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２・３

募集(令和４年度枕崎市奨学生／会計年度任用職員(保健師業務員))、納税について、募

集(会計年度任用職員(公園管理員)／市保育人材バンク登録者)、相談(年金相談所を開

設)

４・５

相談(経営課題に関する定期相談会を開催)、お知らせ(タクシー運賃助成の申請につい

て／令和４年４月以降の(特別)児童扶養手当額について／転入・転出等の届け出はお早

めに／病児保育の利用登録について／春の交通・地域安全運動を実施／危険物取扱者試

験および受験準備講習会)

６・７
お知らせ(小型特殊自動車をお持ちの方へ／マイナンバーカードの積極的な取得につい

て)、スポーツ・文化イベント情報、キッズだより

８
まちのカレンダー、「還付金詐欺」に注意しましょう、マイナンバーカードに関する窓

口時間延長・日曜日開庁について、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで

ごみの収集回数と収集曜日が変わります

４月１日(金)から、ごみの減量化を進めるため、ごみの収集体制の見直しにより、収集回数と収

集曜日が下記のとおり変更となります。

※見直しに伴い、もえるごみが週２回、もえないごみが月１回の収集に変わります。

※収集車の収集ルートも変わります。ごみは必ず午前７時から８時の間に出してください。

枕崎地区 別府地区 桜山・金山地区 立神地区

もえるごみ 月曜日・金曜日 月曜日・金曜日 水曜日・土曜日 水曜日・土曜日

もえないごみ 第１水曜日 第２水曜日 第３金曜日 第４金曜日

資源ごみ 火曜日 火曜日 木曜日 木曜日

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097



２

募   集

令和４年度枕崎市奨学生

市教育委員会では、奨学金の貸与(無利子)を

行っています。令和４年度奨学生を次のとおり

募集します。希望者は、教育総務課へお申し込

みください。

対象 高等学校以上の学校に在学し、経済的理

由により修学困難な学生または生徒(保護者が

市内居住者に限る)。

※高等学校等に係る授業料不徴収対象者は除く。

貸与額(月額)

・高校＝9,000円以内

・高専・専修学校(専門課程)＝16,000円以内

・短大＝25,000円以内

・大学・大学院＝37,000円以内

提出書類

・奨学生願書(教育総務課備付けのもの)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)

・保護者の令和３年度所得証明書

願書受付期間 ４月１日(金)～５月２日(月)

貸与(振込日) ４～６月分は６月末、７月分か

らは毎月10日に支給予定

貸与後の返還方法 卒業等から１年経過後、所

定の期間(10年)内に返還

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を

希望する場合は毎年度申請の手続きが必要で

す。

問合せ・申込み 教育総務課庶務係 TEL72-0170

会計年度任用職員(保健師業務員)

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(総務課職員係およびハローワーク

備付け)に必要事項を記入し、ハローワークの

紹介状および84円切手を貼った宛先明記の返信

用封筒(長形３号)を添付して、総務課職員係に

提出してください。

募集人員 健康課 １名

応募資格

・保健師免許および普通自動車免許を有する方

・パソコンを使って、文書や表の作成ができる方

・試験当日現在、枕崎市内の医療機関の正規職

員でない方

報酬(月額) 195,900円～222,100円

手当 期末手当、通勤手当(２km未満は支給なし)

保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務

災害補償

業務内容 母子および成人保健業務など

勤務時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜、

祝日、年末年始休暇を除く)

任用期間 ５月１日～令和５年３月31日

応募締切 ４月13日(水) 正午必着

試験日 ４月19日(火) 詳細は応募者全員に通知

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査)

問合せ・申込み 総務課職員係 TEL76-1084

４月の納税
納期限：５月２日(月)

国民健康保険税１期

介護保険料１期

後期高齢者医療保険料１期

・口座振替をされている方は、月末振替(土・日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.4％、１カ月経過後は年8.7％)が加算されますのでご注意ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175(直通)

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。



             ３

相   談
会計年度任用職員(公園管理員)

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(建設課都市計画係備付け)に必要事

項を記入し、84円切手を貼った宛先明記の返信

用封筒(長形３号)を添付して、建設課都市計画

係に提出してください。

募集人員 建設課 １名

応募資格 普通自動車運転免許を有する方

報酬(月額) 154,900円～182,600円

手当 期末手当、通勤手当(２㎞未満は支給なし)

