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　11 月９日、教育委員会表彰が行われ、新興
工業株式会社が表彰されました。
　問い合わせ　教育総務課総務係（☎ 0866－
92－8353）

　昭和 41 年に設立の事
業所。地域貢献活動に注
力され、本社（富原）近
くの神在小学校・神在
幼稚園のため、「こども
110 番の家」に登録する
ほか、長年無償で遊具の
修繕や備品の寄贈を続け

ています。近年では、感染予防のため、空気
清浄機や消毒スタンドなどを寄贈。児童・園
児の教育環境の向上に大きく寄与しています。

新興工業株式会社
（写真は笹沼靖憲社長）

教育委員会表彰

　試験日程・場所　令和 5 年１月 14 日㈯。総合福祉センター
　申込期間　12 月１日㈭から 20 日㈫まで。土・日曜日を除く、午前８時 30 分から午
後５時 15 分まで。郵送の場合、12 月 19 日㈪までの消印有効
　受験案内（申込書）の入手方法　市ホームページからダウンロードできるほか、直接か郵送で請求。郵送の場合、
封筒の表に「採用試験受験案内請求」と朱書きし、140 円分切手を貼った返信用封筒（角形 2 号）を同封し請求
　その他　災害などのため、試験日程などに変更がある場合は、市ホームページでお知らせします
　請求先・申込先・問い合わせ　総務課職員係（☎ 0866－92－8220、〒 719－1192　中央一丁目１番１号、市ホー
ムページ https://www.city.soja.okayama.jp/）

試験区分 受験資格 採用予定人数

文化財専門職員

　昭和 57 年４月２日以降に生まれ、以下のすべてを満たす人
①	文化財学か考古学に関する専門課程を履修し、学校教育法に基づく大学（短期
大学を除く）を卒業したか、令和 5年 3月末までに卒業見込み
②博物館法に基づく学芸員の資格を有するか、令和 5年 3月末までに取得見込み

１人程度

建築技術職員 　平成 6年 4月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校以上を卒業し１
級建築士か 2級建築士の資格を有するか、令和 5年 3月末までに取得見込みの人 １人程度

管理栄養士 　平成 4年 4月２日以降に生まれ、管理栄養士の資格を有するか、令和 5年 3月
末までに取得見込みの人 １人程度

調理員 　昭和 57 年４月２日から平成 17 年４月 1日までに生まれ、調理師か栄養士の免
許を有し、学校や施設などでの職務経験が 2年以上ある人 １人程度

※詳細は、必ず受験案内で確認してください
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総 社 賞
　11 月３日、総社賞の授与式が行われ、平松
秀昭さんが表彰されました。
　問い合わせ　秘書室（☎ 0866－92－8215）

　昭和 56 年に神在
コミュニティ協議会
の運営委員に就任以
降、地域活性化のた
め に 尽 力。 平 成 11
年には会長に就任さ
れ、精力的に地域を
束 ね て こ ら れ ま し
た。 平 成 14 年 に は

市コミュニティ連絡協議会会長に、平成 30 年
には市地域づくり協議会会長に就任。市内各
地域のコミュニティ組織の結成や育成に力を
注ぎ、献身的に活動を続けてこられました。
また、多文化共生事業にも積極的に取り組ま
れ、日本語教室の運営にも一翼を担うなど、
市の地域コミュニティの基礎構築に大きく貢
献されました。

平松秀昭さん（上原）

総 社 賞
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　令和５年４月１日採用の会計年度任用職員を募
集します。
　職種や定員、問い合わせ先は下記のとおりです。
職務内容・試験日時など詳細は、市ホームページ

で確認してください。
　募集要項・申込書は、各窓口に設置しているほか、
市ホームページからもダウンロードできます。提
出は各窓口に持参か郵送してください。

職種 定員 問い合わせ
（市外局番 0866）

市長車運転等業務 １人 秘書室（☎ 92－8215）

ふるさと納税事務員 ３人
程度

魅力発信室
（☎ 92－8308）

放送・広報事務員 １人 市政情報課広報広聴係
（☎ 92－8214）

多文化共生推進員 １人
人権・まちづくり課
国際・交流推進係
（☎ 92－8242）

交通安全指導員 ２人

交通政策課
（☎ 92－8249）

新生活交通
業務事務員 ３人

新生活交通
業務事務員（短時間）２人

消費生活相談員 １人
出張所事務員 ３人

市民課
（☎ 92－8247）

市民課事務員 １人
マイナンバー事務員 １人
窓口案内業務等事務員 １人
戸籍事務員 １人
レセプト点検事務員 ２人

健康医療課保険年金係
（☎ 92－8257）

財産調査事務員 １人
国保医療費適正化
業務事務員 １人

保健指導員 ２人 健康医療課健康増進係
（☎ 92－8259）

自立支援推進員 １人 福祉課障がい福祉係
（☎ 92－8269）手話通訳者 １人

生活保護面接相談員 １人

福祉課生活福祉係
（☎ 92－8266）

ハローワーク総社派遣
自立支援推進員 １人

ハローワーク総社派遣
ポルトガル語通訳者 １人

職種 定員 問い合わせ
（市外局番 0866）

母子・父子自立支援員 １人
こども課子育て支援係
（☎ 92－8268）ヤングケアラー

コーディネーター １人

母子保健
コーディネーター １人 こども課母子保健係

（☎ 92－8261）
介護給付適正化事業
推進員 １人 長寿介護課介護保険係

（☎ 92－8369）
介護認定調査員 ５人

程度

まちかど郷土館事務員 １人
観光プロジェクト課
観光プロジェクト係
（☎ 92－8277）

埋蔵文化財学習の館
遺物作業員 ３人 観光プロジェクト課

文化財係
（☎ 92－8363）鬼城山ビジターセン

ター指導員 ２人

働く婦人の家事務員 ２人 企業誘致商工振興課
（☎ 92－8276）

用地権利者調査事務員 １人 土木課土木係
（☎ 92－8291）

２級建築士 １人 建築住宅課営繕住宅係
（☎ 92－8287）

会計事務員 １人 会計課
（☎ 92－8207）

吉備路クリーンセン
ター事務員 １人 総社広域環境施設組合

事務局（環境課内）
（☎ 92－8256）交流館事務員 ２人

一般行政事務（事務
補助）

40 人
程度

総務課職員係
（☎ 92－8220）

　市教育委員会は、令和５年度会計年度任用職員を募集します。募集情報は随時
ハローワークなどに掲載しますので、募集職種・勤務場所・応募方法などを確認し、
応募してください。募集の詳細は、各採用担当課にお問い合わせください。
　問い合わせ　教育総務課総務係（☎ 0866－92－8353）

会計年度任用職員募集

発掘作業員（登録制）20 人程度

観光プロジェクト課
文化財係
（☎ 92－8363）

※	発掘作業員は、登録者の中から必要に応じて選考するた
め、任用されない場合もあります
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