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枕崎市職員採用試験を実施します。

鹿児島県グラフコンクール作品募集

自然の大パノラマに触れ合う旅 三島村海の学校への参加者募集

年金相談所開設のお知らせ

パソコン実務講習の受講生を募集

高校生・中学生の税の作文募集

教育講演会を開催します。

「水俣病特措法」に基づく給付の申請について（県からのお知らせ）

スプレー缶など発火や引火の恐れのあるごみの収集方法について

地上デジタル放送に関するお問い合わせ先

国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ）を実施します

戦没者のご遺族や旧軍人の皆様へ 平成２３年度 移動援護相談のご案内

８月は「人権同和問題啓発強調月間」

無料人権相談所を開設

国民年金保険料 口座振替で前納すると便利でお得です！

国民健康保険高齢受給者証を更新します

日本脳炎の予防接種についてのご案内

MR（麻疹・風疹）混合ワクチンの接種について

熱中症を防ごう

『給食番長』の作家 よしなが こうたくさんがやってくる！

「限度額適用・標準負担額減額認定証」更新手続きについて

交通安全専門指導員を募集

自動車事故による貸付金制度の案内

不用公用車の公売を行います。

夏の交通事故防止運動を実施

枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー参加者を募集
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枕崎市職員採用試験を実施します。

平成 23 年度枕崎市職員採用試験を次のとおり実施します。

１ 採用職種，予定人員及び受験資格

職  種 採用予定人員 受   験   資   格

一  般

事 務 職

１～２名
① 昭和 57 年４月２日以降に生まれた者

② 高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有する者又は平

成 24 年３月までに卒業見込みの者

土木技師 １～２名

① 昭和 51 年４月２日以降に生まれた者

② 高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有する者又は平

成 24 年３月までに卒業見込みの者

保健師 １名

① 昭和 51 年４月２日以降に生まれた者

② 保健師の免許を有する者又は平成 23 年度中に免許を取得見

込みの者

消防士 ２～３名

① 昭和 61 年４月２日以降に生まれた者

② 高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有する者又は平

成24年３月までに卒業見込みの者

全職種共通 ① 採用後は，本市に居住可能な者

〈欠格事項〉

  上記の受験資格にかかわらず，次のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴日本国籍を有しない者

⑵成年被後見人又は被保佐人

⑶禁錮刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

⑷枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過していない者

⑸日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

２ 試験の方法及び内容

   試験は第１次試験及び第２次試験とし，第２次試験は，第１次試験合格者に対して行います。

⑴第１次試験  教養試験・事務適性試験（消防士は消防適性試験）・専門試験（土木技師・保健師）・

体力測定（消防士）・作文試験

⑵第２次試験  面接試験（集団討論・個別面接）・健康診査（医療機関発行の健康診断書提出）

３ 試験の時期及び場所

⑴第１次試験 日時 平成 23 年９月 18 日（日曜日）午前８時 30 分から

         場所 枕崎市市民会館 【枕崎市千代田町 114 番地】

         ※ 受験者が多い場合は，㈶南薩地域地場産業振興センターで行います。

⑵第２次試験   日時  平成 23 年 10 月下旬の予定  場所 枕崎市役所

４ 受験手続及び受付期間

⑴受験申込書用紙の請求及び提出先

  〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市総務課職員係  ℡ 0993(72)1111 (内線 212)

