
　試験日時・会場　1 月 21 日㈰、午前 9時 30 分。総合福祉センター
　試験内容　適性検査、作文、面接
　その他　期間は原則、平成 30 年 4月 1日～平成 31 年 3月 31 日。必ず、各試験の実施要領を確認してください

■非常勤職員の募集職種一覧
職種 職務内容 勤務場所 予定人数 必要な資格など 申込先・問い合わせ

固定資産税業務
嘱託員

家屋の新築 ･増築に係る実地
調査や、システム入力など 税務課 1人

地方公共団体で固定資産評価の実務経験
者、または建築士（1級・2級）か木造建築
士の有資格者。普通自動車免許を有する
人。ワード ･エクセルの基本操作ができる人

税務課
資産税係
（☎92 8236）

出張所事務嘱託員 戸籍・住民票 ･印鑑登録証明
書などの発行 ･収納事務など 北出張所 1人 ワード ･エクセルの基本操作ができる人

市民課お客様サービス係
（☎92 8388）

財産調査事務
嘱託員

市税滞納整理に係る財産調査
関係書類の作成や整理など 税務課 1人

税務関係（課税、収納など）の詳細知識
を有する人。簿記検定 3級以上の人。
ワード ･エクセルの基本操作ができる人

健康医療課
保険年金係
（☎92 8257）

自立支援推進員 生活保護受給者の就労相談 福祉課 1人
社会福祉士か社会福祉主事の有資格者、
生活保護など福祉行政に係る実務経験者
のいずれかに該当する人

福祉課
生活福祉係
（☎92 8266）

介護認定調査員

要介護認定申請者の心身状況
や環境について、厚生労働省
令で定める事項に基づき行う
面接や調査などの業務

長寿介護課 4人

介護支援専門員、保健師、看護師 ( 准看
護師を含む )、薬剤師、理学療法士、作
業療法士、社会福祉士、介護福祉士、社
会福祉主事のいずれかの資格を有する
人。調査に使用できる車を所有し、普通
自動車免許を有する人。ワード ･エクセ
ルの基本操作ができる人

長寿介護課
介護保険係
（☎92 8369）

用地権利者調査事務
嘱託員

用地買収に伴う戸籍簿などの調
査、相続関係図の作成事務など 土木課 1人 相続など権利関係の知識がある人。

ワード ･エクセルの基本操作ができる人
土木課土木係
（☎92 8291）

一般事務嘱託員
（障がい者）

窓口応対など。庶務 ･経理事
務、業務補助など

教育委員会事務
局、公民館など 1 人 身体障害者手帳の交付を受けている人。

普通自動車免許を有する人
庶務課
（☎92 8353）

情報教育指導
嘱託員 情報処理システムの管理 ･教育

教育委員会
事務局

1人 ICT 関連の実務経験者で、センターサー
バーや設備の基本操作ができる人

学校教育課
（☎92 8358）日本語教育サポーター 日本語による教育が困難な児

童の支援 1人 ポルトガル語の通訳、翻訳ができる人

学校図書館司書 システムによる蔵書管理など 市内の小中学校 1 人 図書館司書の資格を有する人

青少年育成セン
ター補導委員

小 ･中 ･ 高校生を対象とした
補導や相談業務

青少年育成セ
ンター 1人 ワード ･エクセルの基本操作ができる人。

普通自動車免許を有する人
生涯学習課社会教育係
（☎92 8362）

図書館司書 図書館司書業務 市図書館 1人 図書館司書の資格を有する人 市図書館
（☎93 4422）

交流館嘱託員
来館者の受付や施設管理に関
する事務。風呂 ･プールの清
掃業務

交流館
（倉敷市真備町） 1 人

防火管理者甲種の有資格者か、採用後 1
年以内に取得可能な人。環境問題に関心
のある人

総社広域環境施設組合
（☎92 8256、
環境課内）

嘱託職員 16人
申込書受付期間

１月５日㈮
郵送の場合
１月 13日㈯
の消印有効

～ 15日㈪募 集

　肝臓が炎症を起こした状態が
「肝炎」です。炎症の繰り返しに
より細胞が壊れ続けると、その
部分が硬くなり、肝臓の働きが
徐々に悪くなります。
　肝臓は、健康なときと比べ、
30％まで機能が低下しても症状
が現れづらいため、「沈黙の臓器」
といわれています。そして、肝
炎が 6カ月以上続いた状態が「慢
性肝炎」です。症状がさらに長

期化すると、肝硬変や肝がんに
なりやすくなります。
　肝炎ウイルスには、Ａ～Ｅ型
が知られています。日本では、Ｂ
型肝炎ウイルス感染者が 110 ～
140 万人、Ｃ型肝炎ウイルス感
染者が 190 ～ 230 万人と推定さ
れています。慢性肝炎の比率は
Ｂ型では 15 ～ 20％、Ｃ型では
70％を占めています。
　肝炎は、感染時期が明確でな
いことや自覚症状がないことが
多いため、適切な時期に治療を
受ける機会が少なく、気付かな
いうちに肝硬変や肝がんへ移行
する感染者が多く存在すること

が問題になっています。
　慢性肝炎の原因は、ウイルス
感染・薬の服用・アルコールの
摂取・肥満など、さまざまなも
のがありますが、90％は肝炎ウ
イルスの感染によるものです。一
度は肝炎ウイルス検査を受けま
しょう。
　Ｃ型肝炎は、新しい飲み薬で
著効を示すようになりました。Ｂ
型肝炎は、ワクチン接種により
予防が可能な病気です。０歳児
は定期接種ワクチンとなってい
ます。ぜひ、多くの人に任意で
接種してほしいワクチンの一つ
です。

監修・問い合わせ　総社警察署（☎９４－０１１０）

今月のテー
マ

悪質商法などによる消費者被害の未然防止

　最近は、スマートフォンやパ
ソコンなどの普及により、イン
ターネットなどを利用した物品
販売を対象とした詐欺事件や、は
がき・メールなどによる架空請
求事案が発生しています。新手
の悪質商法などが次々と出現し、
その被害が社会問題化している
現状にあります。
　これらの被害を未然に防止す
るためには、消費者が自己防衛
意識を高めることが重要です。

■はがき・メールによるいわれ
なき料金請求
　はがきや電話、メールにより、
利用していないのに有料サイト
の未納料金の債権譲渡を受けて
いるなど、あたかも請求権があ
るかのように装い、料金を要求
する手口です。いわれなき請求
には応じないようにしましょう。
■紹介屋と称する手数料・あっ
せん料名目の詐欺
　融資を受けようとする人の弱
みにつけ込み、融資手数料・あ
っせん料の名目で金銭をだまし
取る手口です。うまい話はない
ことを肝に銘じ、相手方に電話
番号などの個人情報を教えたり、

紹介料などの要求には応じない
ようにしましょう。
■ＳＦ商法による高額商品販売
　路上で勧誘して店舗に誘い込
んでは商品を無料で配布するな
ど競争心をあおり、最終的には
高額な商品（布団、健康器具など）
を購入させる手口で、高齢者の
被害が目立っています。配布商
品に惑わされず、きっぱりと誘
いを断りましょう。
■リフォーム名目の多額詐欺被害
　床下換気や排水工事の名目で
不当に多額の代金を請求する手
口です。誘い文句に気を付けて、
うかつに契約しないようにしま
しょう。

三宅　周　医師
（吉備医師会から）

肝炎ウイルス検査を受けましょう

肝炎

問い合わせ　健康医療課健康増進係（☎９２－８２５９）
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