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市職員募集

区　分 職　種
採用予定数 職務の概要など 受　験　資　格

高卒程度

一般事務

市長部局、議会など
の事務局及び各種委
員会などで事務に従
事します。

平成 5 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた人6 人程度
一般事務

( 身体障がい者
対象 )

昭和 63 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた人で、
身体障がい者手帳の交付を受け、自力による通勤が可能で、かつ
介助なしで職務の遂行が可能な人。また、活字印刷文による出題
及び口頭による面接試験に対応できる人1 人程度

一般事務
（土木系事務職）市長部局などに勤務

し、公共土木全般に係
る業務に従事します。

昭和 63 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた人で、
高等学校以上において土木系の学部・学科を卒業、または平成 31
年 3 月に卒業見込みの人。もしくは、民間企業等での経験によっ
て土木系の専門知識・技能を有する人。1 人程度

●試験区分・受験資格など

●申込書の請求方法
直接取りに来る場合 阿蘇市役所 2 階　総務課人事係　に用意してあります。

郵送で請求する場合
封筒の表に「阿蘇市職員採用試験申込書請求」と朱書きし、140 円切手を貼った宛先明記の
返信用封筒（Ａ 4 サイズが入るもの）を同封の上、「〒 869-2695 阿蘇市役所　阿蘇市総務
課人事係」に請求してください。

インターネットから
ダウンロードする場合

阿蘇市のホームページ（http://www.city.aso.kumamoto.jp/）にアクセスして、申込書（PDF
形式）をダウンロードしてください。印刷の際はＡ 4 サイズの厚紙（官製はがき程度の厚さ
で白紙）を使用してください。

▷ 試験日、試験地、受付期間は市役所職員採用試験と同じです。　
▷ 上記試験の合格者は、10 月下旬頃に第２次試験を行います。

▷ 受付時間は、午前 8 時 30 分～午後 5 時（ただし、土・日・祝日は除く）
 ▷郵送申し込みは、8 月 10 日㊎までの消印があるものに限り受け付けます。
 ▷試験科目等の詳細についてはお尋ねください。
▷ 上記試験の合格者は、10 月下旬頃に阿蘇市役所で第 2 次試験（面接など）を行います。

阿蘇広域行政事務組合職員募集

問阿蘇広域行政事務組合事務局
　総務課人事係　☎ 24-5111

募集期間 7 月 23 日㊊ ～ 8 月 10 日㊎

試験日 9 月 16 日㊐

試験会場 熊本県立阿蘇中央高校阿蘇校舎

問市役所総務課�人事係　☎ 22-3111

区　分 職　種 採用予定数 職務の概要など 受　験　資　格

高卒程度 消    防 7 人程度 消防部局に勤務し、消防業務に従事します。
平成 5 年４月２日から

平成１3 年４月１日までに
生まれた人

あなたの能
チカラ

力を�未来の阿蘇市に―平成 30 年度

平成 30 年度新規採用職員
ほけん課
武田 悠莉

ほけん課
佐藤 のぞみ

まちづくり課
勝木 慎太郎

ほけん課
山内 聡太
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＜問い合わせ先＞　自衛隊熊本地方協力本部 阿蘇地域事務所　　☎２２－４５７５

一人ひとりが「主役」になる場所がある

平成 30 年度

自衛官採用試験
募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 試験種目 試験場所

自衛官候補生

１８歳以上
２７歳未満 ７月１日㈰

～９月7日㈮

第１次試験
９月２２日㈯

筆記試験・適性検査
口述試験・身体検査 阿蘇地域振興局

一般曹候補生

筆記試験・適性検査

第２次試験
１０月２日㈫
～１１日㈭
(うち指定する１日)

口述試験・身体検査 北熊本駐屯地

航空学生 高卒（見込含）
２１歳未満

第１次試験
９月１７日㈪

筆記試験・適性検査 熊本地方合同庁舎

防医大
（看護学科）

高卒（見込含）
２１歳未満

９月５日㈬
～２８日㈮

第１次試験
１０月２０日㈯

筆記試験 熊本地方合同庁舎

（陸上自衛隊 HP より引用）

全国・九州大会出場者紹介と結果

ＪＦＡ第１８回全日本Ｏ－６０サッカー大会
【３位】　堀川 淳 （内牧 5区）

（5.26 ～ 28 ／福島県）●サッカー【結果】

平成３０年度全国高等学校総合体育大会
嶋田沙緒里 （鹿児島県霧島市立国分中央高校３年 /阿蘇中出身）

（8.12 ／三重県）●柔道 個人 70kg 級

　「阿蘇ユネスコジオパーク」のジオサイ
トで、阿蘇の自然にくわしい専門家が火山
活動や草原、野の花などをガイドします。 
　阿蘇火山博物館では、阿蘇火山の誕生な
ど、学芸員や専門のスタッフが実験やジオ
ラマ、写真パネルなどを使って分かりやす
く解説します。

ジオサイトと
阿蘇火山博物館

8/4㊏ 10：00 開会と　き

ASO環境共生基金実施事業

夏の 参加者募集！

場　所　杵島岳・阿蘇火山博物館
対　象　 熊本県内の小・中学生 家族の人も大歓迎！
定　員　 １００名（応募者多数の場合は抽選）
参加費　 無料（火山博物館入館無料・昼食付き）
申込方法　 各学校から配付してある申込書を市役所、各支

所へお持ちいただくか、FAXしてください。
申込締切　 ７月１０日㊋まで
※ 申込書をお持ちでない人は住環境課にお問い合わせく

ださい。
申込・問合せ　 住環境課　☎22-3169　Ⓕ22-3115

（敬称略）

第 68 回全九州高等学校柔道競技大会
【団体戦 3 位、個人 70kg 級 準優勝】
嶋田沙緒里 （鹿児島県霧島市立国分中央高校３年 /阿蘇中出身）

（6.17 ／鹿児島県）●柔道 【結果】


