＋

みんなでまちづくり
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職員などの募集
応募要領は24面

市職員（任期付職員・獣医師）
①任期付職員（一般事務）
内国体の開催準備業務など
②獣医師
内公衆衛生・畜産業務など
①②共
定各若干名 ◇申込締切…11月
20日（消印有効） ※①は電子申
請あり
（11月18日まで） ◇第１
次試験日…①は12月13日（日）、
②は書類選考 ◇受験資格、受
験申込書など詳しくは市HPかサ
ンサンコールかご
しま☎808-3333
D224-8900（人事
課）
へ
市ホームページ
会計年度任用職員（雇用対策）
◇新型コロナウイルス感染症の
影響により休業や雇い止めにな
った市内に住む人を対象に、会
計年度任用職員を募集していま
す 申詳しくは市HPか人事課
☎216-1137D224-8900へ
交通事業経営審議会委員
内交通局の事業運営などに関す
る審議 対市内に住む20歳以上
の人 期来年２月から２年間
定２人（レポートと面談による
選考） 申直接か郵送、メール
で職業、「市電・市バスについ
て思うこと」と題したレポー
ト（800字以内）も11月30日（消印
有効）までに〒890-0055上荒田町
37-20同局総合企画課☎257-2111
D258-6741メールktkikaku@city.
kagoshima.lg.jpへ

市民のひろば

11月号

かごしま

地域消費者サポーター
内悪質商法やうそ電話詐欺など
を防止する情報を市から受け取
り、身近な人に伝える活動
対市内に住むか通勤・通学する
18歳以上で、11月28日（土）13時
30分〜16時30分に吉田福祉セン
ターで開催する研修を受講でき
る 人 定20人 程 度 申 郵 送 か
ファクス、メールで市消費生活
センターか本庁、各支所などに
ある応募用紙（市HPからダウン
ロード可）を11月18日（必着）ま
でに市消費生活センター☎8087512D808-7501へ

募

集

グリーンツーリズム体験活動
を支援します
◇自然・文化・交流体験を指導
するグリーン・ツーリズムイン
ストラクターや、農業体験人材
バンクに登録されている食・工
芸などの技能を持つ人を派遣し
ます 対農業体験やイベントを
行いたい団体など 料無料
申詳しくはグリーンツーリズム
推進課☎216-1371D216-1320へ
環境パートナーシップ活動助成金
対来年４〜９月に市内で実施す
る環境に関する事業 ◇補助額
…上限３万円 ◇募集期間…来
年１月31日まで
申詳しくはかごし
ま環境未来館HPか
同館☎806-6666
ホームページ
D806-8000へ

2020年（令和２年）

文化芸術事業に助成します
対来年度に市内で実施する文化
芸術事業 ※個人の実施は除く
◇補助額…対象経費の２分の１
（上限20万円） ◇募集期間…11
月25日（水）〜来年１月18日（月）
申詳しくは市HPか文化振興課
☎216-1501D216-1128へ
国際交流活動に助成します
対民間の国際交流団体が実施す
る本市の国際化の推進に役立つ
と認められる事業の経費 ※営
利目的のものなどを除く ◇補
助率…対象経費の２分の１
（上
限50万円） ◇申請期限…事業
実施の１カ月前 申詳しくは市
HPか国際交流課☎216-1131
D224-8900へ

お知らせ
かごしま犯罪被害者支援センター
にご相談ください
◇犯罪や交通事故の被害に遭っ
た人と家族などに対し、電話・
面接相談、裁判所への付き添い
などの支援を行っています
◇同センター相談専用電話
☎226-8341 ※相談無料・秘密
厳守 ◇受付日時…火〜土曜日
の10時〜16時（休日を除く）
※犯罪被害者週間（11月25日〜
12月１日）は時間を９時〜17時
に延長し毎日受け付け ◇犯罪
被害者や家族に対する支援活動
の補助などを行うボランティア
支援活動員も募集しています
問かごしま犯罪被害者支援セン
ター☎805-7830

土砂災害
（特別）
警戒区域の
指定に関する住民説明会
◇県では、土砂災害から人命を
保護するため、土砂災害
（特別）
警戒区域の指定を進めています
◇吉田・喜入・郡山地域で、指
定の目的などに関する説明会を
開催します 期①吉田地域…11
月11日（水）
・15日（日）の10時〜
16時、 ② 喜 入 地 域 …11月18日
（水）
・22日（日）の10時30分〜16
時、
③郡山地域…11月25日
（水）
・
28日
（土）
の10時〜16時 ※概要
説明を11時、13時、15時に行い
ます
（説明内容は同じ） ◇中央・
谷山・吉野・伊敷地域は、来月
以降の「市民のひろば」でお知
らせします 所①吉田公民館、
②マリンピア喜入、③郡山公民
館 問県砂防課☎286-3616
D286-5627、
危機管理課
☎216-1213
D226-0748
第51回桜島火山爆発総合防災
訓練
（住民避難訓練）
期11月14日
（土）
８時30分〜12時
所桜島地域、南栄リース桜島グ
ラウンド
（桜島溶岩グラウンド）
ほか 問危機管理課☎216-1513
D226-0748

11月29日
（日）
は市長選挙・市議会議員補欠選挙の投票日
投票日当日に都合が悪いときは期日前投票を

投票時間
投票所

投票時間

吉田・桜島・喜入・松元・郡山支所管内の投票所、
三船公民館、柳ケ谷公民館

７時〜19時

上記以外の投票所

７時〜20時

◇投票できる人
平成14年11月30日までに生まれた、今年８月21日までに本市に住
民登録をし、引き続き住んでいる人
11月６日までに市内間の住民異動の届け出をした人は新住所地、
11月７日以降に届け出をした人は前住所地の投票所で投票してく
ださい
※投票所整理券は世帯ごとに発送します。整理券がなくても、選挙
人名簿に登録されている人は投票できます（期日前投票も同じ）
※選挙公報が11月27日までに届かないときは、ご連絡ください

期日前投票所
本庁、各支所

期

間

時

東桜島合同庁舎

11月23日
（祝）
〜 ８時30分〜20時
28日
（土）
８時30分〜17時

鹿児島大学 学習交流プラザ２階

11月24日
（火）

12時〜19時

鹿児島国際大学７号館３階

11月27日
（金）

10時〜17時

勤労者交流センター
（よかセンター）
11月26日
（木）
〜 ９時〜20時
８階体育館前ホール
11月28日
（土）
イオンモール鹿児島２階
（東開町）
10時〜20時

※投票者は、鹿児島大学、鹿児島国際大学、勤労者交流センターの
駐車場は利用できません
期日前投票に
は、投票所整理
券裏面の「期日
前投票宣誓書」
に氏名などを記
入して本人が持
参してください

行かないの？ その一ぴょうを
まってるよ
こ だま らい む
（伊敷小学校４年 児玉 来夢 さん）

選挙とは 一番身近な 国づくり
よし の
し おん

（鴨池中学校３年 吉野 詩音 さん）

令和元年度明るい選挙啓発標語コンクール最優秀賞作品

投票所での新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
マスクを着用するなど、せきエチケットの実践を
他の投票者と一定以上の距離を保ちましょう

間

鉛筆などを持参し、記入することができます
投票を終えた後は手洗い、手指の消毒を

【市選挙管理委員会事務局☎216-1470・1471D216-1472】
＋

