男女共同参画社会・おおかわをめざして

大川市職員採用試験

第２次大川市男女共同参画計画（平成23〜32年度）
一人ひとりの人権が尊重され、心身ともに健康であ
ることは、
男女共同参画社会の土台となるものです。
男女が互いの身体的特徴を理解し合い、健康でい
きいきした生活を送れるようにすることが重要です。

基本目標
Ⅱ 男女の人権尊重・擁護と健康支援

基本的施策

❶母性機能と妊娠・出産に関する健康支援
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの理解促
進◉乳幼児家庭訪問指導やパパママ教室
などの母子保健事業◉労働基準法の母性
保護規定の周知◉職場における母性の健
康管理対策を実施するよう事業主へのはた
らきかけなど
❷ライフステージに応じた健康支援
性感染症などの予防の啓発◉女性の生
涯にわたっての健康維持、増進を図る事業
◉各種健診の受診率向上◉健康相談の充
実◉保健指導、健康講座の実施

一人ひとりが生涯にわたり、いきいきと自らの
個性や能力を発揮するには、心身ともに健康で
あることが前提であり、
自らの健康を守っていく
ために、正確な知識や情報を入手するなど、主
体的に行動する意識が必要です。
このため、男女が互いの身体的特徴を理解し
合い、
それぞれの健康状態に応じて適切に自己
管理を行えるようにするため、健康教育や健康
相談体制を充実させることが重要です。
また、女性は生涯を通じて男性と異なる健康
上の問題に直面します。母性機
能の重要性などについての理解
を促進するとともに、労働の場な
どにおいて妊娠、出産に関する女
性の健康が守られるよう取り組ん
でいく必要があります。

※左表の街頭犯罪の発生件数は、侵入
盗、車上ねらい、
オートバイ盗、
自転車盗、
自
動販売機ねらいの合計発生件数です。
注：４月〜６月にかけて大川・大木地区で
は、
自転車盗が19件発生しています。犯罪
被害者にならないためにも、確実な施錠と
ツーロックの徹底をお願いします。
筑後警察署生活安全課
☎0942-52-0110内線262

（１月から６月の発生件数）
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●なでしこジャパンがＷ杯で見

事 優 勝 ︒高さやパワーで劣る日

本は︑正 確なパスと 最 後まであ

きらめない心で世 界の 頂 点 に

立ち︑
みんなに感動と勇気をく
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勝ダ！
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● 運 動 不 足 解 消のた め︑軽 く

ジョギングしてみました︒
始めの

うちは快調だった走りも︑暑さ

で次第に歩きに変わり︑木陰で

座り 込んでしまいました︒夏 場

の運動は無理をせず︑水分補給

と熱中症対策を忘れずに
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● 今 年の夏は︑節 電の夏 ︒熱 中

症の危険もありますから︑無理
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のない範囲でエアコン︑扇風機で
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70人 ◎出生
90人 ◎死亡

上 手に節 電したいですね︒家で

６月中のうごき

川口 大野島 大溝

は︑盆踊り大会でもらったうち

平成23年６月30日現在
◆人 口 37,859 人 (-411)
★ 男
18,139 人 (-186)
★ 女
19,720 人 (-225)
◆世帯数 13,091世帯 (+ 61)
（ ）
内は前年同月との比較
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わが大活躍です︒︵Ｙ︶
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①

試験の区分

職種

一般事務

事務職員

②

土木技術

技術職員

③

消防吏員

消防職員

《１次試験日》 ９月18日㈰
《１次試験会場》 国際医療福祉大学

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ・・・人間の
生殖システムおよびその機能と活動過程のす
べての側面において、単に疾病、障害がない
ばかりでなく、身体的、精神的、社会的に良好
な状態であることをリプロダクティブ・ヘルスと
いう。
また、
このような健康を享受する権利を
リプロダクティブ・ライツという。

街頭犯罪の発生状況（小学校区別）

ー試験の区分、採用予定数などー
試験の程度

採用予定数

４人
大学卒業程度

実施計画（具体的な施策及び事務事業）

２．生涯を通じた健康支援

受付期限 ８月17日㈬まで

《受付期限》 ８月17日㈬
（土・日曜日を除く）
《受付時間》 ８時30分〜17時15分
※郵送の場合は８月17日㈬までの消印のあるもので
書類が整っているものに限ります。
《受験資格》
①②昭和51年４月２日から平成２年４月１日までに生
まれた人
③昭和62年４月２日から平成６年４月１日までに生ま
れた人で、
日本国籍を有する人。
また、視力などの一
定基準を満たし、
かつ職務遂行に支障のない身体的
状態である人
※ただし、成年被後見人、
および被保佐人(民法改正
の経過措置による準禁治産者を含む)などに該当す
る人は受験できません。
※①②の試験は日本国籍を有しない人も受験できま
すが、採用後、公権力の行使、
または公の意思形成
への参画にかかる職への任用に一定の制限があり
ます。
◉受験資格について、詳しくは「採用試験案内」
で確
認してください。
《受験手続》 所定の受験申込書に必要事項を記入
し、写真（申込前３か月以内に撮影した上半身、無帽
正面向き、縦４㎝、横３㎝のもの）
を貼付のうえ、市経
営政策課へ提出し、
「受験票」の交付を受けてくださ
い。
郵送で受験申込みをする場合は、封筒の表に
「採
用試験申込」
と朱書し、80円切手を貼った宛先明記
の返信用封筒（長形４号）
を必ず同封のうえ、郵送し
てください。
※受験申込書は
「採用試験案内」
に添付しています。

１人
高校卒業程度

２人

《採用試験案内などの入手方法》
【直接受け取る場合】
「採用試験案内」
は下記の場所で配布しています。
◆市役所案内所、
または市経営政策課◆市文化セ
ンター◆市立図書館◆市勤労青少年ホーム◆市内
の各校区コミュニティセンター
【郵便で取り寄せる場合】
郵便で
「採用試験案内」
を取り寄せる場合は、封筒
の表に
「採用試験案内請求」
と朱書し、希望する試験
区分名を明記のうえ、140円切手を貼った宛先明記
の返信用封筒（角形２号）
を同封し、市経営政策課あ
て郵送してください。
【インターネットから入手する場合】
市のホームページにアクセスし、
「職員採用試験案
内」
からダウンロードすることができます。
ホームページアドレス＝
（http://www.city.okawa.fuk
uoka.jp/）
※正式な試験公告ではありませんので、受験を希望
する人は必ず所定の「採用試験案内」
で受験資格、
試験日程などを確認してください。
市経営政策課人事係
（直通）
☎85‐5554
（代表）
☎87‐2101内線255・256
〠831‐8601大川市大字酒見256番地1
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