保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務

災害補償

業務内容 窓口応対、パソコンでの文書作成等

や公園施設点検および維持管理作業

勤務時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜、

祝日、年末年始休暇を除く)

任用期間 ５月１日～令和５年３月31日

応募締切 ４月13日(水) 午後５時必着

試験日 ４月下旬(４月中に応募者全員に通知)

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査)

問合せ・申込み 建設課都市計画係

TEL76-1218

市保育人材バンク登録者

市内の保育所、認定こども園、放課後児童ク

ラブ等で就労する方を支援し、市内での保育・

教育等の担い手を増やすことを目的に「枕崎市

保育人材バンク」を設置しました。

登録を希望する方は、福祉課社会係で登録の

手続きを行ってください。

たくさんの皆さんの登録をお待ちしています。

登録対象者 保育士、保育教諭、幼稚園教諭、

養護教諭、看護師・准看護師、栄養士、調理師、

保健師、放課後児童支援員・補助員、子育て支

援員

登録方法 「保育人材バンク登録申込書」を福

祉課社会係に提出してください。

※「保育人材バンク登録申込書」は市ホームペ

ージからもダウンロードできます。

登録期間 登録した年度の翌年度の３月31日まで

※登録を継続する場合は更新の申請が必要とな

ります。

問合せ・申込み 福祉課社会係 TEL73-5612

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。

ただし、新型コロナウイルス感染症予防対策

により、下記日程の年金相談については中止に

なる場合がありますのでご了承ください。

詳しくは、市民生活課国民年金係にお問い合

わせください。

日時 ５月12日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※４月は枕崎市での年金相談はありません。

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談が

できない場合もあります。

※相談される方は、マスクの着用をお願いしま

す。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、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)。

■近隣市での相談も可能です。

４月７日(木) 南九州市ちらん夢郷館専門技術

研修室

４月14日(木) 南さつま市民会館第１会議室

４月21日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096
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お 知 ら せ

経営課題に関する定期相談会を開催
～枕崎市・よろず支援拠点合同開催～

創業から経営改善まで、経営者の皆さんのあ

らゆるご相談に対して、専門家がチーム体制に

より、無料でアドバイス、支援を行い、経営課

題の解決をお手伝いします。

ぜひこの機会に皆さんの課題解決にお役立て

ください。

日時 毎月第２月曜日 午前10時～午後４時

※１事業者につき約１時間の相談となります。

会場 市民会館第２会議室

相談例 売り上げが落ちてきている、これまで

とは違う販路を開拓したい、売れるパッケージ

にしたい、ＩＴを広報・業務改善などに活用し

たい、補助金や助成制度について知りたい、広

報を効果的に行いたい、後継者や事業継承につ

いて相談したいなど

問合せ・予約 水産商工課商工振興係

TEL76-1667

タクシー運賃助成の申請について

令和４年度交通弱者に対するタクシー運賃助

成の申請受付を下記のとおり各地区公民館で実

施します。手続き等については、広報まくらざ

き３月号をご覧ください。

受付日 時 間 場 所

４月14日(木)

９時30分～

11時30分
城山センター

13時30分～

16時
金山センター

４月15日(金)

９時30分～

11時30分
立神センター

13時30分～

16時
別府センター

※４月１日から福祉課で随時、申請受付を開始

します。

問合せ

・福祉課高齢者介護保険係 TEL76-1195

・福祉課障害福祉係 TEL76-1197

令和４年４月以降の(特別)児童扶養

手当額について

(特別)児童扶養手当額は、毎年の消費者物価

指数の変動に応じて手当額を改定するスライド

措置がとられており、令和４年全国消費者物価

指数の実績値は対前年比マイナス0.2％となっ

たことから、令和４年４月分からの手当額につ

いても0.2％の引き下げとなります。具体的な

手当額は、次のとおりです。

■児童扶養手当(月額)

令和３年４月～

令和４年３月
令和４年４月～

本体額

全額

支給
43,160円 43,070円

一部

支給

43,150円～

10,180円

43,060円～

10,160円

第２子

加算額

全額

支給
10,190円 10,170円

一部

支給

10,180円～

5,100円

10,160円～

5,090円

第３子

加算額

全額

支給
6,110円 6,100円

一部

支給

6,100円～

3,060円

6,090円～

3,050円

■特別児童扶養手当(月額)

