
はじめてのこども手話講座（全 5 回）
＋あいサポキッズ（子ども向けあいサポーター研修）

あいサポート運動
メッセンジャー研修

通常のこども手話講座とは違い、この講座のための特別な内容
に。涼しい部屋で遊びながら手話を覚えよう！ 7/31 ㈪と 8/3
㈭はみんなで一緒にお昼を作って食べます。あいサポキッズは
7/31 ㈪。
▶対象：三芳町及び富士見市在住の小学 4 年～中学 3 年生
▶日程：7/28 ㈮ 10:00 ～ 15:00
　　　   7/31 ㈪ 8/3 ㈭ 12:00 ～ 15:00
▶場所：富士見市市民活動センター「ぱれっと」
▶定員：15 人（応募多数の場合は抽選）
▶�料金：500 円（テキスト代、保険料）7/31 ㈪と 8/3 ㈭の昼

食材料費として 1 回 300 円。
▶ 申込み：7/3 ㈪～ 21 ㈮に富士見市社会福祉協議会に電話ま

たは FAX ※お名前、学年、住所、電話番号
▶持物：飲み物、エプロン、三角巾

既にあいサポーターになっている人向けの研修です。あいサ
ポート運動を広める講師（メッセンジャー）になりませんか。
あいサポート運動を広め、サポーター数を増やしましょう。
▶対象：あいサポーター研修を受講した人
▶日程：7/9 ㈰ 10:00 ～ 12:00
▶場所：富士見市市民活動センター「ぱれっと」
▶定員：20 人
▶ 申込み：7/8 ㈯までに富士見市社会福祉協議会に電話または

FAX ※お名前、住所、電話番号

問　総務課職員担当　内 407・408

小さな町に、大きな力を。
平成 30 年４月採用予定 三芳町職員採用試験

小さな町の魅力

千明 健吾
健康増進課地域包括支援センター

事務職 保健師 技術職

高市 朋  

町の広報に職員募集の記事
が載っていて試験を受け、
今年で入庁 3 年目。先輩
の築いた高い収納率を引き
継ぐのは大変ですが、住民
から「ありがとう」と言わ
れるとモチベーションが上
がります。

「住民と近い距離で仕事が
したい」という想いで三芳
町に入庁して 7 年目。町
で住民に話しかけられた
り、「高市くん」と名前で
呼んでもらえたりすると頑
張ってて良かったなと思い
ます。

通っていた学校が三芳町
の近くにあり、いい町だ
と思って入庁して 8年目。
町の公園で子どもたちが遊
んでいる姿を見て、さらに
やる気が出ます。上司と活
発に意見交換でき、仕事を
しやすい環境です。

★受験資格等の詳細は総務課職員担当までお問い合わせください。

採用区分 ➊一般
職種 一般事務職 一般事務職（情報処理） 一般事務職（学芸員） 技術職（土木）

募集人数 7人程度 1人程度 1人程度 4人程度
（民間企業等経験者採用含む）

受験資格

大学卒：�平成 1年４月２日　
以降に生まれた人

短大卒：�平成 3年４月２日　
以降に生まれた人

高校卒：�平成 5年４月２日　
以降に生まれた人

※�平成 30年３月末までに卒業
見込みの人も可

大学卒：�平成 1年４月２日　
以降に生まれた人

短大卒：�平成 3年４月２日　
以降に生まれた人

高校卒：�平成 5年４月２日　
以降に生まれた人
かつ

情報処理技術者試験の資格を
有する人（受験案内参照）

以下の要件をすべて満たす人
・���大学または大学院で考古学、埋
蔵文化財等の課程を履修し、学芸
員の資格を有するか、平成 30年
3月末までに取得見込みの人
・�埋蔵文化財の発掘調査に従事し
た経験を有する人
・�平成 1年 4月 2日以降に生まれ
た人

