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市からの連絡帳

制度です。
□募集人数　若干名
□資格・要件
①保育士・看護師・助産師・保健師
または教員の資格があり、子どもの
保育経験のあること　②年齢２５歳か
ら満６２歳までの健康で、ほかに職業
を持たず保育に専念できること　③
現に養育する６歳未満の子どもがい
ないこと　④保育専用室として通風
採光のよい６畳以上（３人の場合）
があること
□受け入れ対象　産休明けから３歳
未満で３人まで（補助員をつけると
５人まで預かれます）
□保育日　月～土曜日（日曜日、祝
日・年末年始を除く）
□保育時間　おおむね午後６時まで
□委託費　市から委託費が出ます。
①基本料金　年間３０万円
②子ども１人あたり
　月額８万１,２００円（４月現在）
　申 ７月３０日昭までに保育課（田無庁
舎１階）へご連絡ください。現場確
認も兼ねて訪問します。保育経験や
保育の実施場所などにより選考しま
す。詳しくは、お問い合わせを。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■障害者支援相談員
□採用人数　若干名
□業務内容　障害者福祉サービス利
用に係る相談、障害程度区分認定調
査等に関すること
□報酬額　日額１３，５００円
□資格　介護福祉士および介護支援
専門員の両資格があり、障害者に関
する施設または在宅での実務経験が
ある方
□選考方法　書類選考、面接試験
□試験日　７月１８日松
□案内配布　６月１５日捷～７月３日
晶・障害福祉課（両庁舎１階）、職員
課（田無庁舎５階）、市　HP からもダウ
ンロードできます。
　申 ６月１５日捷～７月３日晶までに直
接障害福祉課（保谷庁舎１階）へ
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）　

■地域密着型サービス事業者
公募にかかわる事業者説明会
　時 ・　場 ６月１２日晶午後２時・保谷庁舎
　対 平成２２年度に市内に地域密着型サ
ービス事業開設予定事業者
（要事前連絡）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

めて卒業した方
③学校教育に理解を示し、支援する
意欲のある方
□賃金　時給１，０００円（緊急雇用創出
の一環であり、学校の申請による臨
時的な配置となります)
　申 「平成２１年度指導補助員応募用紙」
を記入し、６月１５日捷午後５時まで
に教育指導課へ郵送（必着）または
直接持参
□案内配布　教育指導課（保谷庁舎
３階）、職員課（田無庁舎５階）のほ
か、市の　HP からもダウンロード可。
◆教育指導課 　保 （札内線２６３３）

■第９回市立児童館　　　　
　キャンプ指導員
□資格・人数　１９歳以上でキャンプ
経験があり、子どもが好きで心身と
もに健康な方。指導員打合せ会・オ
リエンテーションの両日とも参加で
きる方（一部保険料・昼食代等実費
負担あり）・１０人
□謝礼　８，０００円（日額）×４日（実施
日とオリエンテーション）
司キャンプ
　時 ８月４日昇～６日昭（２泊３日）
　場 山梨県北杜市白州町　尾白の森キ
ャンプ場
司指導員打ち合わせ会
　時 ・　場 ７月３日晶午後７時・田無庁舎
司オリエンテーション・スタッフ最
終打ち合わせ
　時 ・　場 ７月２８日昇午前９時～午後５
時・きらっと
　申 市販の履歴書に（写真添付）必要
事項を記入し、６月２日昇～１６日昇
午前９時３０分～午後６時（日曜日は
除く）までに、最寄りの児童館に提
出してください。
　問 みどり児童センター
（札４６３－３８２２）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

■学童クラブ指導員補助　　
（夏季アルバイト）
□資格・人数　１８歳以上（高校生除
く）・３０人程度
□勤務期間・時間　７月２１日昇～８
月３１日捷・午前８時３０分～午後６時
（８時間以内）　上記期間を継続的
に勤務できる方を優先します。
□賃金　有資格９８０円（保育士資格、
教諭免許取得者）、無資格９１０円
　申 市販の履歴書（写真貼付）、資格証
明書の「写し」（有資格者のみ）を６
月２５日昭までに児童青少年課（田無
庁舎１階）へ郵送（必着）または直
接持参※詳しくは、お問い合わせを。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

■家庭福祉員
　家庭福祉員（保育ママ）とは、施
設保育とは異なり、家庭的な雰囲気
の中で少人数の乳幼児の保育をする

的団体等の代表者その他住民のうち
から必要の都度、市長が任命するこ
ととなっています。そのうち、２人
を公募による市民委員として募集し
ます。
□応募資格　市内に在住する満１８歳
以上（６月１日現在）の方
□募集人数　２人（男女各１人）
※現在、ほかの審議会などの委員は
応募できません
□会議数　平日の昼間１０回以内
□任期　７月～１１月
□報酬　１回あたり１０，８００円
□応募要件　作文「私が特別職報酬
等審議会の委員に応募した理由」を
４００字～８００字程度にまとめ、提出
□選考方法　公開抽選
※応募資格および応募要件を満たさ
ない場合は、選考の対象としません
　申 課題作文、住所・氏名・生年月日・
電話番号を明記し、６月１６日昇まで
に、〒１８８－８６６６市役所職員課へ郵
送（消印有効）または直接持参
◆職員課 　田 （札４６０－９８１３）

