マイナンバーカードの交付
が予約制になりました
次の①・②のいずれかの方 ている「個人番号カード交付
法により、受け取り日時を予 通知書」をご用意ください。

予約なしで来庁された方につ

約してください。
※当面の間は、窓口でも交
①専用予約サイト（右下ＱＲ 付の受け付けを行いますが、
コード）

ください。

教育委員会では、来春小・ す。

就学予定児童・生徒の
就学相談を開催します
確認と必要書類の記入のみで、
マイナンバーカードの受け取
りは後日郵送となります。
【日時】
６月６日（日）午前
９時〜午後１時

中学校へ入学するお子さんの 【受付日時】
６月 日（月）
心身の状態や発育などで、悩 から。午前９時〜午後４時
みや不安などを感じている保 【受付・相談場所】
指導室（市
護者を対象に就学相談を受け 役所６階。電話受け付け可）

学 校 栄 養 士

４７０・７８０９）で送信

②小学校栄養士

【任用期間】
任用日〜４年３

月 日

学童保育所の夏季
短期職員（学生可）

（会計年度任用職員アシスタ

【勤 務 時 間】月 曜〜土 曜 日

季休業期間中（７・８月）

【任用期間】
市立小学校の夏

ント職）

ける児童の育成支援など

時間程度（変則勤務有り）
。

平日午前８時 分〜午後６時、

支援員認定資格研修を修了し 土曜日午前８時 分〜午後４

有資格者、または放課後児童

（日曜日、祝日を除く）
、月

【応募資格】
保育士、社会福

【勤務内容】
学童保育所にお

【勤務時間】
勤務校給食実施 で、４〜７時間のシフト勤務

日の午前 時〜午後１時 分

（別途、交通費相当額と期末

【勤務時間】
週５日。午前８ 付）を、学務課保健給食係（市

月 日

た者もしくは受講資格を持つ 時 分のうち４〜７時間のシ

【募集人数】
１人

者

【勤務内容】
学童保育所にお

フト勤務

【報酬など】
月額 万２９０ ける児童の育成支援補助

手当の支給は市の規定によ ０円（別途、交通費相当額と 【募集人数】 人程度
【任用期間】
任用日〜４年３ る）
時給１０７０円
期末手当の支給は市の規定に 【報酬など】
申し込みは履歴書（写真貼 よる）
（別途、交通費相当額と期末

①中学校栄養士

に規定する免許のいずれかの

【勤務内容】
小学校給食のア 祉士、学校教員免許法第４条

【勤務場所】
南町小学校

（昼休憩なし）

１０

【場所】
市民課（市役所１階） 付けています。一人ひとりの 【相談内容】
レルギー管理など
子どもの発達や
（会計年度任用職員アシスタ 【応募資格】
【ご注意】
交付通知書に同封 お子さんが将来に向けて可能 日常の様子、就学について
栄養士免許を有
している「マイナンバーカー 性を最大限に伸ばすために適
する者
詳しくは同室特別支援教育 ント職）
教育委員会では、学校給食
ドお受け取りに関するご案 切な学校教育を受けることが 係就学相談員☎４７０・８０
《①・② 共 通 事 項》
を管理する栄養士を募集しま
内」で持ち物を確認の上、ご できるように、就学相談員が ３２へ。
【報酬など】
時給１１９０円
す。
（登録制）
。
相談・情報提供を行っていま
来庁ください。
当日直接会場へ。
詳しくは市民課住民記録係
☎４７０・７７２２へ。

勤・在学の方

◎市民環境会議とは

１５

１５

【受付時間】 時間対応
いては、後日郵送での交付と
② コール セ ン ター☎ ０１２ なります。あらかじめご了承
０・０１７８・３３
【受付時間】
午前８時半〜午 【交付の受付時間】
午前８時
後５時（土曜・日曜日、祝日 半〜 時、午後１時〜４時）
と 月 日〜翌年１月３日を

６月６日の日曜窓口
日曜窓口で交付受け付けを
行います。
ただし、
当日は本人

子育てに関する利用者支援
事業を行っています

【定員】 人

【応 募 書 類】
① 市 販 履 歴 書 手当の支給は市の規定によ

申し込みは７月２日（金）

（写真添付）②資格証明書の る）

写し③「児童一人ひとりの個

性を尊重した育成支援」につ までの月曜〜金曜日（祝日を

に市販履歴書（写真添付）を

時（正午〜午後１時を除く）

いて考えや意見を原稿用紙で 除く）の午前８時半〜午後５

８００字以内にまとめた小論

までの月曜〜金曜日（祝日を

面接の上、決定します。

階）へ持参を。書類選考後、

申し込みは６月 日（月） 直接児童青少年課（市役所２

文

除く）の午前８時半〜午後５

（会計年度任用職員専門職） 時（正午〜午後１時を除く）
※提出された履歴書は返却
【任用期間】
７月１日〜 月 に、応募書類を直接児童青少 しません。

１２４時間（変則勤務有り）
。

詳しくは同課☎４７０・７ 午前８時 分〜午後６時の間

☎４７０・７７３５へ。

ジェネリック医薬品に関する
お知らせを発送します

談ください▼すべての薬に

ジェネリック医薬品があるわ

替えることで、薬代の自己負

【ジェネリック医薬品とは】

分）
。

までの各月、花粉症に係るお に変更不可の印がある薬は、
知らせは１月（前年３月処方 ジェネリック医薬品へ変更す

けではありません▼処方せん

担額の軽減が見込まれる国民

の 方 に、
「ジェネ リック 医 薬

品使用促進のお知らせ」を送

付します。ジェネリック医薬

ジェネリック医薬品に関す

一般的に低価格でありながら、 るお知らせについては、ジェ
新薬（先発医薬品）と治療学 ネリック医薬品通知サポート

的に同等であると厚生労働省 デスク☎０１２０・４３３・
に認められている後発医薬品 ４００へ問い合わせを。

してください。
のことです
詳しくは保険年金課国民健
【発送時期】
６月（２月処方 【ご注意】
▼ジェネリック医 康保険係☎４７０・７７３３
分）以降 月（７月処方分） 薬品を希望する場合は、かか へ。

