
INFORMATION

▼試験日・試験会場
第１次試験	 と　き ９月19日（日）
  午前８時30分
 ところ 菊池高等学校
第２次試験	 と　き 10月下旬
 ところ 合志市役所
第３次試験	 と　き 11月下旬
 ところ 合志市役所

▼受付期間
７月26日（月）〜８月13日（金）（土・日・祝を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
※試験実施要領と申込用紙は、総務課、西合志総合窓口（御代志

市民センター）、泉ヶ丘支所、須屋支所に用意しています。市
ホームページにも掲載しています。

※電子申請での受験申し込みもできます。詳しくは
試験実施要領をご覧ください。

申 問総務課　人事班　☎（２４８）１１１２

市 職 員 募 集

区　分 職　種
採　用
予定数

受　験　資　格
勤務先
職務内容

大学
卒業程度

行　政
５人
程度

◦平成4年4月2日〜平成12年4月1日までに生まれた人
◦平成12年4月2日以降に生まれた人で学校教育法による大

学（短期大学を除く）を卒業または令和4年3月末までに卒
業見込みの人

市長部局などに
勤務し、行政一
般事務に従事

高等学校
卒業程度

一般事務
２人
程度

◦平成12年4月2日〜平成16年4月1日までに生まれた人
（学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業または令
和4年3月末までに卒業見込みの人は受験できません）

一般事務
障がい者

対象

１人
程度

◦昭和57年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人
（学歴は問いません）

◦次に掲げるア〜ウのいずれかの手帳などの交付を受けて
いる人《注１》
※手帳などは、受験申込日および受験当日において有効

であることが必要です。
ア） 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳また

は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という）も
しくは産業医による障がい者の雇用の促進などに関す
る法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意
見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、
小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の
機能の障がいについては指定医によるものに限る）

イ） 都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療
育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精
神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者
職業センターによる知的障がい者であることの判定書

ウ） 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条に
定める精神障害者保健福祉手帳

民間企業等
職務経験者

精神保健
福祉士

１人
程度

◦次のいずれにもあてはまる人
ア） 昭和57年4月2日以降に生まれた人で精神保健福祉士

の免許を有し、精神保健福祉士法第28条に基づく登録
を受けている人

イ） 精神保健福祉士に関する職務経験（アルバイト、パート
タイム勤務も含む）が直近5年のうち3年以上ある人。た
だし、休職（産前産後休暇を除く）などの期間は職務経
験に含めない《注２》

市長部局などに
勤務し、福祉部
業務・事務の職
務に従事

資
格
免
許
職

短大
卒業
程度

保健師
２人
程度

◦平成4年4月2日〜平成14年4月1日までに生まれた人で
保健師の免許を有する人、または令和3年度実施の国家試
験で取得見込みの人

市長部局などに
勤務し、保健師
業務・事務の職
務に従事

《注１》 申し込みのときに受験資格に掲げる手帳などの写しを提出してください。
《注２》 申し込みのときにエントリーシートを添付してください。エントリーシートは、総務課窓口にありま

す。市ホームページからダウンロードもできます。

▼試験職種・採用予定人数
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警察署だより

申…申し込み先　問…問い合わせ先　ヴ…ヴィーブル内　インフォメーション

　今月末から夏休みに入る学校もある
かと思います。
　事件・事故に注意して楽しい夏休み
を過ごしてください。

問い合わせ先　熊本北合志警察署　☎341−0110

犯罪発生
状　　況
（５月集計）

交通事故
状　　況
（５月集計）

区　分 ５月中 累　計
北合志署管内 27 187
うち合志市 6 45
主な発生犯罪 万引き、職場ねらいなど

区　分 北合志署管内 うち合志市
５月中 累　計 ５月中 累　計

発生件数 25 122 5 36
死者数 0 1 0 0
負傷者数 32 148 9 47

　近年、ＳＮＳやインターネットを通じて犯罪に巻
き込まれる事件が多発しています。事件に巻き込
まれないために、スマートフォンなどを使用する
際のルールについて家族でしっかり話し合いをし
て、健全な使用を徹底しましょう。

▼受験資格
・消防
平成９年４月２日〜平成16年４月１日までに生まれ
た人

・救急救命士
平成６年４月２日以降に生まれた人で、救急救命士
の免許を取得している人

▼試験日　
　第１次試験　9月19日（日）
　第２次試験　11月中（予定）

▼試験内容
　第１次試験　筆記試験（高等学校卒業程度）
　第２次試験　体力試験と面接試験

▼試験会場
　第１次試験　菊池高等学校
　第２次試験　菊池市と大津町（予定）

▼受付期間
７月26日（月）〜８月13日（金）（土・日・祝を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
※申込用紙は菊池広域連合消防本部と各消防署に用
意しています。詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

　http://www.kikuchi-kr.jp/
申 問菊池広域連合消防本部　総務課
　　☎２３２−９３４０

▼受験資格
平成３年４月２日〜平成16年４月１日までに生まれ
た人

▼試験日　
第１次試験　９月19日（日）　
第２次試験　11月上旬（予定）

▼試験内容
第１次試験　筆記試験（高等学校卒業程度）
第２次試験　面接試験

▼試験会場
第１次試験　菊池高等学校
第２次試験　菊池養生園保健組合

▼受付期間
７月26日（月）〜８月13日（金）（土・日・祝を除く）
午前８時30分〜午後5時15分
※申込用紙は菊池養生園保健組合に用意していま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

　https://www.yojoen.or.jp
申 問菊池養生園保健組合　総務課
　　☎０９６８−３８−２８２０

菊池広域連合消防本部　職員募集

菊池養生園保健組合　職員募集

区　分 職　種 採用予定数 勤務先・職務内容

高等学校卒業程度
消防 ５人程度

菊池広域連合消防本部（署）に勤務し、消防業務に従事
救急救命士 ２人程度

区　分 職　種 採用予定数 勤務先・職務内容
高等学校卒業程度 一般事務 １人程度 菊池養生園保健組合に勤務し、一般事務に従事

県警察では、保護者向け
啓発冊子『スマホに弱い大
人の教科書』を制作し、県
警察ホームページに掲載
していますので、ぜひお
役立てください。

ＳＮＳなどによる犯罪被害防止

二次元コー
ドから簡単
にアクセス
できます。

ス
マ
ホ
の
約
束
６
か
条

会わないで（知らない人と）
撮らないで（自分の裸を）
画像を送らないで
個人情報を載せないで
悪口を書き込まないで
いじめないで（ネットを使って）

あ
と
が
こ
わ
い

スマホに弱い大人の教科書
30分で読める！
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