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●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

平成28年
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募集（市営プール監視員／台場公園海水プール監視員／火之神公園プール監視員／
「少年の船」参加者／税務職員採用試験受験者／市立病院業務委託人（医療事務）／放
送大学10月入学生）

掲載内容ページ

２・３

４・５
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まちのカレンダー／６月の納税／枕崎弁「すんくじら狂句」12

募集（「香港ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ（フードエキスポ）2016」研修参加事業者）、相談（巡回児
童相談／交通事故・財産管理無料相談会／年金相談所開設／全国一斉特設人権相談
所開設／全国一斉「子ども人権110番」強化週間／巡回無料法律相談会）

相談（こころの健康相談会）、お知らせ（農業用用排水路と農地の管理を適切に行いま
しょう／長寿健康診査を実施／危険物取扱者保安講習を実施／計量器（はかり）定期
検査を実施／軽自動車税納税証明書（継続検査用）について）

８・９

お知らせ（「平成28年経済センサス－活動調査」を実施／南薩土地改良区（第22選挙
区）総代補欠選挙について／６月23日～29日は「男女共同参画週間」／住宅地やこれに
隣接する土地で、農薬を使用する場合は気を付けましょう／６月１日～７日は水道週
間／河川愛護月間／下水道接続で環境保全に努めましょう）

　本市では、「熊本地震」で被災された方

を支援するため、義援金の募集を行って

います。集まりました義援金については、

共同募金会や日本赤十字社を通じて熊

本・大分の被災地へ配分されます。皆さ

んのご協力をお願いします。

募集期間　平成28年６月30日（木）まで

募金の方法　　

・個人での募金は、市役所正面玄関と健

　康センターに設置している募金箱にお

　願いします（募金箱の場合、領収書は発

　行できませんのでご注意ください）。

・団体からの義援金は、市役所総務課・

「熊本地震災害義援金」にご協力ください

　福祉課、教育委員会、水産商工課、健

　康センターへご持参ください。その際、

　預り証を発行します。

※領収書が必要な方は、社会福祉協議会

　（℡72-7450）へご相談ください。共同募

　金会または赤十字社の領収書を発行し

　ます。

※義援金は金融機関から直接送ることも

　できます。各金融機関の窓口または共

　同募金会や日本赤十字社のホームペー

　ジなどでご確認ください。

■問合せ　福祉課社会係　

　　　　　℡72-1111（内線136）

お知らせ（職業訓練指導員（48時間）講習を実施／土砂災害防止月間／労働保険年度更
新手続きについて／市消防操法大会を開催／児童手当現況届の提出について）、キッ
ズだより
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募　集

