
　
来年２月開始予定の各種証明書コンビニ交付のご案内
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市役所からのお知らせ

阿蘇市に住民登録がある方は、平成３１年２月
からマイナンバーカードを利用してコンビ

ニエンスストアに設置してあるマルチコピー機か
ら各種証明書を交付できるようになります。
　まだマイナンバーカードの交付申請ならびに受
け取りが済んでいない方は、早めに手続きをお願

いします。
　なお、交付申請書用封筒の差出有効期間が平成
２９年１０月４日までとなっているものは、期間
延長により平成３１年５月３１日まで有効な封筒
として利用できます。

●��利用できるカード
　�マイナンバーカード（４桁の暗証番号が必要、
阿蘇市民カード等は利用できません。）
●利用場所
　�マルチコピー機設置の全国のセブン - イレブ
ン、ファミリーマート、ローソン（予定）
●利用時間
　�午前 6時 30分～午後 11時
　（12月 29日～ 1月 3日は利用休止）
※�戸籍証明書及び戸籍の附票の写しは土・日・祝
日を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分

●交付できる証明書
・住民票の写し、住民票記載事項証明書
�　�（除票の写しは交付不可。個人番号及び住民票
コードは記載なし）

・印鑑登録証明書（印鑑登録済みの人）
・所得証明書、課税台帳記載事項証明書
　（申告等済みの人）
・戸籍証明書、戸籍の附票の写し
　（除籍謄本等は交付不可）

※マイナンバーカードを持っていない人は、市役所・各支所窓口から従来どおりの手続きで各種証明書を交付します。
　ただし、印鑑登録証明書の交付には、阿蘇市民カード・阿蘇町住民カード・印鑑登録証のいずれかが必要です。

問市民課 戸籍係 ☎ 22-3135　税務課 市民税係 ☎ 22-3148

　
天ぷら油（家庭廃食油）の回収キャンペーン

天ぷら油（家庭廃食油）の回収キャンペーンを
県内で実施します。ご家庭で出た廃食油を、

以下の回収場所にお持ちください。回収した廃食

油は BDF（バイオディーゼル燃料）となり、ディー
ゼル車両や発電機等で利用されることで、二酸化
炭素（CO2）排出量の削減につながります。

●時期
　�第１回　7月 2日㊊～ 8月 31日㊎
　第２回　12月 3日㊊～ 1月 31日㊍
●回収場所
　�市役所、内牧支所、波野支所
●回収可能な油
　�天ぷら油等の植物油
　※�動物油（ラード等）、鉱物油（エンジンオイル
等）は回収できません。

●回収方法
天かす等のゴミを除き、ペットボトルや油購入
時のプラ容器等に入れて回収場所にお持ちくだ
さい。

※ この取り組みは、ＢＤＦを女子ハンドボール世界選手権などの国際スポーツ大会での活用や地域の燃料として
利用することを目指しています。

問住環境課 都市・環境係 ☎ 22-3169
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「阿蘇っ子クラブ」指導者募集

平成３１年４月から、これまで小学校で行われ
てきた部活動に代わるものとして、各小学校

に「阿蘇っ子クラブ」（以下クラブ）の設置を予定し
ています。

問教育課 社会体育係 ☎ 22-3229

　クラブの活動をスタートするにあたり指導者の
確保が必要となるため、各小学校では以下の種目
の指導やお手伝いができる方を９月末まで募集し
ます。

「阿蘇っ子クラブ」とは
　学校教育の一環として、現在学校が運営している部活動に代わり、地域住民や保護者の方々が中心になっ
て運営します。放課後の時間帯（16：30～ 18：30）に、児童が運動に親しみ楽しむことを目的にしています。
※�「阿蘇っ子クラブ」として認定された団体は学校の体育館やグラウンド等の施設使用料減免や施設を優先
的に利用できる等の優遇措置を検討しています。「阿蘇っ子クラブ」の認定には一定の条件がありますの
で、放課後の時間帯に指導協力いただける方や児童の指導に興味のある方、スポーツチームなどをお持ち
の企業様は、指導を希望される小学校までお尋ねください。（９月末締切）

クラブ名 種目 申込み・問合せ先

一の宮小クラブ サッカー、バドミントン、牛舞 ☎ 22-0113

阿蘇小クラブ 総合運動（児童が運動に親しめ
るものであればスポーツの種
目は問わない）、音楽

☎ 34-0017

阿蘇西小クラブ ソフトボール、サッカー ☎ 32-2442

内牧小クラブ サッカー、バドミントン ☎ 32-0010

波野小クラブ サッカー、バドミントン、卓球 ☎ 24-2032

※山田小学校は平成 31 年 4 月から内牧小学校と先行統合するため、内牧小クラブと同じ種目になります。

＜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

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
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不動産（田）の公売会を開催します

市が市税の滞納処分として差押えした不動産（田）の公売会を開催します。

●と　き　１０月１８日（木）

　　　　　受付�午前９時　入札�午前９時３０分
●ところ　市役所�北側別館大会議室
�●入札者の持参物
①公売保証金（現金または小切手）
　�※�小切手の場合、熊本手形交換所管内の銀行
等の振出にかかるもので、振出日から起算
して 7日を経過していないもの

②買受適格証明書
　�阿蘇市農業委員会が発行した証明書（９月
２７日（木）までに申請が必要）

③印鑑（認印可。シャチハタ不可）

④身分証明書
▶個人、代理人の場合・・運転免許証等
▶�法人の場合・・代表者を証明する書類（商業登
記簿等）及び代表者の運転免許証等

⑤委任状
　�代理人の場合か、法人の場合で代表者以外の
方が入札する場合に必要です（委任者の印鑑
登録証明書を要添付）。
　様式は税務課にお問い合わせください。
⑥収入印紙
　�法人または個人経営の不動産業者の場合、公
売保証金返還の際の領収書に収入印紙 200
円（売却区分番号毎）に貼付が必要です。

※公売会を中止する場合がありますので、開催前に中止の有無をお問い合わせください。

問税務課 収税係 ☎ 22-3148

　地域社会の健全な発展を図ることを目的とした宝くじの助成金
を活用し、「古城１区」が地域活動時に不足していたテーブル、イス、
OA機器などを公民館に整備しました。
　このコミュニティ助成事業は、社会貢献広報事業費を財源として
一般財団法人自治総合センターが
助成するものです。
　地域活動備品を整備したことに
より、同地区ではコミュニティ活
動が一層活発になるものと期待さ
れます。 テーブル椅子

コミュニティ助成事業で地域活動備品を整備

売却区分番号 所在 地目 地積 公売保証金 見積価額
1 阿蘇市内牧字東中無田 1689 番 田 1,883㎡ 80,000 円 760,000 円
2 阿蘇市三久保字外濱川 1086 番 田 1,624㎡ 70,000 円 700,000 円
3 阿蘇市黒川字中北塚 958 番 田 2,971㎡ 140,000 円 1,360,000 円
4 阿蘇市黒川字中北塚 971 番 田 2,976㎡ 140,000 円 1,360,000 円

売却区分番号 1 売却区分番号 2 売却区分番号 3,4
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