令和３年度 令和４年度

１級 52,500円 52,400円

２級 34,970円 34,900円

詳しくは、福祉課社会係へお問い合わせください。

問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612

転入・転出等の届け出はお早めに

３月から４月にかけては、就職や転勤等で住

所が変わることが多くなります。市役所への届

け出が必要になりますので、早めに手続きをし

てください。

なお、市役所では、下記の日程で窓口時間を

午後６時30分まで延長しています。

手続きによっては、再度ご来庁をお願いする

場合がありますので、ご了承ください。

窓口時間の延長(午後６時30分まで)

３月30日(水)～４月４日(月)※土・日曜は除く

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093



             ５

病児保育の利用登録について

カンガルーのポッケ(枕崎市立病院敷地内)で

は、仕事や冠婚葬祭などで病気中の子どもを看

護できない場合に、保育士が保育する病児保育

を行っています。

病児保育を利用するには、年度ごとに利用す

る児童の登録を行う必要があります。

令和４年度の病児保育の利用を希望する場合

は、事前に登録を行ってください。

対象 生後６カ月から小学校６年生までの児童

登録方法 利用登録申請書を福祉課社会係に提

出してください。

持参するもの 印鑑・母子健康手帳

問合せ・申込み 福祉課社会係 TEL73-5612

春の交通・地域安全運動を実施

交通安全・地域安全の思想の普及・浸透を図

り、交通ルールの遵守と各種事件・事故を未然

に防止することを目的として「春の交通・地域

安全運動」を実施します。

実施期間 ４月６日(水)～15日(金)

■交通安全運動

スローガン 横断は しっかりよく見て たし

かめて

運動の重点および推進事項

①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保

・歩行者の交通ルール遵守の徹底

・歩行者の安全の確保

②歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識

の向上

・運転者の交通ルール遵守の徹底等

・飲酒運転等の防止

・妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止

・高齢運転者の交通事故防止

・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの

着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

③自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

・自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底

・自転車利用者自身の安全確保

■地域安全運動

スローガン みんなでつくろう 安心の街

運動の重点

①子ども・女性の犯罪被害防止

②うそ電話詐欺の被害防止

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086

危険物取扱者試験および受験準備講

習会

令和４年度第１回危険物取扱者試験および受

験準備講習会を次のとおり実施します。

「受験願書」、「受験準備講習会申込書」は消

防署に備え付けてあります。

■危険物取扱者試験

日時 ６月11日(土) 午前10時試験開始(集合

＝午前９時30分)

場所 南九州市知覧町(県立薩南工業高等学校)、

鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、他県内各地

試験種類 甲種、乙種(第１類～第６類)、丙種

申請方法及び受付期間

・書面申請 ４月11日(月)～21日(木)※郵送の

場合は当日消印有効

・電子申請 ４月８日(金)午前９時～18日(月)

午後５時まで※期間中24時間受付

試験手数料 甲種＝6,600円、乙種＝4,600円、

丙種＝3,700円

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 ５月21日(土)＝法令、22日(日)＝理論

午前10時～午後４時(受付＝午前９時30分～10時)

場所 ポリテクセンター鹿児島(鹿児島市東郡

元町14番３号)

受験料 6,300円(別途テキスト代1,800円)

問合せ

・試験に関すること

一般財団法人消防試験研究センター鹿児島県支部

TEL099-213-4577

・講習会に関すること

一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200
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小型特殊自動車をお持ちの方へ

農業・製造業・土木建設業などで使用する下記規格の小型特殊自動車は、地方税法上、公道走行

の有無に関わらず、所有していることで軽自動車税が課税されます。そのため、田畑や工場・敷地

内のみで使用する車両であっても軽自動車税の申告を行い、車体に課税標識(ナンバープレート)を

取り付けていただく必要があります。該当する車両を取得した方(法人を含む)または現在未申告の

車両を所有している方(法人を含む)は、速やかに軽自動車税の申告手続をお願いします。

■軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の規格

長さ 幅 高さ 最高速度 総排気量

農耕用 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h未満 制限なし

その他 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下 制限なし

農耕作業用自動車(乗用)

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指

定する農耕作業用自動車

その他

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スク

レーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイー

パ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホ

イール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折し

て操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車、国土交通大

臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

※農耕作業用自動車で最高速度35km/h以上のものや、その他の自動車で上記規格の１つでも超える

と大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車で事業用資産の場合は、固定資産税の課税対象

となりますので、償却資産の申告が必要となります。

申請場所 市役所税務課課税係

申請に必要なもの 販売証明書(車種、車名、車台番号が記載されているもの)

