
浄化槽法定検査を受けて
ください

　浄化槽設置者は、浄化槽の適正な維持管理による環
境保全を目的に、保守点検、清掃とは別に浄化槽法第
11 条に基づく法定検査の受検が義務付けられています。
●検査手数料（10 人槽以下）
○合併処理浄化槽＝ 5,000 円
○単独処理浄化槽＝ 4,000 円　※いずれも個人負担
※�採水員検査（前回の検査結果や事前の書類検査で問
題のない浄化槽が対象）の場合は 3,000 円
※検査日及び内容については、ハガキで事前に通知

問鹿児島県環境保全協会　℡ 099-296-9000

お知
らせ

家畜の暑熱被害を防止
しましょう

　気象庁の予報では、６月から８月の平均気温が平年
並みか平年より高くなる見込みです。暑熱による家畜
への被害防止のため、次の点に留意してください。
○畜舎周辺の植栽、通風・換気、屋根への散水、白色
　塗装等により、畜舎の温度管理に努めましょう。
○細霧を散布し、密飼いを避けて家畜の体温上昇を防
　ぎましょう。
○清潔な飲料水の供給と適切な栄養管理に努めましょう。
○洗浄・消毒を徹底し畜舎内を清潔に保ち、衛生害虫
　の駆除に努めましょう。

問市畜産課　℡ 0994-31-1118

お知
らせ

お知
らせ

「サマージャンボ宝くじ」が
発売されます

　宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●発売期間　７月 13 日（火）～８月 13 日（金）
●抽せん日　８月 25 日（水）　●価格　１枚 300 円
●当せん金　○サマージャンボ＝１等５億円× 23 本、
　前後賞各１億円× 46 本　ほか
　※販売総額 690 億円・23 ユニットの場合
○サマージャンボミニ＝１等 3,000 万円× 28 本、
　２等５万円× 21,000 本　ほか
　※販売総額 210 億円・７ユニットの場合

問鹿児島県市町村振興協会　℡ 099-206-1001

お知
らせ

「さつまいも」の病気に
注意してください

問市農林水産課　℡ 0994-31-1117

　近年、市内のさつまいも畑でサツマイモ基
もと

腐
ぐされ

病等の
土壌病害が発生しています。ほ場内での病害発生を防
ぐため、次の事項を徹底してください。
○ほ場内を見回り、発病株を発見したら早急に抜き取
　り、ほ場外へ持ち出す。
○排水対策を徹底する。
○予防・治療薬剤を散布する。
※病害が多発してからの防除は効果
　が認められないため、発生初期
　からの防除を徹底してください。

お知
らせ

情報公開・個人情報保護
制度の運用状況を公表します

問市デジタル推進課　℡ 0994-31-1135

●令和２年度情報公開・個人情報保護制度による開示請求

●令和２年度簡易開示請求

区分 請求
件数

決定内容等（重複有り）
開示 一部開示 不開示

情報公開制度 42 件 62 件 43 件 ３�件
個人情報保護制度 25 件 １�件 14 件 10 件

実施機関 区分 受験者数 請求件数

鹿屋市長
市職員
採用試験
（Ａ～Ｌ）

第１次試験
第２次試験
第３次試験

176 人
78 人
31 人

19 件

市教育
委員会

鹿屋看護専門学校専任教員試験 １人 ０件
鹿屋看護専門学校入学試験 56 人 ０件

講座 ソフトテニス体験会

問市民スポーツ課　℡ 0994-31-1139

ボール遊びなど未経験者向けのソフトテニス体験
●日時　７月25日（日）、８月22日（日）、９月12日（日）
　10:00 ～ 12:00
●場所　鹿屋中央公園テニス場
●対象者　市内在住の小学生とその保護者
※ソフトテニス未経験者であること
●定員　各回 20 人（先着順）
●参加料　１人１回 500 円
●応募　参加希望日の１週間前までに申込書を提出
※申込書は鹿屋市ソフトテニス連盟ホームページに有り

講座 南アフリカ共和国の子どもと
ビデオチャット交流

●期日・時間・場所　※和英辞書、筆記用具を持参

●対象者　中学生・高校生　●参加料　200 円
●定員　15 人（先着順）
●申込　７月９日（金）までに
　申込書を提出又は申込フォーム
　から申し込み
※申込書は市ホームページに有り

問市地域活力推進課　chiiki@city.kanoya.lg.jp
　℡ 0994-31-1147　℻ 0994-31-1172　

期日 時間 場所

事前練習 7/11（日）10:30 ～ 12:00 東地区学習センター

交流本番 7/30（金）16:00 ～ 18:30 県民健康プラザ健康科学教室

子どもゆめ基金を活用した
スポーツ体験教室

●教室名・期日・時間・対象者

●場所　キッズパークシスコ（寿８丁目）
●定員　○№ 1 ＝ 12 組　○№２＝ 12 人（先着順）
●参加料　無料
●応募　希望する教室の前日までに連絡

講座

問 NPO 法人 リトルオレンジズ　℡ 0994-43-4055

№ 教室名 期日 時間 対象者

1
親子ヨガと
トランポリン

���7/15（木）、���9/16（木）、
10/21（木）、11/18（木）

10:00
～

未就学児
の親子

2
元気いっぱい
リズムたいそう

���8/21（土）、���9/11（土）、

10/16（土）、11/13（土）
13:00
～

未就学児
～小学生

講座 泳ぐことが好きになる
水泳教室

泳ぎが苦手な小学生を対象とした、全７回の水泳教室
●日時
　７月 26 日（月）～ 30 日（金）、
　８月３日（火）・４日（水）　10:00 ～ 12:00
●場所　鹿屋中央公園水泳プール（25 ｍ）
●対象者　小学生
●定員　25 人（先着順）
●受講料　○クラブ会員＝ 4,900 円
○非会員＝ 7,200 円　※保険料含む
●応募　７月 21 日（水）までに
　受講料を持参

問かのや健康・スポーツクラブ（市武道館内）　
　℡ 0994-41-9903　

第３回鹿屋市高校生
ビブリオバトル大会

市内６校の高校生によるビブリオバトル大会
●日時　７月 31 日（土）　13:00 ～
●場所　市中央公民館
●料金　無料
※ビブリオバトルとは
　バトラー（発表者）が好きな本を
　紹介し合い、投票により一番読み
　たいと思った本（チャンプ本）を
　決める書評ゲーム

問市立図書館　℡ 0994-43-9380

催し物

かのやマリンフェスタ
2021

●日時　７月 22 日（木・祝）　9:00 ～ 15:00

●場所・内容・定員

※年齢等の制限有り
●参加料　１人 500 円（１日）
※マリンイベント、にぎわいイベントは無料
●申込　７月 15 日（木）までに申込フォームから申し
　込み

問かのやマリンフェスタ実行委員会（市民スポーツ課内）
　℡ 0994-31-1139

催し物

場所 内容 定員（1 日）

高須
海岸

マリン
スポーツ

バナナボート 160 人

ディンギーヨット 65 人

コースタルボート 20 人

マリン
イベント

綱引き大会 40 人

ビーチサンダルとばし大会 60 人

にぎわい
イベント

フラダンスショー

海岸収集物クラフト作り 30 人

浜田
海岸

マリン
スポーツ

スタンドアップパドルボード 100 人

オーシャンカヤック 200 人

ウィンドサーフィン 25 人
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