■国民健康保険運営協議会委員
□審議内容　市長の諮問に応じ、国
民健康保険の運営に関し審議する
　時 不定期（日時は運営協議会で調整。
通常夜間開催）
□資格・人数　市の国民健康保険に
加入している１８歳以上の方・３人
※現在、ほかの審議会などの委員は
応募できません
□任期　７月１日～平成２３年６月３０日
□報酬　日額１０，８００円
　申 作文「西東京市の国民健康保険に
ついて」８００字程度にまとめ、住所・
氏名・生年月日・電話番号を明記し、
を６月１２日晶までに、〒１８８－８６６６
市役所健康年金課へ郵送（必着）ま
たは直接持参（６月下旬に選考結果
を送付）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■臨時職員（指導補助員）
　小学校における児童の学習支援な
どの補助的な業務などを行う指導補
助員を募集します。
□資格　次のいずれかに該当する方
①小学校教諭免許または特別支援学
校教諭免許を取得している方、臨床
心理士の資格などのある方
②学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
の規定による大学において心理学、
教育学もしくは児童学を専修する学
科またはこれらに相当する課程を修

 まちづくり 
■「イオン東久留米ショッピン
グセンター（仮称）建築事業」に
関する縦覧・都民の意見を聴く
会
◎評価書案に係る見解書
□縦覧・閲覧　６月５日晶～２４日昌
（閉庁日を除く）午前９時３０分～午
後４時３０分
□縦覧場所　環境保全課（エコプラ
ザ西東京）、東京都環境都市づくり
課（都庁第二本庁舎８階）、東京都多
摩環境事務所管理課（立川合同庁舎
４階）
□閲覧場所　情報公開コーナー（両
庁舎１階）、谷戸図書館、ひばりが丘
図書館
◎都民の意見を聴く会
　時 ７月２日昭午後１時
　場 東久留米市南部地域センター
（東久留米市ひばりヶ丘団地１８５）
　定 ７５人程度（当日午後０時３０分から
傍聴券を先着順に配布）。
※公述の申出がない場合、聴く会は
開催しません。
◎公述人の募集
□人数・公述時間　２５人程度（多数
の場合は抽選）・１人１５分以内
　申 対象事業の名称、意見の要旨、氏
名および住所（法人その他の団体は、
名称、代表者の氏名および都区域内
の事務所または事業所の所在地、都
民の意見を聴く会で意見を述べよう
とする方の氏名、住所および役職
名）を明記し、６月１２日晶～２６日晶
までに郵送（消印有効）または持参。
　詳しくは下記へお問い合わせを。
　問 東京都環境都市づくり課
（札０３－５３８８－３４４１）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 その他 

■職員の服装の軽装化
　６月～９月の間、クールビズを実施
しています。ご理解をお願いします。
◆職員課 　田 （札４６０－９８１３）

 募　集 

■特別職報酬等審議会の委員
　市議会の議員、市長および副市長
などの報酬額について審議します。
　特別職報酬等審議会条例により、
審議会の委員は１０人をもって組織
し、その委員は、市の区域内の公共

■審議会等会議
■社会教育委員の会議
　時 ６月９日昇午後２時
　場 保谷庁舎
　内 社会教育委員の活動な

ど

　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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①住宅の所在地　都内全域　
②募集戸数（家族向けのみ）
　あき家　３７戸　
③資格　都内に居住していること
（単身者は申込不可）その他詳し
くは募集案内をご覧ください。
④案内配布　６月１日捷～１０日昌
（土・日曜日は除く）・都庁案内所、
区・市役所、町村役場、東京都住
宅供給公社募集センター・各窓口
センター※６月６日松・７日掌は
午前９時３０分～午後５時まで、東
京都観光センターおよび東京都住
宅供給公社募集センターで配布し

ます。
　また申込書配布期間中のみ公社
　HP http://www.to-kousya.or.jp/か
ら入手できます。
⑤抽せん　７月９日昭午前１０時・
東京都住宅供給公社
　申 ６月１５日捷までに東京都住宅供
給公社募集センターに届いた申込
書に限る。ただし、先着順受付は
随時募集センターにて受け付け。
　問 東京都住宅供給公社募集センター
（札０３－３４９８－８８９４※土・日曜日
は除く）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）
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