
新型コロナウイルス感染防止のため、変更・中止になる場合があります。
最新情報は電話やホームページなどで確認してください。

職　　種 定員 問い合わせ

自立相談支援員 2名

期11月18日㈮まで
試験日▶11月26日㈯
（市）福祉課　　　

就労支援員

各1名
福祉コンシェルジュ

社会福祉専門員
(指導監査専門）
健康福祉部専門職員
(スーパーバイザー）

障害児タイムケア管理者 1名

期11月18日㈮まで
試験日▶11月26日㈯
こども発達支援セン
ターにじいろ
☎82－4165

主幹児童指導員 3名

主任児童指導員
各5名

児童指導員

主任看護師
各2名

言語聴覚士

作業療法士

各1名臨床心理士

児童発達支援管理責任者

看護師(時間支給） 3名

児童指導員(時間支給） 17名

児童館支援員長 1名

期11月21日㈪まで
試験日▶12月11日㈰
（市）子育て支援課
（教育センター2階）

児童館支援員 7名程度

児童館補助員 3名程度

子育て支援
コーディネーター 1名

ひとり親自立支援員 2名

子ども家庭支援員 5名

子育て支援
コーディネーター

1名

期11月21日㈪まで
試験日▶12月17日㈯
（市）教育・保育課 
入所・給付係

事務専門員 35名程度
期11月22日㈫まで
試験日▶12月4日㈰
（市）総務課 人事係

事務専門員（障がい者） 若干名

事務補助員（障がい者） 若干名

職　　種 定員 問い合わせ

助産師
各1名 期11月25日㈮まで

試験日▶12月11日㈰
（市）健康増進課
☎86ー0900

歯科衛生士

保健師 2名

事務補助員 10名程度

みき歴史資料館学芸員 2名程度
期11月30日㈬まで
試験日▶12月11日㈰、
　　　　17日㈯
（市）文化・スポーツ課

みき歴史資料館
事務補助員 3名程度

埋蔵文化財調査補助員 各2名
程度堀光美術館事務補助員

障害福祉サービス専門員 3名

期12月2日㈮まで
試験日▶12月11日㈰
（市）障害福祉課

こころの相談窓口相談員
各1名

設置手話通訳士(者）

設置手話通訳士(者）
(日額・時間支給） 3名

設置要約筆記者
（日額・時間支給） 2名

障害者基幹相談支援センター
①相談支援専門員
②社会福祉士

①2名
②1名

要介護認定調査員 5名

期12月16日㈮まで
試験日▶令和5年1月
　　　　15日㈰
（市）介護保険課

要介護認定事務専門員 2名

住宅改修専門員

各1名生活支援
コーディネーター

主任介護支援専門員

介護支援専門員 6名

医療・介護連携推進員 2名

消費生活相談員 1名

期12月16日㈮まで
試験日▶後日連絡
（市）生活環境課 環境
政策・消費者行政係
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 募集/採用

日日時　場場所　対対象　内内容　講講師　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（　電話　窓窓口　郵郵便　FAXファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAXファックス・ 　E-mail）

記号の意味

25 24広報みき 2022.11三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180

●個人作品募集
対　 市内在住または、市内の事業所、サークルなどに参
加する障がいや難病のある方

内絵画・書・工芸品など
期11月18日㈮まで
申申込方法など詳しくは問い合わせてください。
●作品展示
日　  12月2日㈮～9日㈮　午前10時～午後3時
　(12月2日㈮のみ正午から）
  場市役所（3階みっきぃホール、プロムナード）、中央
　図書館エントランス
問・申込　  （市）障害福祉課 障害者支援係
　　　     82ー9943

年賀状のあて名書き
年賀状のあて名書きを代筆します。毛筆など
の手書きのあいさつ状を送りませんか。
期 12月15日㈭まで
申☎年賀はがき(予備を含む）と宛先の名簿
　などを持参してください。
費用など詳しくは問い合わせてください。
表札、賞状類の筆耕なども引き受けています。
問・申込　シルバー人材センター(府内町10－9）
          ☎82－0600

障がい者週間 
作品展示会　出展作品

職員募集
会計年度任用職員【非常勤職員】　採用期間▶令和5年4月1日～令和6年3月31日
詳しくはホームページで確認または問い合わせてください。

(市)文化・スポーツ課から
    83－3699　

●スナッグゴルフ体験会(親子ペア）  参加者
日 12月4日㈰　午前9時～正午
場 三木ホースランドパーク　緑の広場
期 11月28日㈪まで　費 100円/組
申 窓 FAX 市役所5階文化・スポーツ課、市ホーム
　ページにある申込用紙に必要事項を明記し、
　申し込んでください。　   
定 　 30組(60名）

●第28回みっきぃふれあいマラソン  出走者
日 令和5年3月5日㈰(雨天決行）
場 三木総合防災公園
対 10kmを約80分以内で走れる人（伴走が必要
　 な場合は、申込書の連絡欄に明記してください）
期 11月7日㈪～令和5年1月13日㈮
費 小学生500円 、中学生1,000円、高校生1,500円、
　一般3,500円、ファミリー500円/人
申 ・郵便局より払込〔12月16日㈮まで〕
　・事務局へ持参
　・インターネット（ランテス）

●スポーツ賞・文化芸術賞　候補者
対 市内に居住または主たる活動の場を有し、
①スポーツ②文化芸術分野において令和4年中

　に優秀な成績を収めた個人または団体
期 12月9日㈮まで
申 窓 郵以下の㋐㋑を提出してください。
    ㋐推薦書〔様式は市役所5階文化・スポーツ課に
　　あります（①市内在学者は学校長、市スポーツ
　　協会加盟競技の場合は各協会・連盟長を通じて
　　提出。市内に協会がない場合などは自薦）〕
    ㋑①大会概要と結果②展示会、コンクールなど
　　の概要と結果がわかる資料
詳しくは問い合わせてください。

●第69回三木市展　出展作品
▶作品搬入受付
日 令和5年1月29日㈰　午前10時～午後4時
場 メッセみき　対 満15歳以上（中学生除く）
内 日本画・洋画・書・写真・彫塑工芸の5部門
応募は1部門につき1人1点

申 作品搬入受付時に作品と出品料（500円/点）を
持参してください。

▶作品展示
日 令和5年2月2日㈭～5日㈰　午前9時～午後5時
　（5日は正午まで）

先

先

ゲスト：長谷川優貴 女流二段
日 12月11日㈰　午後1時～4時30分
対 中学生以下
内    　小学生（低学年の部、高学年の部）、中学生の部に分か
れて対局

期12月4日㈰まで
申 ☎窓 FAX 住所、氏名、電話番号、学校、学年を明記
　し、申し込んでください。
定　     各30名
場・問・申込中央公民館　
　　    　☎82－2007　　83－6474

めざせ！名人！
少年少女将棋大会　出場者

▲ホームページ

▲申込はこちら