３２

市営プール監視員

　市営プールの監視員を募集します。希望者

は、履歴書（保健体育課備付け）に写真を貼

り、必要事項を記入の上、保健体育課へ提出

してください。

募集人員　７名

期間　７月11日（月）～８月21日（日）

勤務時間　午前９時30分～午後６時30分　

賃金　5,680円/日

応募資格　市内に居住している方で、心身と

もに健康な方

選考方法　面接

応募締切　６月３日（金）　午後５時15分まで

に必着

※面接の日時、場所等は後日、応募者に連絡

　します。

　その他詳細は、保健体育課へお問合せくだ

さい。

申込み・問合せ　保健体育課　℡72-0170

台場公園海水プール監視員

　台場公園海水プールの監視員を募集しま

す。希望者は、履歴書（建設課備付け）に写真

を貼り、必要事項を記入の上、建設課都市計

画係へ提出してください。

募集人員　６名

期間　７月20日（水）～８月31日（水）

勤務時間　午前９時～午後６時

賃金　5,680円/日

応募資格　市内に居住している方で、心身と

もに健康な方

選考方法　面接

応募締切　６月17日（金）　午後５時15分まで

に必着

※面接の日時、場所等は後日、応募者に連絡

　します。

　その他詳細は、建設課都市計画係へお問合

せください。

申込み・問合せ

建設課都市計画係　℡72-1111（内線236）

火之神公園プール監視員

　火之神公園プールの監視員を募集します。

希望者は、履歴書（水産商工課備付け）に写真

を貼り、必要事項を記入の上、水産商工課観

光交流係へ提出してください。

募集人員　９名

期間　７月20日（水）～８月31日（水）

勤務時間　午前８時～午後７時

※時間外勤務有

賃金　5,680円/日（午前８時～午後５時）

応募資格　市内に居住している方で、心身と

もに健康な方

選考方法　面接

応募締切　６月17日（金）　午後５時15分まで

に必着

※面接の日時、場所等は後日、応募者に連絡

　します。

　その他詳細は、水産商工課観光交流係へお

問合せください。

申込み・問合せ　

水産商工課観光交流係　℡72-1111（内線462）

「少年の船」参加者

　本市にとって忘れてはならない「黒島流

れ」。「枕崎市少年の船」は、三島村の村営船

「みしま」に乗船して三島村黒島を訪れ、黒島

流れの犠牲者のめい福を祈るとともに、交歓

会等を通じ、黒島の方々や参加者同士の親睦

を深めるものです。海側から見る枕崎のまち

や、雄大な海、島々の姿は大きな感動を呼

び、数々の苦労を力強く乗り越えてきた祖先

の熱い思いを感じることでしょう。

日時　６月26日（日）　午前８時～午後５時

募集対象　小・中学生、高校生、一般

定員　200名（先着順）

参加料　小・中学生＝300円

　　　　一般（高校生含む）＝2,000円

募集期限　５月27日（金）　午後５時

※平日の申込みは、午前８時30分から午後５

　時15分まで

申込み・問合せ　　

・生涯学習課生涯学習係　℡72-0170　

・市民会館　℡72-1111（内線410）、72-2221

税務職員採用試験受験者

　人事院九州事務局と熊本国税局では、税務

職員採用試験の受験者を募集します。税務職

員採用試験に合格し採用された方は、税務大

学校に入校し、１年間税務職員として必要な

専門知識を修得するための研修を受けた後、

税務署に配属され、国税の仕事に従事するこ

とになります。

受験資格

①平成25年４月１日以降に高等学校または中

　等教育学校を卒業した者及び平成29年３月

　までに高等学校または中等教育学校を卒業

　する見込みの者

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度　高校卒業程度

第１次試験日　９月４日（日）

【申込方法及び申込受付期間】

①インターネットによる申込み

　人事院ホームページ申込専用アドレス

（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）

または「採用情報ＮＡＶＩ」をご利用ください。

申込受付期間　

６月20日（月）午前９時～29日（水）　

※期間内に受信したものが有効となります。

②郵送または持参による申込み（インターネ

ットによる申込みができない場合に限る）

　申込用紙は、人事院地方事務局、国税局、

最寄りの税務署に備え付けています。

申込受付期間　６月20日（月）～22日（水）

※22日（水）までの通信日付印が有効。

※申込受付期間が短くなっていますので、ご

　注意ください。

申込先　全国の各人事院事務局

※希望する第１次試験地に対応する人事院各

　地方事務局となりますので、詳しくはお問

　合せください。

問合せ

・人事院九州事務局　℡092-431-7733

・熊本国税局人事第二課試験研修係　

　℡096-354-6171（内線6046）

・知覧税務署　℡83-2411（自動音声案内）

市立病院業務委託人（医療事務）

　希望者は、採用試験受験申込書（市立病院備

付け）を市立病院管理係に提出してください。

募集人員　１名

応募資格

・市立病院に通勤可能で健康な方

・現在、市内の医療機関に勤務していない方

・医療事務として勤務経験のある方

・７月１日から勤務できる方

選考方法　作文試験、面接試験（個別面接）、

健康診査（試験当日に医療機関の健康診断書

を提出）

申込期限　６月17日（金）　午後５時まで（必着）

※後日、応募者に対して、試験日時及び場所

　を記載した受験票を送付します。

申込み・問合せ　市立病院管理係　℡72-0303

放送大学10月入学生

　放送大学は、テレビ等の放送やインターネ

ットで授業を行う通信制の大学です。働きな

