


２

募   集

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア

次の募集期間に合わせ、事業概要の説明や元

ボランティアの体験談・活動紹介を行う「体験

談＆説明会」を開催します。

詳細はＪＩＣＡホームページ(http://www.jica.go.jp)

をご覧ください。

募集期間 ９月30日(金)～11月４日(金)

■青年海外協力隊

応募資格 満20歳～満39歳の日本国籍の方

日時・場所

①９月24日(土) 午後５時30分～７時30分

勤労者センター(よかセンター)７階第１会議

室

②10月５日(水) 午後７時～８時30分

かごしま県民交流センター東棟３階大研修室
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■シニア海外ボランティア

応募資格 満40歳～満69歳の日本国籍の方

日時・場所

①９月24日(土) 午後２時30分～４時30分

勤労者センター(よかセンター)７階第１会議

室

②10月５日(水) 午後７時～８時30分

かごしま県民交流センター東棟３階大研修室

第２

※応募時に指定の「語学力申告台紙」の提出が

必須となります。詳しくはホームページをご

確認ください。

問合せ

・ＪＩＣＡ九州市民参加協力課

TEL093-671-6311

・ＪＩＣＡデスク鹿児島

TEL099-221-6624

公園作業員等業務嘱託員

公園や街路の維持管理作業業務を行う嘱託員

を募集します。希望者は、採用試験受験申込書

(総務課備付け)と自動車運転免許証の写しを総

務課職員係に提出してください。

募集人員 １名

応募資格

・市内に居住している方

・昭和26年11月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・普通自動車免許を有する方

・11月１日から勤務できる方

・農作業または土木作業等の経験のある方

業務内容  

・公園内の芝刈り、草刈り及び清掃、修繕等の

維持管理作業

・公園内の樹木及び街路樹の剪定、防除作業

選考方法 面接試験

応募締切 10月18日(火) 午後５時15分まで必着

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

第６回枕崎カツオマイスター検定受検者

カツオにまつわる正しい知識を身に付けても

らうために検定を実施し、合格者を「枕崎カツ

オマイスター」として認定するものです。

今年の検定では、全問正解者の中から抽選で

１名をフランスに招待します。

期日 11月19日(土)、20日(日)

会場 南薩地域地場産業振興センター、枕崎水

産加工業協同組合、㈱西村浅盛商店

検定内容

１日目＝鰹節工場の見学、さばき方の実習など

２日目＝カツオに関する座学、検定試験

応募締切 10月28日(金)

※詳細については市ホームページをご覧になる

か、お問合わせください。

問合せ・申込み 枕崎カツオマイスター検定事

務局(水産商工課内) TEL73-1092
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お 知 ら せ

相   談

年金相談所開設

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。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 10月20日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館１階和室

※相談は原則、予約制です。予約のない方は、

その日の相談が受けられない場合があります。

あらかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

■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

・９月29日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・10月６日(木) 指宿市役所

・10月27日(木) 南九州市川辺文化会館

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

行政相談員に相談してみませんか

行政相談所を次のとおり開設しますので、ぜ

ひご利用ください。

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民

間のボランティアの方です。市民の皆さんと行

政のパイプ役として、すべての市町村に１人以

上委嘱されています。皆さんの相談相手として、

役所のサービスや行政の仕組み、手続きに関す

る相談を受け付け、助言や関係機関に対する通

知などを行っています。なお、相談は無料で秘

密は守ります。

日時 10月22日(土) 午後１時～４時

場所 市民会館応接室

行政相談委員 松山 智氏

問合せ 総務省鹿児島行政評価事務所

TEL099-224-3247   

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 10月20日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権に関することやその他一般法律

問題等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

枕崎農業振興地域整備計画書の縦覧

枕崎農業振興地域整備計画を変更するので、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法

律第58号）の規定に基づき、変更案の縦覧を行

っています。

縦覧期間 10月17日(月)まで

縦覧場所 枕崎市役所農政課内

問合せ 農政課農政係 TEL72-1111(内線316･331)
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就学時健康診断の実施について

学校保健安全法の規定に基づき、平成29年度

に小学校入学を予定する子どもに対し、就学時

健康診断を次の日程で実施します。

保護者への通知は住民基本台帳により作成し

ましたが、今後、住所変更(転出等)を予定され

ている方は、保健体育課にご連絡ください。

就学時健康診断は、保護者付き添いの上、必

ず受診してください。

日時

入学予定校 期 日 受付時間

枕崎小学校

別府小学校
10月４日(火)