※譲り受けた場合は、譲渡証明書または廃車済証明書

※車種等の判別が困難な場合は、販売店へお問い合わせください。

※乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車税の課税対象ではありませんが、事業用資産の

場合は固定資産税(償却資産)の課税対象になります。

※これまで軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告され

ていた場合は、償却資産の修正申告が必要です。

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066

マイナンバーカードの積極的な取得について

マイナンバーカードは、e-Taxによる確定申告での利用、健康保険証、さらには今後、運転免許証

との一体化も検討されているなど、大きなメリットがあります。

国税庁においては、マイナンバーカードを利用した納税者の利便性向上施策に取り組んでいるとこ

ろ、今後、マイナポータル連携により自動入力される情報は順次拡大され、年末調整・確定申告手続

きがさらに簡略化されます。

マイナポータル連携を行うためには、マイナンバーカードの取得が必要となりますので、マイナン

バーカードを取得されていない方は、お早目の申請をお願いします。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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スポーツ・文化イベント情報

問合せ スポーツ・文化振興課

TEL72-9998

しゃらくたてがみ写真展

枕崎の写真グループしゃらくたてがみによる

写真展を開催します。

会期 ３月27日(日)まで ※月曜休館(月曜日

が祝日の場合は翌日が休館)

会場 南溟館第１展示場

時間 午前９時～午後４時30分

観覧料 無料

南溟館観覧料の変更のお知らせ

当館では、これまで経費削減や特別企画展に

よる収入の確保に努めてまいりました。

今後も、当館が地域の文化・観光の拠点にな

り、地域経済の活性化の使命を果たしていくた

めに、令和４年４月１日より観覧料の見直し

(改定)を行います。

何とぞご理解いただきますようお願いします。

観覧料(企画展示を除く)

大人 200 円

大学生・高校生 100 円

中学生以下 無料

年間観覧料(年間パスポート)

大人 400 円

大学生・高校生 200 円

※企画展など、展示会によって料金が異なる場

合があります。

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

           TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。

場 所 立神海の風こども園(中央町261)

開 放 日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

４月の行事（午前10時から）

日 曜日 行事の内容 要予約

８ 金 公園遊び(瀬戸公園)

11 月 ドライヘッドスパ体験 〇

13 水
ばぶちゃんデー(１歳半未満児)

こいのぼり作り
〇

14 木
ハッスルキッズデー(１歳以上児)

こいのぼり作り
〇

19 火 園庭遊び後試食会 〇

20 水 ベビーマッサージ教室 〇

22 金 公園遊び(台場公園)

25 月 カイロプラクティック骨盤調整 〇

26 火
ばぶちゃんデー(１歳半未満児)

母の日プレゼント作り
〇

27 水 誕生会 〇

28 木
ハッスルキッズデー(１歳以上児)

母の日プレゼント作り
〇

※８日(金)、22日(金)の公園遊びと、19日(火)

の園庭遊びは、雨天の場合、キッズルームで

遊びます。

※８日(金)、22日(金)の公園遊びは現地集合で

す。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更または中止することがありますので、

予めご了承ください。

※要予約の活動は、３密を避けるため少人数限定

になっていますので、早めにお申し込みくださ

い。
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■謎かけの答え＝人心の動きが気になります

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

４日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

15日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう。

市民会館

72-2221

18日(月)
母子健康手帳交付

初妊婦講座
健康センター 9:00～11:40

健康センター

72-7176

20日(水) ◎男性料理教室 城山センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

21日(木) 子育てサロン 健康センター 9:45～11:40
健康センター

72-7176

24日(日) おやつを作ろう

金山地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者、

一般

金山地区公民館

72-9690

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

まちのカレンダー４ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について

仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時間の

延長および日曜日の開庁を行っています。

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで

■日曜日開庁 毎月第２・４日曜日 午前８時30分～午後５時15分

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093

市内において、市役所職員を騙った「還付金詐欺」の被害の相談
がありました。

ＡＴＭで還付金の手続きをすることはあり

ません。
金融機関やコンビニエンスストアなどの ATM に誘わ

れたときは、注意しましょう。

「還付金詐欺」に注意しましょう

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086


