
受付場所・問

試験職種 試験
区分 年齢要件（生年月日） 受験資格・条件など 採用

予定者数※1

事 務 職
２種

平成５年４月２日～
平成11年４月１日 18 人

( 障がい者を
含む )事 務 職

( 障がい者 )
昭和63年４月２日～

平成11年４月１日
身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の心身の機
能障がいがある人

事 務 職
３種

平成９年４月２日～
平成13年４月１日 ２人

( 障がい者を
含む )事 務 職

( 障がい者 )
昭和63年４月２日～

平成13年４月１日
身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の心身の機
能障がいがある人

事 務 職
( 心理 )

１種 昭和58年４月２日以降
に生まれた人 臨床心理士または公認心理師の資格を有する人 ※２ １人

土 木
２種 平成５年４月２日～

平成９年４月１日
土木の専門的知識・技能を有する人

１人

３種 平成９年４月２日～
平成13年４月１日 １人

建 築
２種 平成５年４月２日～

平成９年４月１日
建築の専門的知識・技能を有する人

１人

３種 平成９年４月２日～
平成13年４月１日 １人

獣 医 師 １種 昭和63年４月２日～
　平成７年４月１日 獣医師免許を有する人※２ １人

幼稚園教員 ２種 昭和61年４月２日～
平成11年４月１日 幼稚園教諭普通免許状および保育士資格を有する人 ※２ ３人

土 木
(上下水道局)

１種 昭和63年４月２日～
平成９年４月１日 土木の専門的知識・技能を有する人 ３人

消 防 士
２種 平成５年４月２日～

平成11年４月１日 視力（矯正視力含む）が両眼で1.0以上かつ一眼でそ
れぞれ0.5以上で、赤色・青色・黄色の識別ができ、
聴力が正常で、四肢いずれも正常な人

４人

３種 平成９年４月２日～
平成13年４月１日 ３人

※１：採用予定者数は、変更になることがあります。　※２：31年３月31日までに取得見込みの人を含みます。

郵送の場合は10月５日㈮消印有効、
インターネット受付は9月28日㈮締切■　受付期間 9月18日㈫ ～10月 5日㈮

大分大学（大字旦野原700番地）
※大分大学へのお問い合わせはできません。■　第１次試験日・会場 10月21日㈰

こちらからアクセス
して内容を確認

できます。

大分市職員募集 30年度(秋)職員採用試験概要

配付場所 … 人事課、教育総務課、学校教育課、上下水道局総務課、消防局総務課、市役所本庁舎１階案内所、各支
所、大分市東京事務所、大分県福岡事務所

インターネット … ９月18日㈫から、市ホームページでも試験案内を確認できます。プリントアウトした申込書も利用
でき、インターネット受付（電子申請）も利用できます。

郵送での請求方法 … 送付封筒の表に「試験案内請求」と朱書きのうえ、返信用封筒（角形２号〈A４サイズの書類が
入る封筒〉に140円切手を貼付し、送り先を明記したもの）を同封し、９月28日㈮〈必着〉まで
に人事課宛てに請求してください。

■　試験案内・申込書の配布は  9月 18日㈫から

・ 事務職、土木、建築  人事課　☎537-5604　（〒870-8504　荷揚町２-31）
・ 幼稚園教員  学校教育課　☎537-5648　（〒870-8504　荷揚町２-31）
・ 土木（上下水道局） 上下水道局総務課　☎538-2403　（〒870-0045　城崎町一丁目５-20）
・ 消防士 消防局総務課　☎532-2188　（〒870-0044　舞鶴町一丁目１-１）
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　市総合計画「おおいた創造ビジョン2024」では、都市像として掲げている「笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造
都市」の実現に向けて６つの「基本的な政策」を掲げるとともに、施策の進ちょく状況が分かりやすいよう、数値で目標を
表しています。今回は、各施策で定めた主な目標設定の2017年度末における進ちょく状況をお知らせします。

◎現状値は特に注記のない限り2015年度実績または2015年度末の値。

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさ
あふれるまちづくり ――市民福祉の向上

安全・安心を身近に実感できるまちづくり
 ――防災安全の確保

将来にわたって持続可能な魅力あふれる
まちづくり ――都市基盤の形成

豊かな心とたくましく生きる力を
はぐくむまちづくり ――教育・文化の振興

にぎわいと活力あふれる
豊かなまちづくり ――産業の振興

自然と共生する潤い豊かなまちづくり
 ――環境の保全

指標名 現状値 進ちょく状況 
2017年度末

目標値
2019年度見込み

市道橋における
修繕済の橋数 32橋 51橋 132橋

市民１人当たり
の都市公園面積 14.65㎡ 14.70㎡ 15.00㎡

指標名 現状値 進ちょく状況
2017年度末

目標値
2019年度見込み

児童育成
クラブ定員 3,739人 5,153人 4,082人

認知症サポーター
養成講座受講者数
（累積）

26,376人 35,182人 50,000人

指標名 現状値 進ちょく状況 
2017年度末

目標値
2019年度見込み

誘致企業件数 8件 36件
28件

（2016～2019
年度累積）

観光宿泊客数
776,947人
(2014年

実績)

936,089人
(2017年実績

速報値)
880,000人

指標名 現状値 進ちょく状況 
2017年度末

目標値
2019年度見込み

土砂災害ハザード
マップ作成箇所数
土砂災害危険箇所数
1,958箇所
（2016年3月末現在）

33箇所 816箇所 1,000箇所

自主防犯
パトロール
活動自治区数

581自治区 585自治区 全自治区
687自治区

指標名 現状値 進ちょく状況 
2017年度末

目標値
2019年度見込み

ボランティア清掃
団体登録件数 209団体 211団体 225団体

ごみ排出量 158,298t 157,506t 145,000t

指標名 現状値 進ちょく状況 
2017年度末

目標値
2019年度見込み

国・県・市主催の学力
調査で全国平均以上
の教科の割合

78.9% 82.5% 100%

歴史資料館
利用者数 45,859人 46,422人 47,000人

市総合計画「おおいた創造ビジョン2024」では、合計105項目の目標設定を掲げて
います。項目や進ちょく状況など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

知的障がい、精神障がい、認知症などにより、判断能
力が十分でない人の人権を守り、法律的に支援して
います。また10月２日㈫午後２時30分から、無料相
談などができる啓発イベントを行います。

9月1日から、年中無休になりました。障がい者の高齢化
や重度化、親亡き後を見据え、各種相談ができます。

▪移設場所：J:COM ホルトホール大分　3階
▪開 設 日：月～土曜日　午前9時～午後6時
▪休 所 日：日曜日、祝日、第2・4月曜日(祝日の場合

は、翌日以降の平日)、年末年始

▪移設場所：大分西部公民館横
▪開 設 日： ⃝月～金曜日　午前9時～午後9時
 　※午後6時以降は緊急相談のみ
 ⃝土・日曜日、祝日、年末年始
 　　　　　　　　　午前9時～午後6時

各種センターが移設します
■　市成年後見センター ■　市障がい者相談支援センター

問 企画課　☎537-5603

問 障害福祉課　☎537-5658

笑顔が輝き 夢と魅力あふれる
未来創造都市の実現をめざして

10月１日㈪～
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