※ 受験申込書を郵便により請求する場合は，返信用封筒（角形２号・縦 33cm×横 24cm）に切手（120

円）を貼り，宛先（申込者住所等）を明記して同封してください。

⑵受験申込締切日 平成 23年８月 18 日(木)午後５時 15 分までに必着のこと

５ 合格発表

⑴第１次試験合格発表 10月上旬までに，受験者全員に合否結果を文書で本人に通知します。

⑵第２次試験合格発表 10月下旬までに，受験者全員に合否結果を文書で本人に通知します。

６ 採用

   最終合格者は，平成 24年４月１日付けで採用の予定です。

   なお，受験資格に定める期限までに高等学校等を卒業できない場合又は保健師の免許を取得できな

い場合は，採用を取り消します。

７ 給与 給与は，枕崎市職員の給与に関する条例に基づき支給されます。        総務課

２



鹿児島県グラフコンクール作品募集

鹿児島県、鹿児島県統計協会では、毎年、グラフコンクールを行っています。

グラフを使ったポスター作品作りを通して、調べる楽しさ、表現する楽しさを感じてみませんか。

（募集締切日）  平成 23 年９月７日（水）必着

（応募資格）   小学校１年生から一般

（送付先・お問い合わせ先）

〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町 10-１(県庁統計課内) 鹿児島県統計協会

電話 099-286-2473

ホームページ http://www.pref.kagoshima.jp/tokei/oshirase/concours/index.html

企画調整課

３

自然の大パノラマに触れ合う旅 三島村海の学校への参加者募集

●海の学校「黒島校舎」旅行期日：８月２０（土）～２３日（火）３泊４日

●ご旅行代金（枕崎港発着） ２５，０００円（小学生）、２８，０００円（中学生）

●募集人員 先着２１名様 ●最少催行人員：１０名様  ●食事付(朝食３回・昼食４回・夕食３回)

●添乗員同行致します。  ●申込金：１０，０００円又は全額

●旅行代金に含まれるもの 日程記載の宿泊代・移動車代金・食事代・体験・観光及びトレッキングガイド

費用等・フェリー代（船賃）・添乗員経費

●旅行代金に含まれないもの 個人的な飲み物代・電話代、クリーニング代等の個人的費用等

●予約申し込み締め切り日 ７月２９日（金）締切（但し定員になり次第締め切ります）  

●企画・問い合わせ 三島村役場 担当：総務課（佐藤）

〒892-0821 鹿児島市名山町 12 番 18 号 ＴＥＬ：０９９－２２２－３１４１

ＦＡＸ：０９９－２２３－１８３２

年金相談所開設のお知らせ

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の職員が、厚生（船員）年金・国民年金に関する相談に応じます。

相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。

○日 時：９月８日（木）午前１０時～午後３時（８月はありません）

○場 所：市民会館２階 第１会議室

○問合せ：日本年金機構 鹿児島南年金事務所 お客様相談室 ℡ ０９９-２５１-３８７９

◎例えばどんな？

・年金を受けるための請求ができます。

・障害年金や遺族年金の相談ができます。

・50 歳以上の方に年金の見込み額を提示します。

・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。

・年金受給者の住所変更や死亡に伴う手続きができます。

・「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」等の問い合わせに応じます。

※国民年金保険料の納付はできません。

※基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・年金証書等）・印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です。（家族の相談でも、委任状は必要です。）