品へ切り替える場合の参考に

ることはできません

健康保険被保険者で 歳以上

ジェネリック医薬品に切り

りつけの医師や薬剤師にご相

日
年課（市役所２階）へ持参を。 詳しくは同課児童青少年係
のの保全に関すること。脱プ
※提出された履歴書は返却 ☎４７０・７７３５へ。
ラスチックに関する啓発）や 【勤 務 時 間】月 曜〜土 曜 日
、月 しません。
参加型環境学習会の開催（農 （日曜日、祝日を除く）
詳しくは同課児童青少年係
業体験や自然観察会）など。

６０

２０

除く）
予約時には、市から送付し

《①・②共通事項》

時〜午後４時（１枠 分）

午前 時〜午後５時）へ。

第２号被保険者に扶養さ

へ持参②〒２０３ ８５５５、
市役所環境政策課宛てに郵送

①環境政策課（市役所５階） ７５３へ。

方法でお申し込みください。

市民環境会議の新委員を
募集します
全などに取り組んでいただけ

一緒に東久留米市の環境保

に従事している方は、国民年 手続きは第２号被保険者の
金への加入手続きを保険年金 勤務先を経由して行います。

扶養されている配偶者およ

【任期】
８月１日〜５年７月 ③電子メール（ kankyoseisa
日
ku@city.higashikurume.lg.
）
【 応 募 資 格】市 内 在 住・ 在
jpまたはファクス（０４２・

る市民・事業者の皆さんを募
集しています。

び厚生年金に加入している

なお、第１号被保険者に

す。

歳以上の受給者に扶養さ

◎第２号被保険者

は自分で納める必要がありま

課または年金事務所の窓口で 国民年金の保険料を直接納
行います。国民年金の保険料 めることはありません。

◎第１号被保険者
れている配偶者の方は、第
自営業者、学生、農業など ３号被保険者といい、加入

続きが異なります。

かれており、それぞれ加入手 ◎第３号被保険者

【日時】
６月 日（土）午前

事務所です。このたび、弁護 お気軽にご相談ください。
士による無料法律相談会を行

国 民 年 金 の
加 入 手 続 き
日本に住んでいる 歳以

会社員や公務員など、厚生

年金保険等へ加入している人 れている配偶者は第３号被
は、手続きは勤務先で行って 保険者にはなりません。保

までに（必着）
、任意の用紙 い環境を目指し、市民・事業
に住所・氏名（ふりがな）
・ 者の皆さんと共に環境保全な

市環境基本計画および緑の
【謝金】
無償
申し込みは６月 日（水） 基本計画に基づいて、よりよ
詳しくは武蔵野年金事務

年齢・性別・電話番号・電子 どに関する取り組みを行う組
会議
（毎
メールアドレス（お持ちの方 織です。主な活動は、

これは、厚生年金や共済年金

が加入者に代わって国民年金 所☎０４２２・５６・１４
に必要な費用を負担している １１へ。
ためです。

７５

４５

１１

３５

１５

３１

３０

１０

２０

１４

−

２６

２１

３１

１１

います。国民年金の保険料を 険料は自分で納める必要が
直接納める必要はありません。 あります。

３０

上 歳未満のすべての方は、
国民年金に加入することに
なります。
加 入 者 は、職 業 な ど に
よって３つのグループに分

３０

、環境保
のみ）
・応募の動機（簡潔に） 月１回程度。平日）
を記入の上、次のいずれかの 全啓発事業（水、緑、生きも

２０

３１

1
6.

１５

１１

６５

２０

3

２４

多摩パブリック法律事務所

３０

２９

市では、子育て中の方や妊 いて、利用者支援員からご案 時半〜午後５時（昼休憩 分 役所６階）宛てに郵送または
【会場】
多摩パブリック法律
「不安を安心に」
無料法律相談会
直接持参を。
事務所（立川市曙町二丁目） 婦の方が、主に保育に関する 内する「利用者支援員相談」 含む）
学務課（市役所
※提出された履歴書は返却
【定員】
先着 枠（事前予約 施設や地域の子育て支援事業 を行っていますので、ぜひご 【勤務場所】
を実施します
しません。
制、一組当たり２人以内、初 の中から、必要な支援を選択 利用ください。利用に当たっ ６階）
中学校給食の給
詳しくは、同係☎４７０・
して円滑に利用できるように、 ては、事前に相談日時をご連 【勤務内容】
多摩パブリック法律事務所 います。金銭トラブル、不動 めての方限定）
食管理など
７７７９へ。
は「市民の法的かけ込み寺」 産関係、相続、離婚、成年後
申し込みと詳しくは６月７ 窓口で利用者支援員が情報提 絡ください。
栄養士免許、普
詳しくは子育て支援課子ど 【応募資格】
として、東京弁護士会の支援 見、事業者向け法務、労働問 日（月）から電話で同事務所 供・相談・助言などを行う「利
学 童 保 育 所 の
のもと設立された都市型公設 題、刑事事件、債務整理など、 ☎０４２・５４８・２４５０ 用者支援事業」を実施してい も政策担当（利用者支援員） 通自動車運転免許を有する者
育 休 代 替 職 員
（土曜・日曜日、祝日を除く ます。また、保育施設への入 ☎４７０・７７４０へ。
所や市内の保育サービスにつ

１０

１２

６０

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

