求人募集

決して連絡をとらないようにしましょう

携帯電話に身に覚えのない
サイトから料金請求がきた！
◆問い合わせ◆役場産業振興課商工労働係 ☎８５‐４８０６
◇◆相談事例◆◇

を利用しましょう。

携帯電話に「無料期間中に退会処理がされてないた

万が一、請求が裁判所からの「特別送達（注 1）
」に

めに、登録料金が発生している」と身に覚えのない

よるものだった場合だけは注意が必要で、そのまま放

S M S が届きました。携帯電話の番号がなぜ知られたの

置してはいけません。放置すると、欠席裁判となり、

でしょうか。また、どうしたらよいでしょうか？

基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてし

◇◆消費者へのアドバイス◆◇

まいます（注 2）
。

S M S（ショートメッセージサービス）とは、電話番号

（注 1）裁判所からの通知に使用される特別な郵便です。

を宛先にしてメールの送受信ができるサービスです。 （注 2）消費生活センターなどが「そのまま放置」する
今回の件は個人情報が漏れたのではなく、自動的に電

ようアドバイスしていることにつけ込んで、過去に、

話番号と同じ桁数の数字を大量に作って宛先とし、メー

架空請求業者（出会い系サイト事業者）が実際に裁判

ルを一斉に配信していると考えます。返信すると、相

を起こした事例があります。本判決では、消費者が反

手に電話番号を知らせ、次は電話という別の手段で請

訴して裁判に応じ、裁判所は、事業者の一連の手法を「訴

求してくるので、決して連絡をしてはいけません。

訟詐欺ともいえる」と断じ、その請求を棄却しました。

大手電話会社では、SMS などの迷惑メールは、申告窓
口を設けています。届いた架空請求のメールは、携帯
電話会社に転送して通報しましょう。使用停止などを
含めた措置が講じられることがあります。また、携帯
電話会社各社が提供しているメールブロックサービス
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守ろうよ

みんなを

●消費者ホットライン
☎０５７０- ０６４- ３７０
●旭川市消費生活センター☎０１６６- ２２- ８２２８

内容 / 院内各所清掃
勤務 / ７：00 ～ 11：30
時給 /850 円
■株式会社 コタニ工業
基線４号 ☎ 54-1555
□事務員
内容 / 一般事務
勤務 / 平日９：00 ～ 15：00
（土日祝日休み）
応募資格 / 事務経験者、PC の使える方
時給 /810 円
□鉄骨建築作業員
内容 / 鉄骨建築、ガレージ等制作組立
勤務 / ８：00 ～ 17：30
資格 / 普通自動車免許
給与 /18 万～ 35 万円
□ガレージ・カーポートの営業
内容 / ガレージ見積、作業管理
勤務 / ８：00 ～ 17：30
資格 / 普通自動車免許
給与 /20 万～ 38 万円
■高齢者事業団
中町１丁目１-15 ☎ 85-2050
□会員
内容 / 清掃業務、農作業全般作業員
場所 / 町内
勤務 / ８:00 ～ 17:00
資格 / おおむね 60 歳以上
時給 / 業務よって異なります。
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めないので、エネルギー不足
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町立ぴっぷクリニック

院長

【場所】 農村環境改善センター 多目的ホール
【主催】 老人クラブ連合会
【問い合わせ】 役場保健福祉課福祉係
℡８５－４８０４
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45、７：30 ～ 16：30（シフト制）
勤務先 / ぴっぷクリニック内厨房
（中町１丁目２-10）
時給 /850 円（６時～９時は 1,000 円）
■ＪＡぴっぷ町ホクレン比布ＳＳ
基線５号 ☎ 85-3113
□ガソリンスタンドスタッフ
内容 / 接客、給油監視、軽整備など
勤務 / 夏７：00 ～ 20：00、冬８：00 ～
20：00 ３交代シフト制（実働８時間）
資格 / 普通自動車免許
危険物取扱者免許（丙種以上）優遇
時給 /810 円～（経験等考慮）
■町立ぴっぷクリニック
中町１丁目２-10 ☎ 85-2222
□事務員
内容 / 受付、電話対応、会計など
給与 / 基本給 15 万～ 18 万円
□看護師・准看護師
内容 / 医師の診察補助など
勤務 / シフト制
資格 / 看護師・准看護師資格
給与 / 看護師 21 万～ 31 万円
准看護師 18 万～ 26 万円
□看護助手
内容 / 医師・看護師の看護補助など
勤務 / ８：30 ～ 17：15
木・土は８：30 ～ 12：30
資格 / 介護職初任者研修修了者が
望ましい
給与 /13 万～ 16 万円
□清掃員

すぐに消費生活センターに相談しましょう

作品展示は１０～１１日の２日間、 芸能発表は１１日に行われます。
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■株式会社 荒尾
中町２丁目 ☎ 85-2142
□ホールスタッフ
内容 / ホール全般（料理出し・注文受
付など）
勤務 /17：00 ～ 20：30（土日・祝日のみ）
勤務先 / 紙風船（基線 4 号）
応募資格 / 高校生以上可
時給 /900 円
■有限会社 遠藤農産
北１線８号 ☎ 85-2193
□パート
内容 / きのこのパック、箱詰めなど
勤 務 / ８：00 ～ 12：00、 ８：00 ～
15：00
勤務先 / 遠藤農産工場内
時給 /810 円～
■上川農業試験場
南１線５号 ☎ 85-2200
□研究補助員・臨時農業技能員
内容 / 研究補助員 ほ場作業、分析、
データ入力など
農業技能員 農作業全般
勤務 / 平日８：45 ～ 17：30
（土日祝日休み）
日給 /6,790 円程度
■株式会社 ＬＥＯＣ
旭川市９条通 15 丁目北商ビル 3 階
☎ 21-3616
□調理スタッフ
内容 / 食事の調理、提供など
勤 務 / ６：00 ～ 15：00、９：45 ～ 18：

④体がだるく、疲れやすい

作品展示
&
芸能発表

～誘いに乗らない、申し込まないことが肝心～

町内事業所の求人募集情報をお知らせします。求人募集情報は、町図書館玄関、
農村環境改善センターロビー、比布駅、くるみ保育園、旭川信金比布支店で
掲示しています。
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