近隣市での相談日は次のとおりです。

・８月１０日 (水)   指宿市中央公民館     ・８月１７日 (水) 南さつま市役所ｽﾀｼﾞｵ 21

・９月１４日（水） 南九州市川辺文化会館                      市民生活課



教育講演会を開催します。

今回は，特定非営利活動法人大分特別支援教育室フリーリー理事長梶原陽子先生の講演です。

発達障害支援のプロとしてご活躍の梶原先生から，多様化する子どもたちへのより適切な対応の仕

方や，共に生きるという豊かな生き方に対する深い示唆をいただけるものと思います。次のとおり開

催しますので，お気軽にお出でください。

【開催日時】 平成２３年８月２日（火）１４：００～１５：４０（開場１３：３０）

【 会 場 】 市民会館大ホール（枕崎市千代田町１１４番地 ℡：７２－２２２１）

【 講 師 】 梶原 陽子 氏（ ＮＰＯ法人大分特別支援教育室フリーリー理事長 ）

【 演 題 】 「 いきるちからをみつけたよ 」

【 主催者 】  枕崎市教育委員会 【 共催者 】 枕崎市ＰＴＡ連絡協議会

【 その他 】 入場料は無料です。駐車場は，枕崎小学校校庭をご利用ください。

問い合わせ先：枕崎市教育委員会 学校教育課 ℡（０９９３－７２－０１７０）

学校教育課

「水俣病特措法」に基づく給付の申請について（県からのお知らせ）

平成 21 年に「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」が制定され，鹿児島県で

は被害者の方に対する一時金や療養費等の給付申請を受け付けています。

給付の対象となる方は，水俣湾又はその周辺海域のメチル水銀で汚染された魚などを食べ，手足の先の方

の感覚（触覚・痛覚）が鈍いなど一定の症状のある方で，申請をされたあと検診・判定の結果該当すると判

定された方です。

亡くなられた方についても受付を行っておりますので，詳しくは，県のホームページをご覧ください。※

鹿児島県のホームページを開いて【くらし・環境＞環境保全・自然保護＞水俣病対策】からお入りください。

なお，お問い合わせは，県庁環境林務部環境林務課(099-286-2584)までお願いします。  市民生活課

パソコン実務講習の受講生を募集

（社）鹿児島県シルバー人材センター連合会委託事業の講習受講生を、次のとおり募集します。

受講対象者：ハローワークに求職登録している５５歳以上の人

募集人員 ：２０名（応募者多数の場合は抽選）

講習内容 ：パソコンの基本操作（文書作成、表計算等）の習得

講習日程 ：９月７日（水）～９月２１日（水） ※土・日・祝日は休み

受講料  ：無料

講習会場 ：（社）枕崎市シルバー人材センター

募集締切 ：８月２６日（金）必着

申し込み ：（社）枕崎市シルバー人材センター 電話７２－６６８９           福祉課

４

高校生・中学生の税の作文募集

国税庁では、今年も高校生の皆さんから税に関する作文を募集します。

自分や家族の体験を通して、税について自分が考えたことなど、税に関することであれば何でも結構です。

字数は 1200字程度、締切りは９月７日（水）となっていますので奮って応募してください。

そのほか、国税庁及び全国納税貯蓄組合連合会では、中学生の皆さんを対象に税についての作文を募集し

ます（字数は 1200 字以内、９月６日（火）締切り）。

詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

(http://www.nta.go.jp)

知覧税務署 電話０９９３―８３―２４１１※自動音声案内                 税務課



スプレー缶など発火や引火の恐れのあるごみ（火災危険物）の収集方法について

～ 8月から始まります ～

①火災事故の発生と原因

内鍋清掃センターとごみ収集車で，スプレー缶などに残ったガスに，何らかの原因で生じた火花が引

火したと思われる火災が相次いだことから，発火や引火の恐れのある廃棄物を「火災危険物」と呼び，

ほかのごみと区別して，これらのごみを「資源ごみ」として収集することになりました。

②ごみの出し方

            中身を使い切り

            穴を開ける

            中身を使い切る

③変更の時期 それぞれの地区の８月最初の資源ごみの日から収集します。

◎ なお，7月号の広報「まくらざき」と一緒に「ごみの分別表」をお配りしておりますので，参考にし

てください。

◎ 不明なことなどありましたら，市民生活課環境整備係(代表 72-1111 内線 325・327)までお問い合わ

せください。

市民生活課

地上デジタル放送に関するお問い合わせ先

７月２４日でアナログ放送は終了し，地上デジタル放送に変わります。

７月２４日を過ぎて,急にテレビが映らなくなった等（砂あらし画面），地上デジタル放送に関するご相

談は,デジサポへ電話してください。（受付時間）平日：9 時～２１時 土日祝日：９時～１８時

○ デジサポ鹿児島     ０９９－８３３－２０２０

※７月１８日（月）から７月３１日（日）までは９時から２２時

○ 地デジコールセンター  ０５７０－０７－０１０１

※７月１８日（月）から７月３１日（日）までは２４時間受付

企画調整課

○○公民館

○○太郎

５



戦没者のご遺族や旧軍人の皆様へ 平成２３年度 移動援護相談のご案内

県では、移動援護相談を枕崎市で実施します。

これは、戦傷病者や戦没者のご遺族等に対する援護や軍人恩給などに関する疑問について、県庁社会福祉

課の職員が、直接、県民の皆様のご質問にお答えするものです。どうぞ、この機会に遠慮なくご相談くださ

い。

日時 平成２３年８月２５日（木）１０時３０分から１５時まで

会場 枕崎市市民会館 １階

相談内容 ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

・戦傷病者や戦没者等の妻に対する特別給付金

・援護年金

・旧軍人の恩給や扶助料

・その他、援護や恩給に関して、日頃から疑問に思っていること。

その他  ・事前の申し込みは必要ありません。会場に直接お越しください。

・相談内容に関する資料をお持ちの方は、当日ご持参ください。

・詳しくは、県庁社会福祉課 恩給係（電話 099-286-2828）までお問い合わせください。

福祉課

国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ）を実施します

国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ：ピアック）は，成人が日常生活や職場で必要とされる技能（「成人力」）を

