員

非

常

勤

国民年金お得な口座振替
の前納申込みはお早めに

国民年金保険料は、２年度
分︵４月〜翌々年３月分︶、
１年度分︵４月〜翌年３月
分︶、半年分︵４月〜９月分、
月〜翌年３月分︶を前払い
すると割引になる﹁前納制
度﹂があります。
▽持ち物 年金手帳、預貯金
通帳、通帳の届出印
▽申込み方法 ２月 日㈬ま
でに預貯金口座がある金融
機関︵郵便局含む︶の本店、
支店か年金事務所の窓口で
申し込んでください。
▽問 合 せ 保 険 年 金 課 年 金
係、青梅年金事務所︵☎０
４２８・ ・３４１０︶

員

公共施行の土地
区画整理事業に
関する職務経験
がある方

託

土地区画整理 土地区画整理事業に関する事業計画や換
事業事業管理 地設計の策定に係る業務、物件調査、補
償交渉に係る業務、その他専門的業務
専門員

嘱

臨床心理士

28

メンタル
メンタルヘルスに関する相談業務や安全
ヘルス相談員 衛生業務

30

社会福祉士

200万円 100万円

開始日に市内に住民登録のあ
る方
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

公立保育園（屋城・神明保育園）での乳幼
児の保育、保育準備、掃除など

10

障がい者福祉に係る相談支援、窓口業務、
就労支援業務など

２万円

社会福祉士

４万円

看護師

実治療日数10日
未満の傷害

看護師

６等級

保育士

①

４万円

町内会館、自治会館などでの健康教育事業
や介護予防事業（血圧測定、軽い体操、健
康づくりのワンポイントアドバイスなど）

８万円

精神保健福祉士
か精神医療の経
験がある保健師
か看護師

実治療日数10日以
上30日未満の傷害

生活保護受給者に対し、精神疾患を主とし
た日常の健康管理支援と現に疾病を有する
方に対する適正な保健指導など

５等級

健康管理
支援員

７万円

保育士か
教員免許など

14万円

放課後などにおける児童の集団生活、安
全管理、遊び指導や特別な支援を必要とす
る児童への対応などの学童クラブ運営

入院日数10日
以上30日未満、
４等級 または実治療日数
30日以上の傷害

学童クラブ
指導員

17万円

入院日数30日
以上の傷害
３等級

巡回相談員

小・中学校や幼稚園・保育園を巡回し、特
別な支援が必要な児童・生徒の把握や個別
指導計画の作成、教員の対応の指導・助言
など

保育士

34万円

公立保育園（神明保育園）での乳幼児の保
保育士
（夕方・
育、保育準備、掃除など（夕方・土曜日の
土曜日） みの勤務）

２等級 重度の後遺障害

31

300万円 150万円

臨床心理士と
普通自動車
運転免許

１等級 死亡

就学前の幼児や学齢児童・生徒の知能、学
業、性格、行動、心身の健康、進路の適正
等についての相談など
教育相談員

15

31

31

（交通災害を受けた Ａコース Ｂコース
日から１年以内）

教員免許

災害等級と見舞金額など

交通災害の程度

図書館司書

表

10

カウンター業務、レファレンス業務、主催
図書館事務員 事業の企画運営補助、図書館の配架・整架
など

介し、情報交換の場として活動
発表会を行いますので、ご来場
ください。
▽日時 ２月 日㈯ 午前９時
分〜正午
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

教員免許など

31

栄養士

クス、メールでも受け付けま
す︶。
※口頭での意見︵電話、窓口︶
は、受け付けません。
▽提出・問合せ 教育部指導室
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
３５０、直通５５８・２４３
１、 ５５８・１５６０、

