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特別区職員技術職採用フォーラム
土木造園、建築、機械および電気
の各職種の仕事内容・魅力をお伝え
します ▢時 3／24(日)12：30〜16：00

▢場 明治学院大学白金キャンパス2
号館(港区白金台1-2-37)▢人 平成31
年度以降の特別区職員採用試験受験
者であって技術職での受験を希望し
ている方550人程度(先着順)▢申 当
日直接会場へ▢問 特別区人事委員会
事務局任用課採用係☎5210-9787、
℻5210-9708 ▢HP http://www.to
kyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
区立小・中学校、義務教育学校
臨時職員の募集
1．学習支援員

[雇用期間]4月〜7月(勤務状況等に
より平成32年3月まで雇用の場合あ
り)▢人 高校卒業以上の方15人程度
[賃金]時給1,310円 ▢内 発達障害等
のある児童・生徒への学習・生活支援
2．介助員

[雇用期間]4月〜7月(勤務状況等に
より平成32年3月まで雇用の場合あ
り)▢人 高校卒業以上の方15人程度
[賃金]時給1,020円 ▢内 特別支援学
級または通常学級に在籍し、知的障
害・肢体不自由等のため支援が必要
な児童・生徒への生活支援
※いずれも[勤務場所]区立小・中学
校、義務教育学校※採用は学校長に
よる面接のうえ決定(教育委員会に
よる一次面接を行う場合あり)※勤
務時間・曜日等は勤務校により異な
ります※1は交通費込の時給、2は日
額500円を限度に実費分を支給▢申
応募する業務名(1または2)を記入の
うえ、履歴書を〒135-8383学校支援
課特別支援教育係(6階3番)へ郵送ま
たは持参※履歴書は返却しません※
勤務地、時間等に希望がある場合は
備考欄等に記載してください※勤務
地等を考慮し面接対象者にのみ連絡
します☎3647-9175、℻3647-9053
学びスタンダード強化講師
(臨時職員)募集
[雇用期間]5月から6か月(勤務状況

により平成32年3月まで更新の場合
あり)[勤務場所]区立小・中学校、義
務教育学校 ▢人 教員免許の保有者
(養護教諭および栄養教諭を除く※
平成31年3月末免許取得見込み者を
含む)20人程度[賃金]時給2,730円

▢内 教科指導(小学校：国語・算数・
体育、中学校：国語・数学・英語※教
員免許の種類によって、指導できる
校種や教科が異なります)※採用は
学校長による面接のうえ決定 ▢申
｢学びスタンダード強化講師希望｣と
記入のうえ、履歴書(教員免許の種
類を記載)を〒135-8383区役所学校
支援課学校支援係(6階3番)へ郵送ま
たは持参※履歴書は返却しません※
勤務地、時間等に希望がある場合は
備考欄等に記載してください※勤務
地等を考慮し面接対象者にのみ連絡
します☎3647-9307、℻3647-9053
介護保険認定調査員
(非常勤)募集
[採用予定数]若干名[職務内容]調査
対象者の自宅・入所施設・病院等で
認定調査を実施し調査票を作成、外
部へ委託した調査票の点検・確認
[応募資格]介護支援専門員資格(取
得見込可)または自治体・事務受託
法人で認定調査の経験のある方[任
用期間]4／1〜平成32年3／31(更新あ
り)[勤務日]平日のうち週4日程度
(月16日勤務)[勤務時間]原則9：00〜
17：00(昼休みを除く)[報酬]月額
211,700円(交通費別途支給。社保加
入)[選考方法]書類審査、面接(面接
は3／12(火)または15(金)予定。時間
は後日連絡) ▢締 2／28(木)必着 ▢申
①履歴書(市販のもの、写真添付)②
介護支援専門員証の写し③自治体ま
たは事務受託法人の就業証明書④応
募動機を200字程度に記入したもの
(様式自由)を〒135-8383区役所介護
保険課調査係へ郵送または持参(3階
6番)☎3647-9497、℻3647-9466※提
出された書類は返却しません
江東区環境学習推進員
(非常勤職員)募集
[採用予定数]1人[職務内容]えこっ
くる江東で行われる講座や環境学習
の企画、運営等[勤務場所]えこっく

る江東[応募資格]環境に関する資格
を有する方[雇用期間]4／1〜平成32
年3／31(更新あり)[勤務日]月16日勤
務(土・日曜、祝日勤務あり)※月曜
休み(祝日に当たる場合は翌日休み)、
有給休暇制度あり[勤務時間]8：30〜
17：15(昼休みを除く)[報酬]月額
210,700円(交通費別途支給(上限あ
り)、社保加入)[選考方法]書類審査、
面接(日時は後日連絡)▢締 3／5(火)
必着▢申 ①履歴書(写真添付)②環境
に関する資格証明書の写し③論文
(テーマ｢環境保全とライフスタイ
ル｣800字程度をA4判(20字×20行)
に記入したもの(手書き)を〒135-
0052潮見1-29-7えこっくる江東へ郵
送または持参☎3644-7130、℻3644-
7135※提出された書類は返却しませ
ん
｢エンジョイ・クラブ｣
有償ボランティアスタッフ募集