午後０時40分

～１時20分桜山小学校

立神小学校
10月18日(火)

※終了時間は午後４時の予定です。

会場 サン・フレッシュ枕崎

問合せ 保健体育課 TEL72-0170

パソコン農業簿記講習会を開催

農業委員会では、農業経営の基礎となる簿記

記帳と青色申告の普及・推進を通じて、農業経

営者の経営管理能力の向上を図るため、関係機

関の協力を得て、パソコンによる複式簿記記帳

指導会を実施しています。

平成28年度も10月から２月まで開催し、自己

の経営をパソコンに入力して経営管理とともに、

青色申告に必要な決算書を作成できるように指

導します。

対象者 農業者(自分でパソコン・ソフトを導入

できる方)

開催日程 10月以降平成29年２月まで６回(時間

は原則、午後１時30分～４時30分)

実施予定日 10月18日(火)、11月8日(火)、12月

13日(火)、１月24日(火)、２月７日(火)、２月

21日(火)

場所 市民会館和室

問合せ・申込み 農業委員会

TEL72-1111(内線338)

里親募集説明会を実施します

～あなたも里親になってみませんか～

里親とは、親の事故や病気など、さまざまな

事情により家庭で暮らすことができない子ども

(０歳児～18歳)を、家族の一員として自らの家

庭に迎え、あたたかい雰囲気の中で愛情と真心

を込めて教育してくださる方のことです。

県内には、何らかの事情により家族と暮らせ

ない子どもが約850名います。そのうち約80名が

里親の元で生活していますが、その他の子ども

たちは施設等で生活しています。子どもの健や

かな成長には家庭的な教育環境が求められてお

り、たくさんの里親を必要としています。

そこで、次のとおり里親制度等についての説

明会を開催します。事前の申込みは必要ありま

せんので、お気軽にお越しください。

日時 10月14日(金) ①昼の部＝午後２時～４

時、②夜の部＝午後６時30分～８時30分

場所 市民会館２階会議室

内容 ＤＶＤによる紹介の後、担当者からの概

要説明を行います。

※個別相談を希望する方は申し出てください。

問合せ

・県中央児童相談所 TEL099-264-3003

・南さつま子どもの家 TEL52-1131

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線136･137)

相続登記はお済みですか

自分の権利を大切にするため、次世代の子ど

もたちのために相続登記をしませんか。

相続登記をしていないと、さまざまな問題が

起こる可能性があります。

①相続登記を放置している間に更に相続が発生

すると、相続人の人数が増え、登記手続きや

費用にかかる負担が増加します。

②不動産の売却やローンの設定に時間がかかり

ます。

③所有者と連絡が取れず、土地の荒廃や、災害

復旧及び防災のための工事ができない等の社

会問題が発生します。

詳細については、法務省ホームページ「未来

につなぐ相続登記」を検索してください。

問合せ 鹿児島地方法務局 TEL099-259-0682
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犬の登録及び狂犬病予防注射を実施

平成28年度の犬の登録及び狂犬病予防注射を

次の日程で行います。

生後91日以上の犬を飼育している飼い主は、

狂犬病予防法第４条(登録)並びに第５条(予防注

射)により、生涯１度の登録と毎年１回の狂犬病

予防注射が義務付けられています。これに違反

すると20万円以下の罰金が科せられます。

※４月以降に受けていない犬が対象となります。

実施日 場   所 時  間

10月25日(火)

田布川公民館 ９:00～９:15

木 場 公 民 館 ９:30～９:55

城山センター 10:10～10:40

山 口 公 民 館 10:55～11:25

瀬戸口公民館 11:40～11:55

亀 沢 公 民 館 13:10～13:30

新 町 公 民 館 13:45～14:05

木 原 公 民 館 14:20～14:45

市 役 所 15:00～16:00

10月26日(水)

大 塚 公 民 館 ９:00～９:25

下野原公民館 ９:40～10:00

田 中 公 民 館 10:15～10:35

塩 屋 公 民 館 10:50～11:20

上 釜 会 館 11:35～11:55

東白沢公民館 13:10～13:25

俵積田公民館 13:40～14:05

下 山 公 民 館 14:20～14:35

市 役 所 15:00～16:00

・料金は、注射及び済票交付料が3,400円ですが、

初めて登録する場合は、登録料3,000円と合わ

せて6,400円になります｡おつりのないように、

ご協力をお願いします。

・今まで飼っていた犬が死亡した場合は、必ず

犬の死亡届(印鑑必要)を提出してください。

また、他人から譲り受けた場合は、変更届が

必要になります。死亡届・変更届の手続きに

は印鑑が必要で、届出用紙は当日も準備して

あります。

・本市に転入されてきた方(犬を飼っている方)