教員補助員

・授業と授業外における教員の補助（小学
校…国語・算数、中学校…国語・数学・
英語）
・通常の学級で特別な支援を必要とする児
童・生徒に対する個別指導など

等級

適応指導教室 適応指導教室（せせらぎ教室）における児
童・生徒の指導
指導員

②
給食センター 給食センターでの給食管理、衛生管理、伝
票処理など
栄養士

110101@akiruno-in 交通災害共済
︶
fo.tokyo.jp
﹁ちょこっと共済﹂
〜平成 年度の
加入受付中〜

なし
（指導経験が
ある方を優先）

防災・安心地域委員会の
活動発表会を開催します

放課後などにおける児童の集団生活、安
全管理、遊び指導や特別な支援を必要とす
る児童への対応など

年３月 日︵４月１日以降に
い。
加入の場合は、申込日の翌日
※平成 年度から見舞金が一部
増額されました。
から平成 年３月 日まで︶
※加入申込書付きパンフレット ▽加入︵会員︶資格 共済期間
は、順次全世帯に配付しま
す。また、加入受付場所でも
配布しています。
▽加入受付場所 市民課市民窓
口係、五日市出張所市民総合
窓口係、五日市ファインプラ
ザ︵市民課増戸連絡所係︶、
市内金融機関︵りそな銀行、
西武信用金庫、青梅信用金
庫、多摩信用金庫、秋川農業
協同組合︶
▽出張受付 ２月 日㈪午前
時から午後４時まで、イオン
モール日の出専門店街２階イ
オン前で出張受付を行います。
▽共済期間 ４月１日〜平成

職

小・中学校での給食の配膳準備、片付け、
配膳室の清掃など

﹁ちょこっと共済﹂は、東京
都の全市町村が共同で運営し、
住民の皆さんが会費を出し合
い、交通事故に遭った場合、そ
の会費から見舞金を支給する助
け合いの制度です。
▽加入コース 表をご覧くださ

学童クラブ
補助員

勤

給食配膳員

17

なし

①
市役所などでの事務補助（パソコン使用）
※主に繁忙期における短期間の業務

常

給食センターでの調理補助、片付け、食器
洗浄など

30

一般事務員

非

給食調理員

12

小・中学校での健康診断等における記録、
補助、消毒など

なし
健康診断
補助員

必要な資格など 問合せ
主な職務内容
種
職

30

特別支援学級 特別支援学級（固定）での児童・生徒の介
助、補助など
介助員

30

非常勤職員・嘱託員の登録募集職種
別表

あきる野市防災・安心地域委
員会は、市内７地区で組織さ
れ、市民の安全な暮らしを守る
ため、﹁自分たちの地域は自分
たちで守る﹂をモットーに活動
しています。各地区の取組を紹

15

29

﹁あきる野市特別支援教育
︵第２次計画︶﹂︵案︶に
対する意見を募集します

30

FAX

▽日時 ２月 日㈬・ 日㈭
午前 時〜正午、午後１時〜
午後５時
▽募集内容 別表のとおり
▽必要書類 履歴書︵上半身正
面脱帽写真貼付、希望職種を
記入︶、資格などを証明でき
るものの写し︵必要な場合︶
※履歴書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▽申込み方法 必要書類を市役
所４階４０１会議室にお持ち
ください。
※現在登録されている方も、新
たに登録が必要です。
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ
①の 職 種 … 職 員 課 人 事 給 与 係
︵直通５５８・１３３４︶
②の職種…教育総務課教育総務
係︵直通５５８・２４０６︶
14

教育委員会では、平成 年３
月に策定した、あきる野市教育
基本計画︵第２次計画︶後期実
施計画を踏まえ、あきる野市特
別支援教育推進計画︵第２次計
画︶を策定します。
※提出された意見は、個人を特
定できないように編集し、概
要などを公表します。個別に
回答はしません。
▽閲覧期間 ２月 日㈬まで
▽閲覧場所 指導室、情報公開
コーナー︵市役所４階︶、五
日市出張所、中央公民館、市
内各図書館
※市ホームページに掲載します。
▽意見の提出方法 ２月 日㈭
︵消印有効︶までにＡ４用紙
などに意見と住所、氏名、電
話番号を記入の上、郵送して
ください︵直接提出、ファッ

40

弁護士による無料法律相談
︵巡回相談・予約制︶

30

平成30年度
市の非常勤
職員などの
登録受付
10

14

相続、離婚など、法律に関す
る問題をご相談ください。
▽日時 ２月７日㈬ 午後３時
分〜６時 分
▽場所 市役所１階市民相談室
▽定員 ５人︵１人 分、申込
み順︶
▽費用 無料
▽主催 日本司法支援センター
東京地方事務所多摩支部︵法
テラス多摩︶、東京三弁護士
会多摩支部
▽申込み方法 ２月２日㈮午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 市民課市民
相談窓口係︵直通５５８・１
２１６︶
30

（２）
平成30年（2018年）２月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

音訳ボランティアの協力により作成をしている、デイジー版広報あきる野（音声版広報）のＣＤを各図書館で貸し出しています。図書館の利用者カードをお持ちならどな
たでも利用できます。詳しくは図書館にお問い合わせください。

