重篤度は他産業に比べ高い状況となっ

Information

お知らせの
ページ
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111

お知らせ
冬の乾燥しやすい時期には
林野火災への注意を
宮崎県では例年１月から３月にかけ
て林野火災が多発する傾向にあります。
林野火災を起こさないために、次のよ

ています。

☎22−２６３３

林業における災害の６割以上は、伐
採の作業中に発生しており、特に、か
かり木の処理中の事故が死亡災害につ
ながっています。また、災害の発生は、

※海上保安学校学生（特別）は10月入
学生です。

半数以上が経験20年以上のベテラン

神を身に付けた次代を担うのにふさわ

www.kaiho.mlit.go.jp/）をご覧いただ

の方となっており、一瞬の気の緩みが

しい青年を育成するため、青年国際交

くか、第十管区海上保安本部までお問

災害を招いていると考えられます。

流事業を毎年実施しています。

い合わせください。

◎募集事業

◎問い合わせ先＝第十管区海上保安本

現場では、作業の危険度は十分に認
識されているにもかかわらず、依然と

・国際青年育成交流（９月）

して災害が多発しています。

・日本・中国青年親善交流（９月）

林業に携わる皆さん、今一度気を引
き締め、毎日の作業の中で基本的な安
全対策を再確認してください。
宮崎県内の労働災害者の発生件数
全産業人数（死亡数） 林業人数（死亡数）

1,516（19）

91（５）

1,444（７）

106（３）

H21

1,308（９）

84（３）

H22

−（12）

−（４）

いがらを投げ捨てないこと。

ニティ・ボランティアとしての実践力を

（休業４日以上）
※ Ｈ 22 は 12 月 10 日現在

・日本・韓国青年親善交流（９月）
・青年社会活動コアリーダー育成プロ
グラム（10月）

部☎０９９−２５０−９８００

平成23年度国家公務員
採用試験のお知らせ
【国家公務員採用Ⅰ種試験】

【法務教官採用試験】
◎受験資格
・昭和57年４月２日から平成２年４月
１日生まれの者
・平成２年４月２日以降生まれで大学、

・科目履修生＝１科目から４科目を自由
に選択（１、２年課程へ編入可能）
・教養生＝１科目から４科目を自由に
選択（ほかの課程と教材は同じで、
授業出席と単位認定はありません。
通学が難しい方にお勧めです）

・東南アジア青年の船（10月〜12月）

・昭和53年４月２日から平成２年４月

24年３月までに卒業見込みの者およ

度（別途テキスト代２,０００〜３,０

◎募集対象＝平成23年４月１日現在、

１日生まれの者

18歳以上30歳以下で日本国籍を有

・平成２年４月２日以降生まれで大学

する方（ただし、コアリーダー育成

を卒業した者または平成24年３月ま

プログラムは23歳以上40歳以下）
◎募集締切＝３月25日（金）必着
◎申込書の配布＝宮崎県文化文教・国
際課または各市町村青少年担当課に

び人事院が同等と認める者
◎受付期間＝４月１日（金）〜４月14日
（木）

００円程度が必要）
※教養生については、１科目につき１
７,５００円、別途テキスト代２,００

でに卒業見込みの者および人事院が

◎第１次試験日＝６月12日（日）

０〜３,０００円程度および教育運営

同等と認める者

◎受付案内などの請求方法＝返信用封

費５,０００円が必要です

◎受付期間＝４月１日（金）〜４月８日
（金）

筒（角形２号に１４０円分の切手を
張り、あて先、請求試験名を明記し

◎受付時間＝平日の午前９時半〜午後
５時

◎問い合わせ先＝宮崎県環境森林部山

て申込書を配布しているほか、内閣

◎第１次試験日＝５月１日（日）

たもの）を同封した封筒に、請求す

※資料の請求および詳細な内容につき

村・木材振興課☎０９８５−26−７

府ホームページ（http://www.cao.