▢時 ①第1・3日曜②第2・4日曜③第
1・3土曜のいずれか年20回▢場 教育
センター(東陽2-3-6)、青少年交流
プラザ(亀戸7-41-16)ほか▢内 軽度
知的障害者の余暇活動支援、イベン
トの引率など▢人 知的障害者支援に
理解と熱意のある方若干名※資格等
不要※ピアノが弾ける方大歓迎(謝
礼あり)▢締 随時受付※定員になり
しだい終了▢申 事前に電話のうえ、
履歴書を〒135-8383区役所障害者支
援課施策推進係(区役所隣防災セン
ター2階17番)に持参または郵送☎

3647-4749、℻3699-0329
都市計画マスタープラン等計画改
定業務支援委託予定事業者募集
区では、来年度から江東区都市計
画マスタープランその他計画の改定
を行う予定です。改定に先立ち、区
民意識調査や(仮)策定会議運営支援
等の業務を事業者に委託することを
予定しています。なお、事業者の選
定は、公募によるプロポーザル方式
で行います。詳細および募集要項を
希望の方は、お問い合わせください
[募集要項配布期間]2／12(火)〜18
(月)(平日9：00〜17：00) ▢問 都市計
画課都市計画担当(区役所5階21番)
☎3647-9454、℻3647-9009
国民健康保険
医療費通知を送付
国民健康保険を使って診療を受け
た医療費の額や受診日数、医療機関
の名称などをお知らせします。ご自
身の健康管理や受診歴の確認などに
お役立てください。なお、医療費通
知を受けたことによる窓口等でのお
手続きはありません。今後医療費通
知が不要な方はご連絡ください※確
定申告等(医療費控除)に医療費の明
細書として使用できる場合がありま
す[送付日]2／12(火)▢人 平成29年11
月〜平成30年10月の間に医療機関等
を受診された方を含む世帯※すべて
の被保険者の皆さんにお送りするも
のではありません▢問 医療保険課医
療保健係☎3647-8516、℻3647-8443
弁護士による高齢者・障害者の
ための無料法律相談会

▢時 3／2(土)10：00〜16：00(1人1回45
分)▢場 高齢者総合福祉センター(東
陽6-2-17)▢人 18人(申込順)▢費 無
料▢内 借金、遺言、相続、財産管理、
成年後見等[主催]東京弁護士会、第
一東京弁護士会、第二東京弁護士会
[共催]江東区社会福祉協議会[後援]
江東区 ▢申 2／15(金)から｢あんしん
江東｣に電話または窓口で☎3647-
1710、℻5683-1570

介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]平成32年3／31(火)ま
で(業務委託契約、年度更新あり)

▢人 介護支援専門員の資格を有し、
介護保険法に基づく事業所等に勤務
していない方(おおむね65歳未満)若
干名(選考により決定)[業務委託料]
1件4,000円(研修期間あり)▢内 区内
での訪問調査および調査票の作成
[選考]書類および面接[面接日]3／6
(水)▢締 2／26(火)必着▢申 ①履歴書
(写真添付)②介護支援専門員証の写
し③応募の動機を200字程度に記入
したもの(様式自由)を、〒135-0016
東陽6-2-17江東区社会福祉協議会総
務課認定調査係へ郵送または持参☎

3647-5831、℻3647-5833
平成31年度分区民交通傷害保険
申込3／29(金)まで
平成31年度分(保険期間平成31年4

／1(月)0：00〜平成32年3／31(火)24：
00)の加入受付を行っています。申
込締切後の加入はできませんので、
希望される方はお早めにお申し込み
ください[引受保険会社]損害保険ジ
ャパン日本興亜(株)東京公務開発部
営業開発課☎3349-9666 ▢締 3／29
(金)▢申 区内金融機関、ゆうちょ銀
行・郵便局、地域振興課(区役所4階
26番)にある申込書に記入し、保険
料を添えて窓口で※こちらは概要で
す。詳細はお問い合わせください

▢問 地域振興課地域振興係☎3647-
4962、℻3647-8441(SJNK18-09188
2019／01／24作成)

児童会館 大作戦・天体観望会
1．大作戦｢鉄棒に挑戦！｣

▢時 3／2(土)10：00〜10：45、11：00〜
11：45▢人 区内在住の4歳以上の幼児
各回20人(抽選、結果は当選者にの
み2／21(木)連絡) ▢内 前回りの完成
を目指します[持ち物]室内シューズ、
水筒、タオル※運動しやすい服装で
お越しください▢師 加藤正樹
2．天体観望会｢すばる｣

