キャリアコンサルティング技能士

の中里紀子さん
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、筆記用具

必要事項（15面参照）をわくわくサ
ポート三鷹☎45-8645・ 45-8646へ

（先着制）
働きたい女性と企業の交流会	
　働き方改革に取り組む企業の採用担
当者と交流できます。

2月13日㈭午前10時～正午
再就職を希望する女性で、就労アン

ケートに協力できる方20人、保育（1歳
～未就学児）5人

三鷹産業プラザ
2月6日㈭まで（保育希望者は1月30日

㈭まで）に必要事項（15面参照。保育希
望者はお子さんの年齢も）を㈱まちづく
り三鷹 project@mitaka.ne.jpへ（先
着制。保育は申込多数の場合は抽選）

同社☎40-9669
令和2年国勢調査　調査員
　10月1日を期日として、全国一斉に行
われる国勢調査の調査員を募集します。

次のすべてに該当する方。①原則満
20歳以上、②市内および近隣市在住、
③健康で責任感がある、④守秘義務を
守れる、⑤警察、興信所、選挙などに
直接関係がない、⑥暴力団員やそのほ
かの反社会的勢力に該当しない
◆職務内容（8月下旬～10月下旬）　調
査員説明会への出席、担当地域の確認、
調査票の配布・回収、調査票の整理・
提出など
◆報酬　約75,000円（2調査区〈150世
帯程度〉当たり）

申請書（市ホームページから入手可）
を直接または郵送、ファクス、インター
ネットで「〒181-8555企画経営課」（市
役所5階 ）・ 29-9132・ https://
www.shinsei.elg-front.jp/tokyoへ（申
込後、面談）

企画経営課☎内線2118
高齢者支援課　	
介護認定調査員
◆業務内容	 要介護認定申請者への訪
問調査、調査票作成など
◆資格	 都道府県主催の認定調査員新
規研修修了者または任用前に三鷹市の
指定する研修を受講して修了できる方で、
介護支援専門員・社会福祉士・介護福
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
◆任用期間	 任用日～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、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、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6日㈭に面接

1月27日㈪（必着）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「〒181-8555
高齢者支援課」（市役所1階11番窓口）へ

同課☎内線2683
市立小・中学校　	
学校図書館司書（4人）
◆業務内容	 児童・生徒の読書活動の
指導、図書の貸し出し・返却、分類・整
理、学校図書館の地域開放業務
◆資格	 司書資格を有し、パソコン（ワー
ド・エクセル）操作ができる方

◆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	 週6日（実働週29時間）
※学校の長期休業期間は週5日（実働週
25時間）。
◆報酬（月額）	 162,369円、交通費（上
限55,000円）、期末手当支給
※社会保険などの適用あり。

1月27日㈪（必着）までに履歴書（写真
貼付）・資格証の写し・作文「主体的・対
話的で深い学びを促すための読書活動の
推進について、司書としてできること」

（400字詰め原稿用紙3枚程度）を直接ま
たは郵送で「〒181-8505総務課」（教育
センター1階）へ（書類選考後に面接）

同課☎内線3215
市立小・中学校	
用務員（5人程度）
◆業務内容	 学校敷地・ 施設 の 清掃、
来客・来賓の接待など
◆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1～4日（ 実働週7時間
45分～31時間）
◆報酬（月額）	 45,854円～183,416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。

1月27日㈪（必着）までに履歴書（写真
貼付）・作文「私の職業観と用務員の仕事
を通じて実現したいことについて」（400
字詰め原稿用紙2枚程度）を直接または
郵送で「〒181-8505総務課」（教育セン
ター1階）へ（書類選考後に面接）

同課☎内線3215
三鷹市教育委員会	
学習指導員
◆資格	 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
◆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日（曜日は応相談）午前
8時30分～午後5時
◆勤務場所	 一中、教育センター
◆報酬（月額）	 184,500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。

2月6日㈭（消印有効）までに受験申込
書兼履歴書（市ホームページまたは学務
課で入手。写真貼付）・資格証の写し・
卒業証明証・レポート「長期欠席傾向の
ある児童・生徒への関わり方」（A4判）を
特定記録郵便で「〒181-8505学務課」
へ（書類選考合格者は面接）

同課☎内線3291
総合保健センター相談員
◆職種	 保健師、助産師
◆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
◆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。
◆試験	 2月16日㈰午前9時から小論文、
面接審査
※詳しくは募集要項（市ホームページで
入手可）をご覧ください。

健康推進課☎内線4221
西多世代交流センター　	
支援員
◆業務内容	 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・

三鷹市社会福祉協議会への寄付（10月・11月）

（敬称略）

●一般寄付
民生・児童委員協議会	 41,500円
島田猛	 10,000円
寺門隆洋	 10,000円
森セイ子	 10,000円
大成高校	 9,700円
高村真	 5,000円
根道一男	 4,000円
三鷹トリム体操クラブ	 3,700円
中原三葉会	 2,925円
近郷直	 2,100円
千葉孝正	 970円
北多摩建設産業労働組合	 597円
第 41回福祉バザー募金箱	 412円
匿名3件	 9,027円

●一円硬貨募金	
㈱いなげや三鷹牟礼店	 34,130円
高齢者福祉センター	 15,030円
牟礼明	 12,797円
牟礼寿会	 5,848円
上二親交クラブ	 1,767円
観音寺	 1,598円
四ツ葉ときわクラブ	 1,450円
牟礼笑楽会	 1,322円
山崎慎子	 707円
金子哲夫	 507円
食 de絆	 376円
匿名3件	 4,909円

●ボランティア基金
田島穆	 1,000,000円
三鷹駅前立寄りサロン	 10,000円
渡辺英祐	 8,400円
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