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相   談

募   集

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者を募

集します。希望者は、入居申込書(建設課備付

け)に必要書類をそろえてお申込みください。

■市営住宅(随時募集)

募集戸数 ２戸 第２金山団地211、218号(金山

町472番地)

構造 中層耐火構造３階

建設年度 昭和60年

間取り ３ＤＫ

家賃 14,700円～

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅(随時募集)

募集戸数 １戸 若葉住宅２号(若葉町167番地)

構造 ＲＣ造平屋建

建設年度 平成８年

間取り ３ＤＫ

家賃 58,000円

敷金 家賃３カ月分

※市営住宅及び特定公共賃貸住宅には、収入基

準が定められており、申込世帯の収入(月額所

得額)が、その基準内になければお申込みでき

ません。

問合せ・申込み 建設課建築係

      TEL72-1111(内線336)

食生活改善推進員による男性料理教室

参加者            

健康のためには毎日の食事が大切です。バラ

ンスのとれた食事のコツを学びましょう。

日時 ９月５日(月) 午前10時～午後１時      

会場 健康センター調理室

内容 調理実習(きゅうりと鶏肉のバンバンジー、

なすのピリ辛ソースかけ、玉ねぎとアボガド納

豆の予定)

対象者 市内に居住の男性

定員 15名

参加費 無料

持ってくるもの エプロン、三角巾、筆記用具

※エプロンは貸出し用があります。必要な方は

申込みの時にお伝えください。

問合せ・申込み  

・健康センター TEL72-7176

・食生活改善推進員 上釜 TEL76-3398

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」

強化週間

高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解

決を図ることを目的として、「高齢者・障害者

の人権あんしん相談」強化週間を実施します。

相談内容は問いません。相談には法務局職員

または人権擁護委員が応じ、秘密は厳守されま

す。

実施機関

鹿児島地方法務局、県人権擁護委員連合会

日時 ９月５日(月)～11日(日) 午前８時30分

～午後７時(土、日曜は午前10時～午後５時)

電話 全国共通ダイヤル 0570-003-110

問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

TEL099-259-0684
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お 知 ら せ
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。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ９月１日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※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

■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

・９月15日(木) 南九州市ちらん夢郷館

・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

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

こころの健康相談会

こころの不調や引きこもりなどでお困りのご

家族・ご本人を対象に、専門職(臨床心理士)に

よる無料相談会を開催します。相談は事前予約

制となります。

日時 ９月21日(水) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

敬老祝金を支給します

市では、９月１日現在で本市に住所があり、

今年度87歳及び98歳になられる方、101歳以上に

なられる方に敬老祝金の支給をします。支給の

際は、市役所の職員がご自宅にお伺い支給しま

すので、印鑑を準備してお待ちください。

９月５日(月)※職員が訪問

・87歳到達者(昭和４年４月２日～昭和５年４月

１日の間に生まれた方)

・98歳到達者(大正７年４月２日～大正８年４月

１日の間に生まれた方)

９月12日(月)※市長が訪問

・101歳以上(大正５年４月１日以前に生まれた

方)

問合せ 福祉課高齢者介護保険係

TEL72-1111(内線132)

９月10日は「下水道の日」

～下水道 水がいからの 守り神～

９月10日は「下水道の日」として、下水道整

備の促進について皆さんに一層のご理解とご協

力をいただくことを目的に、全国一斉に下水道

促進のための運動が行われます。

下水道は、快適な生活環境と、海や河川など

公共用水域の水質保全を図るための施設です。

下水道供用区域内で、まだ下水道に接続して

いない家庭や飲食店及び水産加工等事業所は、

早めに下水道へ接続していただき、環境保全に

ご協力ください。

問合せ 下水道課 TEL72-1111(内線412・413)
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～「枕崎駅」から始まるまちづくり事業

『駅フェス』を開催

日時 ９月４日(日) 午前11時～午後５時

場所 枕崎駅前広場

内容

・地元窯元の陶器販売

・枕崎グルメ(枕崎鰹大トロ丼、昆鰹だし愛そ

ば)の販売

・茶節の振舞(ふくよか会)

・枕崎の地場産品販売(各団体より)