▢時 3／2(土) ▢集 19：00に2階ホール

▢人 どなたでも60人(抽選、結果は
当選者にのみ2／22(金)連絡)※小学
生以下は保護者の申込と当日の付添
が必要▢師 有賀真由美・山内康晃※
雨天・曇天の場合は、2階ホールで1
時間程度星空解説
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 2／20(水)▢申 児童会
館に電話または窓口へ☎3633-6911、
℻3633-6936
児童会館 スプリング・
ファミリーコンサート

▢時 3／9(土)①10：30〜11：30(受付
10：15〜)②13：30〜14：30(受付13：15
〜)▢場 児童会館(住吉1-9-8)▢人 乳
幼児から高校生世代までとその保護
者各回170人(申込順)※プレママ参
加可▢費 無料▢内 ①乳幼児向け。ク
ラシック、童謡、ディズニーの曲②
小学生以上向け。親しみやすいクラ
シック曲をさまざまな楽器で演奏

▢師 宇賀神朋子他6人[持ち物]靴袋、
①に参加の人はガラガラ・ラッパ等
小さな楽器持参歓迎※会場は冷えま
すので防寒対策をしてお越しくださ
い▢申 2／15(金)から児童会館に電話
または窓口で☎3633-6911、℻3633-
6936※定員に満たなかった場合の当
日申込は、窓口のみ

芳香苑高齢者在宅サービスセ
ンター(東雲2-2-29)
☎3527-7166、℻3527-7168

3／15(金)
13：30
〜15：00

高齢者家族介護教室(無料・申込順・2／15(金)から各施設に電話・受付時間月〜金曜 9：00〜17：00)

介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます▢人区内在住・在勤でご家族の介護を行っている方20人▢費無料

［排せつ介助について］おむつやパットの種
類や使い方、トイレの介助方法などを説明
します。実技も行いますので、実際の介助
を体験してみましょう。

古石場高齢者在宅サービスセ
ンター(古石場2-14-1-101)
☎3641-2671、℻5621-3545

3／9(土)
14：00
〜15：30

［高齢者の食事環境について］管理栄養士が、
1日に必要となる栄養素や、調理のポイント
について講義をします。電子レンジで簡単
にできる料理の実演や試食も行います。

南砂高齢者在宅サービスセン
ター(南砂2-3-5-102)
☎3615-1081、℻5633-7355

3／23(土)
13：30
〜15：00

［福祉用具について］福祉用具専門相談員が、
福祉用具の種類や選び方、使用方法などにつ
いて説明します。実物の使用体験もできます。

大島高齢者在宅サービスセン
ター(大島6-14-4-103)
☎3638-4511、℻3638-4515

3／2(土)
13：45
〜15：20

内 容施設名(会場)日時

［移乗・移動介助について］機能訓練指導員が、
移乗・移動介助の基本を説明します。実技
も行いますので、実際に体験をしてポイン
トを学びましょう。

江東ホーム高齢者在宅サービ
スセンター(東陽2-1-2)
☎3647-5081、℻3647-5407

3／20(水)
15：10
〜16：40

［体温を維持して元気な身体に］日々の健康、
体力維持のためには｢体内ガソリン｣が必要で
す。鍼灸マッサージ師が｢体温｣にスポットを
あてて、身体を動かす大切さを説明します。
［バランスのよい食事］生きていくのに欠か
せない食事。管理栄養士が、高齢者の食事
についてわかりやすく説明します。

三井陽光苑高齢者在宅サービ
スセンター(新砂3-3-37)
☎5653-1732、℻5632-3212

3／16(土)
10：00
〜11：45

新砂長寿サポートセンター
☎5653-1735
℻5632-3212

認知症の症状や受診方法について順
天堂東京江東高齢者医療センターの
精神保健福祉士による講話と交流会。

三井陽光苑高齢者
在宅サービスセン
ター
(新砂3-3-37)

3／2(土)
10：00〜
11：30

東陽長寿サポートセンター
☎5665-4547
℻5606-8863

認知症家族介護者教室・交流会
認知症についての講話と、家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください▢時 ▢場 下表の

とおり▢人 20人(申込順)▢費 無料(飲食費実費)▢申 2／18(月)から電話で各長寿サポートセンター

認知症の人を介護をする家族が集ま
り、困った症状への対応を学ぶとと
もに、情報交換等を行います。

高齢者総合福祉セ
ンター3階研修室
(東陽6-2-17)

3／12(火)
14：00〜
15：30

内容施設名(会場)日時 申込・問合先