どの程度持っているかを調べるОＥＣＤ（経済協力開発機構）が進める国際比較調査です。

１ 実施期間  平成 23 年 8月～平成 24 年 1月

２ 対 象 者  無作為に抽出された 16 歳から 65歳以下の個人

        （対象者となられた方には，平成 23 年 7 月末以降に文書で通知）

３ 調査方法  民間の調査会社の調査員が訪問し，調査実施の日時を調整します。調査は，対象者の希望

に応じて自宅または近所の会場で，調査員と 1対 1で実施します。

４ 主  催  ОＥＣＤ（経済協力開発機構），文部科学省，国立教育政策研究所

５ 実施機関  国立教育政策研究所（文部科学省所管の研究機関）が民間の調査会社に委託して実施

６ 問合せ先  詳しくは，国立教育政策研究所までお問い合わせください。

        ホームページ：http://www.nier.go.jp  メール：piaac@nier.go.jp

                電話：03-6733-6939  FAX：03-6733-6938

生涯学習課

６

８月は「人権同和問題啓発強調月間」

同和問題をはじめとする人権問題の解決のために

は，私たち自身が，人権問題を正しく理解し，お互

いの人権を尊重することが大切です。

このため，鹿児島県では，８月を「人権同和問題

啓発強調月間」と定め，この期間内にテレビ・ラジ

オのスポット放送，新聞広告や懸垂幕掲示など各種

の啓発活動を集中的に実施します。

ぜひ，この機会に人権問題に触れ，偏見や差別の

ない明るい社会の実現を目指していきましょう。

生涯学習課

無料人権相談所を開設

人権擁護に関する相談所を次の日程で開設します。

相談は無料で、秘密は固く守ります。お気軽にご相

談ください。

日時 8 月 25 日（木） 午前 10 時から午後 3時

場所 立神校区公民館（立神センター）

相談内容 家事事件、借地借家事件、一般民事事件、

刑事事件、農地事件、その他一般法律問題

等の相談

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係  ℡(72)1111 内線211

総務課



国民健康保険高齢受給者証を更新します

国民健康保険で現在交付している高齢受給者証の有効期限は，平成 23年 7月 31 日となっています。

このため，現在高齢受給者証をお持ちの方は，新しい高齢受給者証を交付しますので，７月 21 日以降

に健康課保険医療係においでください。

なお，今回の対象者は昭和 11年 8月 2日から昭和 16 年 7 月 1日生まれの国民健康保険の加入者になり

ます。

※ 対象者には通知いたします。

※ 後期高齢者医療保険被保険者証更新会場でも更新できますのでご利用ください。

持ってくるもの   高齢受給者証・印鑑

問い合わせ先    健康課保険医療係 ℡ 72-1111（内線 147）

健康課

７

国民年金保険料を納付書で納めている方へ 口座振替で前納すると便利でお得です！

国民年金保険料を現金で月々納付している場合、半年分（10月分～翌年３月分）の保険料を口座振替で

まとめて前納（前払い）すると、半年間で1,020 円の割引になります。

○ 毎月定額納付で半年間納付の場合  15,020 円×６ヶ月＝90,120 円

○ 口座振替で半年分前納の場合    89,100 円（10 月末日振替）

９０，１２０円－８９，１００円＝１，０２０円お得です

○下期半年分（10 月分～翌年３月分）の口座振替前納をご希望の際は８月末までに市役所国民年金係ま

たは鹿児島南年金事務所に、預貯金通帳と届出印をご持参の上、口座振替半年前納をお申し出ください。

○口座振替には他にも定額納付、毎月早割（50 円割引）、半年前納、１年前納があり、振替方法を変更

したい場合は、その都度お申し出が必要です。現在、半年前納の口座振替をしている方で、変更の無い場

合は、お申込の必要はありません。

（お問い合わせ先）

市役所国民年金係 電話 72－1111（内線 145）

鹿児島南年金事務所 電話 099-255-2271

市民生活課

日本脳炎の予防接種についてのご案内

平成 7 年 6月 1 日～平成 19年 4 月 1 日生まれの方は、生後 6カ月から 20 歳未満の間、いつでも日本脳炎の

定期予防接種を受けることができることになりました。

日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成 17 年度から平成 21 年度ま

で、日本脳炎ワクチンの予防接種のご案内を行いませんでした（いわゆる「積極的勧奨の差し控え」）。

その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

このため、平成 7～18 年度に生まれた方は、平成 17～21 年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃してい

ることがありますので、接種を受けていただくようお願いします。特に、今年（平成 23 年度）小学 3 年生・

小学 4 年生の方は、母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてください。

予診票は健康センターに用意していますので接種を希望する方は取りにきて下さい。

日本脳炎の予防接種の、標準的な接種スケジュール

◆1 期接種（計 3 回） 3 歳のときに 2 回（6～28 日の間隔をおく）その後おおむね 1 年の間隔をおいて（4

歳のときに）1 回

◆2 期接種（1 回） 9 歳のときに１回

問合せ先  健康センター ℡72-7176                            健康課



『給食番長』の作家 よしなが こうたくさんがやってくる！

浴育イベントとして、「給食番長」「おふろだいすき！ぷっぺ」でおなじみの絵本作家「よしなが こうた

く」さんの絵本ライブが開催されます。

子どもから大人まで幅広い人気作家の楽しいライブをこの機会に是非お楽しみください。

   ○日 時  ８月２０日（土）  午後１時半開場  ２時開演

   ○場 所  枕崎観光ホテル岩戸

   ○内 容  ようしながこうたく氏による絵本ライブ

         ぷっぺのぬりえコンクールや銭湯に関するクイズ大会など

   ○参加費  ６００円（３歳以上） 親子ペア券１０００円

○お問い合わせ  枕崎温泉 0993-72-3263                      文化課

８

MR（麻疹・風疹）混合ワクチンの接種について

麻疹の排除に係る国際的な取組みの状況を踏まえて、高校２年生に相当する年齢の者のうち、学校教育の

一環として海外へ修学旅行又は研修等に行く場合は MR（麻疹・風疹）ワクチンの接種ができるようになり

ました。

予診票は健康センターに用意していますので接種を希望する方は取りにきて下さい。

問合せ先  健康センター ℡72-7176                           健康課

熱中症を防ごう

１ 熱中症とは

高温・高熱にさらされたり、激しい運動などを行ったときなど、体の中と外の“あつさ”によって引き

起こされる様々な体の不調です。

脈が速くなる、手足のけいれん、めまいなどにはじまり、重症例では意識障害やショックなどがみられ、

場合によっては死に至ることもあります。

子どもや高齢者については注意して見守るようにしましょう。

高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や体調がよくないときなどは、特に注意が必要です。

２ 熱中症の起こりやすい時期

熱中症の発生は、例年、梅雨入り前の５月頃から報告がみられ、梅雨明けの７月中旬から８月上旬に多

発する傾向があります。なかでも、急に気温が上がった場合や梅雨明けしたばかりの身体が暑さに慣れて

いない時や高温、多湿、日差しが強い時などに起こりやすいといわれています。

３ 予防対策

・暑い中での無理な運動はさける。

・水分を十分に補給する。（就寝前を含めてこまめに）

・スポーツや作業など大量に発汗する時は、スポーツドリンクや多少塩分の含まれた水分の補給に努める。

・通気性のよい服装にする。

・帽子、日傘などで頭部を保護する。

・扇風機やクーラーを利用する。

・体調を整える。（食事のバランス、十分な睡眠、アルコールの飲み過ぎを避ける、エアコンの設定温度は

できるだけ高めにして身体が暑さに慣れるようにしておく。）

４ 応急処置

・風通しのよい涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせる。

・冷たいタオル、うちわや扇風機などで体を冷やす。

・自分で飲めるようであれば、水分や塩分を補給する（スポーツドリンクなどが適している）。

※症状が改善しないときは、すみやかに医療機関を受診する。

健康課



「限度額適用・標準負担額減額認定証」更新手続きについて

国民健康保険被保険者が入院したときは「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支

払いが自己負担限度額までとなります。

また、市民税がかからない非課税世帯に属する方は、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示するこ

とで、食事代の減額が受けられます。

入院する場合は、健康課保険医療係でこれらの認定証交付の申請を行ってください。

現在認定証をお持ちの方の有効期限は平成 23 年 7 月 31 日までです。再度認定証の必要な方は、平成 23

年 8 月 1 日（月）以降に更新手続きをお願いします。

認定証は、申請した月の初日から適用されます。8 月に入院している方または予定のある方は、8 月中に

申請してください。

[手続きに必要なもの]