・カキ氷販売

・市内小学校金管バンド、中学校吹奏楽部演奏

・ＢＯＮ ＤＸ出演

問合せ 枕崎市通り会連合会商店街案内所「ぶ

らり」 TEL72-1644

９月は発達障害福祉月間です

知的障害のある人々が、地域社会の中で皆さ

んと共に生きる共生社会を実現するため、９月

を発達障害福祉月間と定めて、毎年全国的な広

報活動を実施しています。

障害があっても、一人ひとりが「自分らしく」

生きていくために、市民の皆さんの障害へのご

理解とご協力をお願いします。

問合せ 福祉課障害福祉係

TEL72-1111(内線470)

無料クーポン券で子宮頸がん・乳がん

検診を受診できます

クーポン券を使い、子宮頸がん・乳がん検診

を無料で受けることができます。この機会にぜ

ひ受診してください。

対象の方へは通知をしていますが、通知の届

いていない方はお問合せください。

利用期間 ９月１日～平成29年３月31日

■子宮頸がん検診

対象者

・平成７年４月２日～平成８年４月１日生

・平成２年４月２日～平成３年４月１日生

・昭和60年４月２日～昭和61年４月１日生

・昭和55年４月２日～昭和56年４月１日生

・昭和50年４月２日～昭和51年４月１日生

検診機関 森産婦人科

■乳がん検診

対象者

・昭和50年４月２日～昭和51年４月１日生

・昭和45年４月２日～昭和46年４月１日生

・昭和40年４月２日～昭和41年４月１日生

・昭和35年４月２日～昭和36年４月１日生

・昭和30年４月２日～昭和31年４月１日生

検診機関

サザン・リージョン病院、県立薩南病院

※その他両検診とも、健康センターで集団検診

を10月に実施する予定です。

問合せ 健康センター TEL72-7176
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空き家調査を実施

全国的に人口減少等による空き家の増加が問

題視されています。本市でも空き家が増加し、

日常的な管理がなされていないものもあります。

そこで市では、市内の空き家の状況を把握し、

防犯や生活環境の保全、定住促進に向けた住宅

の利活用の検討などのため、株式会社ゼンリン

に業務を委託して空き家に関する実態調査を行

います。

委託業者及び公民館長からの情報をもとに、

９月から10月頃に調査員が建物の状況や構造等

を外観から調査し、写真撮影等を行います。

調査員は「枕崎市空き家実態調査員証」を身

に付けて調査に当たりますので、皆さんのご理

解とご協力をお願いします。

問合せ 企画調整課企画調整係

TEL72-1111(内線 225・226)

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の

調製について

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を調製(作

成)する時期となりました。

海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する方

は、９月１日現在の資格について９月５日まで

に、選挙管理委員会に申請する必要があります。

なお、枕崎市漁業協同組合の正会員及び枕崎

漁業労働組合の方は申請する必要はありません

が、家族の方で選挙権のある方は申請してくだ

さい。申請書は枕崎市漁業協同組合または選挙

管理委員会に備え付けてあります。

問合せ 選挙管理委員会事務局

TEL72-1111(内線310・311)

株式会社・特例有限会社の登記手続が

変わります

10月１日から株主総会議事録や株主全員の同

意書等を添付して、株式会社または特例有限会

社の登記申請する際に、株主の住所、氏名、持

株数、議決権数とその割合などの証明書(株主リ

スト)の添付が必要となります。

詳しくは法務省のホームページで案内してい

ます。

問合せ

鹿児島地方法務局法人登記部門(担当：堤)

TEL099-259-0636

「枕崎市成人式」を１月３日に実施

日時 平成29年１月３日(火) 午後１時30分～

３時(受付＝午後０時45分～１時20分)

場所 市民会館大ホール

対象者 平成８年４月２日から平成９年４月１

日までに生まれた方

※対象となる方へは11月下旬から12月上旬にか

けて、案内ハガキを送付します。

※式典への出席については、事前の申込み等の

必要はありません。

問合せ 市民会館 TEL72-2221

(平日の午前８時30分～午後５時15分)

市民と市議会との意見交換会を開催

市議会では、市民の皆さんの声を市政に反映

させるため「市民と市議会との意見交換会」を

開催します。

会場・日時

・市民会館、城山センター

10月18日(火) 午後７時～８時30分頃

・立神センター、別府センター

10月19日(水) 午後７時～８時30分頃

メインテーマ 健康づくりについて

問合せ 議会事務局 TEL72-1111(内線242)