は、早めに市役所で登録の変更手続をしてく

ださい。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線327)

危険物取扱者試験及び受験準備講習

会を実施

平成28年度第２回危険物取扱者試験及び受験

準備講習会を次のとおり実施します。「受験願

書」と「受験準備講習会申込書」は消防署にあ

ります。

■危険物取扱者試験

日時 11月19日(土) 午前10時試験開始(集合

＝午前９時30分)

場所 県立薩南工業高等学校、南九州市頴娃

町、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 願書による書面申請とインターネッ

トによる電子申請があります。

受付期間

・書面申請の場合

９月29日(木)～10月11日(火)

※郵送の場合は10月11日の消印有効

・電子申請の場合

９月26日(月)午前９時～10月８日(土)午後５

時(期間中24時間受付)

試験手数料 甲種5,000円、乙種3,400円、丙種

2,700円

問合せ 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

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 10月８日(土)、９日(日) 午前10時～午

後４時(受付＝午前９時30分～10時)

内容 ８日(土)＝理論、９日(日)＝法令

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)

受講料 6,300円(別途テキスト代1,600円)

問合せ

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

・枕崎市消防署 TEL72-0049
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臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金について

臨時福祉給付金は、平成26年４月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対

し、昨年度に引き続き臨時的な措置として実施します。

また、障害・遺族年金受給者向け給付金は、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者

を支援するため、実施します。

制度の詳細は、厚生労働省の特設ホームページ(http://www.2kyufu.jp/)をご覧ください。

支給要件

臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金

支給対象者

次のすべての条件を満たす方が対象

①平成28年１月１日現在で本市に住民登

録がある方

②平成28年度市県民税(均等割)が課税され

ていない方

③市県民税が課税された方の扶養親族にな

っていない方

④生活保護等を受けていない方

平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者

のうち、平成28年５月分の障害基礎年金ま

たは遺族基礎年金等を受給している方

※ただし、「高齢者向け給付金」(３万円)

を受給した方は対象外

支給額 １人につき３千円(１回限り) １人につき３万円(１回限り)

申請方法

対象と思われる方には、９月初旬に申請書を送付しています。申請会場または郵送で申請してくださ

い。

必要なもの

申請書、免許証または保険証のコピー等(支給対象が複数の場合は全員分)、在留カード(外国人の方)、

申請者の通帳のコピー、印鑑

※代理申請の場合は、代理人の免許証または保険証のコピー等と印鑑も必要

申請期間

12月12日(月)まで ただし、受付は平日午前８時30分～午後５時15分(正午～午後１時を除く)

※期間中に申請されなかった場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。

申請会場 市役所北別館会議室(福祉課へ変更になる場合あり)

支払予定

11月末から口座振込で支給を開始します(申請受付から支給までに約２カ月かかります)。

※両方の支給対象者に該当する方は、２つの給付金を受給できます。

※審査の結果、支給要件に該当しないため、「不支給」となる場合もあります。

○「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ＡＴＭ(現金自動預払機)

の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。市役

所や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、

すぐに最寄りの警察署に連絡してください。

問合せ

・厚生労働省専用ダイヤル TEL0570-037-192

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)
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子宮頸がん・乳がん検診を実施します

平成28年度の子宮頸がん・乳がん検診を下記の日程で実施します。検診希望調査で申込みをされた方

には個人に通知しますが、申込みをされていない方は健康センターまでご連絡ください。

対象

・子宮頸がん検診＝平成９年４月１日以前に生まれた女性

・乳がん検診＝昭和52年４月１日以前に生まれた女性

検診日 10月26日(水)～31日(月)

受付時間 午前８時30分～９時、午後０時30分～１時

会場 健康センター

検診内容

・子宮頸がん検診＝視診及び細胞診

・乳がん検診＝乳房Ｘ線撮影(乳房Ｘ線撮影は40歳代が２方向、50歳以降が１方向になります)

料金

国民健康保

険以外の方
国民健康保険の方

子宮頸がん検診 600円 無 料 保険証を

提示して

ください乳がん検診
40歳代 1,600円 1,200円

50歳以降 1,000円 600円

※70歳以上の市民、市民税非課税世帯・生活保護世帯で証明書を提示した方は無料です。

※平成28年度のクーポン券を送付されている方も無料で受診できます。検診当日に必ずご持参ください。

問合せ 健康センター TEL72-7176