【国家公務員採用Ⅱ種試験】

る試験名を朱書きし、人事院九州事

ましてはお問い合わせください。

１６６

go.jp/koryu/）からもダウンロード

◎受験資格

務局第二課試験係へ送付してくださ

◎問い合わせ先＝ＮＨＫ学園高等学校

できます。

・昭和57年４月２日から平成２年４月

い。

パソコンの勉強を始めませんか？
日南高等職業訓練校では、夜間パソ

※詳しい内容についてはお問い合わせ
ください。

１日生まれの者
・平成２年４月２日以降生まれで大学、

然環境課☎０９８５−26−７１５９

す。Word、Excelの操作を基礎から勉

橘通東二丁目10番１号宮崎県文化文

24年３月までに卒業見込みの者およ

宮崎県南那珂農林振興局林務課☎０

強できます。

教・国際課

び人事院が同等と認める者

パソコン操作を基礎から学びたい方
の申し込みをお待ちしています。

◎問い合わせ先＝内閣府子ども若者・
子育て施策総合推進室国際企画担当

◎受付期間＝４月11日（月）〜４月20
日（水）

◎受講日＝４月４日（月）から７月25

☎03−３５８１−１１８１または宮

◎第１次試験日＝６月19日（日）

日（月）までの毎週月・木曜（全30

崎県文化文教・国際課☎０９８５−

【国税専門官採用試験】

回、祝日は除く）

26−７０２９

◎受験資格

ており、既に昨年の３人を上回ってい

◎時間＝午後７時半〜９時半

ます。 近年、労働災害による死亡者数

◎受講料＝４３,０００円（教材費込）

が減少傾向にある中、林業においては

◎定員＝20人（５人以上で開講）

減少が見られずすべての産業の中でも

◎場所＝日南高等職業訓練校

最多となっています。

※ＣＳ技能評価試験ワープロ部門・表

また、死亡災害の発生率（平成21

計算部門３級の資格試験が日南高等

年）は、全産業が0.7％であるのに対

職業訓練校で受験できます（検定受

し、林業は3.6％となっており、災害の

講料は自己負担）。
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◎第１次試験日＝６月12日（日）

（２年課程に編入可能）

◎費用＝１科目につき２０,０００円程

短大、高専を卒業した者または平成

労働災害による死亡者数は４人となっ

（木）

習
・１ 年課程＝１年間で６科目を学習

短大、高専を卒業した者または平成

◎申 込先＝〒８８０−８５０１宮崎市

平成22年の宮崎県内における林業の

同等と認める者
◎受付期間＝４月１日（金）〜４月14日

◎受験対象者

コン科初級コースの訓練生を募集しま

林業災害を防ぎましょう

・平成２年４月２日以降生まれで大学

養います。
◎募集締切＝３月22日（火）必着

・世界青年の船（平成24年）

◎問い合わせ先＝宮崎県森林環境部自

９８７−23−４３１７

１日生まれの者

・２年課程＝２年間で11〜12科目を学

H20

◎火遊びはしないこと。

・昭和57年４月２日から平成２年４月

でに卒業見込みの者および人事院が

H19

◎たばこの火は必ず消すとともに、吸

な受験資格を満たしている者

は、海上保安庁ホームページ（http://

89（３）

と。

つながりの中での学習もあり、コミュ

深め、広い国際的視野と国際協調の精

1,508（17）

火入れをしないこと。

「ボランティア学習」など、地域との

◎受験資格

に増加しています。加えて、被災者の

H18

◎火入れを行う場合は許可を受けるこ

【労働基準監督官採用試験】

年の４月１日現在、24歳未満で必要

◎募集コース

合いましょう。

◎強風時および乾燥時には、たき火、

は卒業する見込みであり、入学する

を卒業した者または平成24年３月ま

うな注意を心がけ、みんなで呼び掛け

消化すること。

彩な科目を１科目から学べます。また

受 験 資 格 、受 験 手 続 な ど の 詳 細

84（３）

◎たき火の場所を離れるときは完全に

内閣府では、日本と世界各国の青年

◎第１次試験日＝６月12日（日）

との交流を通して、相互理解と友好を

1,518（14）

い場所では、たき火をしないこと。

青年国際交流事業に
参加してみませんか

等と人事院が認める学校を卒業また

昼前と終業前の注意力が落ちる時間帯

H17

◎枯れ草などのある火災が起こりやす

◎問い合わせ先＝日南高等職業訓練校

海上の安全を一緒に守りましょう

・昭和57年４月２日から平成２年４月
１日生まれの者

※国税専門官の返信用封筒については
１２０円分の切手を張ってください。
詳細はお問い合わせください。
◎問い合わせ先＝人事院九州事務局第
二課試験係〒８１２−００１３福岡

専攻科「社会福祉コース」〒１８６
−８００１東京都国立市富士見台２
−36−２☎０４２−５７２−３１５１

串間市議会議員立候補予定者への
説明会と予備審査を開催します

市博多区博多駅東２−11−１☎０９

立候補予定者説明会

２−４３１−７７３３

◎日時＝３月26日（土）午後１時半

福祉を学ぶ通信教育
ＮＨＫ学園では、高等学校専攻科
社会福祉コースのコミュニティボラン
ティア専攻を専攻する学生を募集しま

◎場所＝串間市役所３階大会議室
予備審査
◎日時＝４月３日（日）
※実施時間については、説明会にて立
候補予定者ごとに時間を指定します。

す。

◎場所＝串間選挙管理委員会事務局

を卒業した者または平成24年３月ま

◎内 容＝社会や人間のあり方を見つめ

◎問い合わせ先＝串間選挙管理委員会

◎試験日時＝５月15日（日）

でに卒業見込みの者および人事院が

る科目や「ソーシャルサポート（生活

◎受付期間＝４月１日（金）〜４月８日

同等と認める者

支援）」「地域子育て支援」「防災ま

海上保安庁では海上保安学校学生
（特別）を募集しています。

（金）
◎受験資格＝高等学校またはこれと同

・平成２年４月２日以降生まれで大学

◎受付期間＝４月１日（金）〜４月14日
（木）

ちづくり」
「ＮＰＯの実際」
「認知症」
「介護 」などの各分野について、多

事務局☎内線２７１
お願い

お知らせのページに掲載を希望する
かたは、希望する発行日の 20 日前
までには情報政策係にお送りくださ
い。
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