昭和62年４月２日以降に生
まれた人で

１級または２級の土木施工管
理技士の資格を有するか
高校、大学等で土木の
専門課程を修了（卒業）

または
平成30年３月末までに
修了（卒業）見込みの人

採用区分 ➊一般 ➋民間企業等経験者
職種 保健師 精神保健福祉士 技術職（土木）

募集人数 2人程度 １人程度 4人程度
（一般採用者含む）

受験資格

昭和62年４月２
日以降に生まれた
人で保健師資格
を有するか

平成 30年 3月末
までに

取得見込みの人

昭和 62年４月２
日以降に生まれた
人で精神保健福祉
士資格を有するか
平成 30年３月末

までに
取得見込みの人

昭和 52年４月２日から
昭和 62年 4月 1日までに

生まれた人で
１級または２級の土木施工管理技士の

資格を有するか
高校、大学等で土木の

専門課程を修了（卒業）した人で、
直近 10年間のうち民間企業等に

おける土木工事の
設計、施工管理等の職務経験が

５年以上有する人

■ 先輩職員の声

日程：9月 17日㈰　場所：三芳町役場３階
➊一般…教養試験および作文試験
➋�民間企業等経験者…社会人基礎試験（職務基礎
力試験、職務適応性検査）および作文試験

7月 3日㈪から役場４階総務課職員担当窓口で配
布する「三芳町職員採用試験申込書」を使用し、土・
日・祝日を除く７月 14 日㈮から８月 2日㈬の間
（8:30 ～ 17:15）に担当へ提出（郵送の場合は８
月 2日㈬の消印有効）。

日程：10月中旬以降の予定　場所：役場３階
試験内容：口述試験�

▼ 第１次試験

受付方法と採用試験日程

 ▼第２次試験　※第１次合格者に個別通知

▶ 最終合格発表…11 月初旬予定

自慢の三芳町

井田 真菜実  
住民課保険年金担当

地図に残る仕事

三芳町職員採用説明会開催 日時：7月 18㈫　14:00 ～２時間程度　場所：三芳町役場３階 301会議室
定員：50人程度（先着順・要事前予約）詳細は総務課職員担当まで

都市計画課公園担当 富士見市社会福祉協議会    TEL 049-254-0747   
　　　　　　　　　        FAX 049-252-0111

※ これらの研修は三芳町にお住いの人でも富士見市社会
福祉協議会で申込みを受け付けています。

「障がい」を知る

全く見えない場合と見えづらい場合があ
る。細部がわからない、光がまぶしい、
暗いと見えにくい、見える範囲が狭い、
特定の色がわかりにくいなど。

・突然体にふれず、前方から声かけを。
・ 「あっち」「それ」などの指示語ではなく、
「30 センチ右」など具体的に。

視覚障がい
まったく聞こえない「ろうあ」、聞こえに
くい「難聴」、言葉の理解や表現が困難な

「言語機能の障がい」、発声が困難な「音
声機能の障がい」など。

・会話方法（筆談、手話、口話等）を確認。
・ わかったふりをせず、理解できなかった

ら内容を確認。

聴覚・言語障がい
上肢・下肢にあるマヒや欠損により、日
常の動作や姿勢の維持が不自由に。脳性
マヒ、脊髄損傷、筋ジストロフィーなど
による全身性障がいも。

・ 自分で判断せず、どんな手助けが必要か
本人に聞くことが大切。

・車いすなどの通行を妨げないように。

肢体不自由

言葉を使う、記憶する、抽象的なことを
考えることに少し時間がかかる。周囲の
理解や支援によって一歩一歩成長してい
ける可能性も。

・ゆっくり簡単な言葉で話しかける。
・ 誤解されやすい行動をしている場合も思

い込みで判断せず、見守ることも大切。

知的障がい
幻覚や妄想、不安やイライラ感など。服
薬や環境の安定で軽快する。病気の症状
が落ち着く過程で、周囲から「怠けている」
と誤解を受けることもある。

・ 「具体的に」「はっきりと」「簡潔に」本
人のペースに合わせた働きかけを。

・再発につながるサインに注意。

精神障がい
「心臓機能」「呼吸器機能」「腎臓機能」「ぼ
うこう・直腸機能」「小腸機能」「肝臓機能」

「ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免
疫機能」の 7 種類の機能障害がある。

・ 外見からはわかりにくい障害があること
の理解が必要。

・車内での携帯電話等のマナーを再確認。

内部障がい

この他にも「盲ろう」「重度心身障がい」「発達障がい」「依存症」「てんかん」「高次脳機能障がい」など
の障がいがあります。

★手助けのヒント

障がいの種類は様々です。障がいの特徴を知ることが「ちょっとした手助け」のきっかけになります。

この他に一般向けの研修もあります。詳しくは福祉課障がい者支援担当（内線 176 ～ 178）まで。

あいサポーター研修

★手助けのヒント★手助けのヒント

★手助けのヒント★手助けのヒント★手助けのヒント
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採用情報は QR コードからもご覧いただけます。