国民健康保険証（70歳以上の方は高齢受給者証も）・印鑑

なお、期限の切れた認定証をお持ちの方は早めに返還してください

健康課

９

交通安全専門指導員を募集

交通安全専門指導員を募集します。希望される方は，採用試験受験申込書（総務課備付け）と資格免許証

（写）を総務課職員係に提出してください。

１ 募集人員 1 名

２ 募集資格 （１）枕崎市内に居住している方

（２）昭和 23 年４月２日以降に出生した方で，心身ともに健康な方

（３）普通自動車免許を有する方

（４）平成 23 年９月 1 日から勤務できる方

３ 業務内容 （１）幼児・学校・高齢者の交通教室

（２）指導者の研修会

（３）交通診断，安全調査の協力

（４）交通事故相談の協力

（５）街頭指導

（６）その他交通安全対策及び防災に関する業務

４ 選考方法 作文試験・面接試験

健康診査（公的病院の健康診断書提出 ※合格者のみ）

５ 応募締切 平成 23 年８月 10 日（水曜日）午後５時 15 分まで必着

※その他詳しいことについては，市役所総務課危機管理対策係（電話 72-1111 内線 214）にお問い合わせ

ください。

なお，採用試験の日程等については，後日応募者に連絡します。

総務課

自動車事故による貸付金制度の案内

独立行政法人自動車事故対策機構では交通遺児等への育成資金の無利子貸付を行っています。これは，自

動車事故が原因で死亡した方，または重度の後遺障害が残った方のお子様で，0 歳から中学生を対象に無利

子で貸し付ける制度です。

なお，自動車事故による重度の後遺障害者には介護料の支給制度もあります。

詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先 自動車事故対策機構 交通事故被害者ホットライン 電話 0570-000738

総務課



枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー参加者を募集

英語を使った楽しいゲームや外国のお話をきく“枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー”の参加者を募

集します。

１ 日 時 平成 23 年８月９日（火）１３：００～１６：００

２ 場 所 枕崎市市民会館 和室   

３ 対 象 者 枕崎市内の小学校に通学している４・５・６年生

４ 募集人数 ３０名程度

５ 募集開始 平成 23 年７月 19 日（火）9：00～17：15  定員になり次第締切ます。

※ 土・日・祭日を除く

６ 申込み方法 下記へ，学校名・学年・児童名・保護者名・連絡先（電話番号等）を明記して FAXするか，

直接，電話してください。

７ 申込み先 枕崎市教育委員会学校教育課

T e l  ７２－０１７０ （内線 ８１４） F a x   ７２―０６７７

８ そ の 他 詳しい実施内容や申込み用紙は，学校をとおして対象学年の児童に配付してあります。

学校教育課

夏の交通事故防止運動を実施

７月２１日（木）から７月３０日（土）まで夏の交通事故防止運動を実施します。夏場は，夏の開放感，

暑さによる疲労，レジャー交通の増加等により，交通事故の多発が予想されます。市民の皆さん一人一人が

交通ルールを守り，正しい交通マナーの実践に努めましょう。

実施期間 平成２３年７月２１日(木)から平成２３年７月３０日(土)

最重点 高齢者の交通事故防止  「つけてますか？」運動・「おやっとさあ」運動の展開

重点目標

１ 飲酒運転・暴走等無謀運転の根絶 ～「飲酒運転８せん」運動等の展開～

２ 子どもの交通事故防止

３ 交差点における交通事故防止

４ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

～全席ベルト着用！「します・させます」運動の展開～

５ 自転車の安全利用の推進 ～自転車安全利用五則の周知徹底～

スローガン「鹿児島の夏！マナーが輝く 快適ロード」                   総務課

10

不用公用車の公売を行います。

不用になった公用車の公売を次のとおり行いますので，買受を希望される方は，入札に参加してください。

○ 公売説明会 平成 23 年８月 19 日（金）午後１時 30 分 枕崎市役所

○ 入札の日時 平成 23 年８月 24 日（水）午後１時 30 分

○ 入札の場所 枕崎市役所 北別館会議室

○ 公売物件

番号 車    種 初年度登録 車検期限 走行距離 その他

１ 公共応急作業車 H6.4.22 H23.6.9 129,394 ㎞ 四駆不可

２ タウンエース H6.1.27 H23.2.5 142,748 ㎞

３ 軽箱バン（スズキ） H5.4.21 H23.4.22 79,078 ㎞

４ 空港消防車 H2.11.22 H22.12.21 35,243 ㎞

※ 詳細については，公売説明会にて説明します。

なお，公売説明会に参加されなかった方は，入札に参加できません。

◎ 問い合わせ先  枕崎市役所総務課危機管理対策係 電話 0993-72-1111(内線 214)     総務課
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