がら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、さまざまな目的で、幅広い世代の方

が学んでいます。詳細は、放送大学ホームペ

ージ（http://www.ouj.ac.jp）をご覧ください。

募集学生の種類

【教養学部】

・科目履修生（６カ月在学し、希望する科目

　を履修）

・選科履修生（１年間在学し、希望する科目

　を履修）

・全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）

【大学院】

・修士科目生（６カ月在学し、希望する科目

　を履修）

・修士選科生（１年間在学し、希望する科目

　を履修）

出願期間　

・第１回　６月15日（水）～８月31日（水）

・第２回　９月１日（木）～20日（火）

※インターネットでも受け付けています。

申込み・問合せ

放送大学鹿児島学習センター

℡099-239-3811



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　６月２日（木）　午前10時～午後３時

場所　市民会館和室

※「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、空いている時

　間に再度お越しいただくか、その日の相談

　をお断りさせていただく場合もありますの

　で、あらかじめご了承ください。

予約先　鹿児島南年金事務所　℡099-251-3111

■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

・５月26日（木）　南さつま市役所スタジオ21

・６月９日（木）　 指宿市役所

・６月23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

　　　　℡72-1111（内線144・145）

全国一斉特設人権相談所開設

　全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員

法の施行日である６月１日を「人権擁護委員の

日」と定め、この日に「全国一斉特設人権相

談」を実施することとしています。県人権擁

護委員連合会では、特設人権相談を開設しま

す。相談は無料で、秘密は固く守ります。

日時　６月１日（水）　午前10時～午後３時

場所　市民会館第３会議室

相談員　地元人権擁護委員

問合せ　鹿児島地方法務局知覧支局

　　　　℡0993-83-2208

５４

全国一斉「子ども人権110番」
強化週間

　学校におけるいじめや家庭内における虐待

等の事案は、依然として数多く発生している

ことから、これらの子どもをめぐるさまざま

な人権問題の解決を図るための人権相談活動

を強化することを目的として、専用相談電話

「子どもの人権110番」強化週間を実施しま

す。相談内容は、いじめ、体罰、虐待など内

容は問いません。

　また、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。

期間　６月27日（月）～７月３日（日）

時間　平日＝午前８時30分～午後７時

　　　土・日曜日＝午前10時～午後５時

電話番号　0120-007-110（全国共通・無料）

※一部のＩＰ電話からは接続できません。

問合せ　鹿児島地方法務局人権擁護課

　　　　℡099-259-0684

巡回無料法律相談会

　鹿児島県弁護士会では、当会所属の弁護士

を派遣して各地を巡回する形での無料法律相

談会を実施します。

　当会では、住民の皆さんの日常生活での悩

み事やトラブルに専門のアドバイスを提供す

る環境整備を進めていきたいと考えていま

す。身近な事から何でも構いません。遠慮な

くぜひご利用ください。

　混雑を回避するため、予約制とさせていた

だきますが、当日の受付でも構いません。

日時　６月15日（水）　午後１時～４時

場所　市民会館第４会議室

申込み・問合せ　

鹿児島県弁護士会　℡099-226-3765

相　談

巡回児童相談

　希望者は、６月10日（金）までにお申し込み

ください。相談には予約が必要です。

日時　７月５日（火）、６日（水）　午前10時～

午後４時

場所　市民会館

相談内容　18歳未満の児童に関する次のよう

なこと

・養護相談＝保護者の死亡や入院など家庭環

　境上の問題に関すること

・保健相談＝未熟児、虚弱児、小児喘息、そ

　の他の疾患に関すること

・障害相談＝知的障害、肢体不自由、言語視

　聴覚障害、重症心身障害、自閉症に関する

　こと

・育成相談＝反抗・家庭内暴力など性格行動

　上の問題、学業・職業適性、家庭内におけ

　るしつけ・遊び・不登校（園）に関すること

・非行相談＝家出、盗み、傷害などの問題行

　動に関すること

・その他の相談＝療育手帳の（再）判定、特別

　児童扶養手当等の診断に関することなど

申込み・問合せ　

福祉課障害福祉係　℡72-1111（内線471）

交通事故・財産管理無料相談会

日時　６月15日（水）　午前９時～正午

場所　市民会館第３会議室

相談内容　

・交通事故による損害賠償・後遺障害等、事

　故被害者の悩み事全般　

・成年後見、遺言贈与相続、貸借金、過払い

　利息等、個人財産に関すること

※相談会当日、会場にお越しできない方や、

　お急ぎの方は相談日以外の日でも無料にて

　電話、面談にて相談を承ります。

主催　ＮＰＯ法人個人財産管理協会

問合せ

・鹿児島事務所　℡099-253-0911

・南薩連絡所　℡53-5028

「香港ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ（フードエ
キスポ）2016」研修参加事業者

　現在、枕崎市及び３市１町（指宿市、南九

州市、南さつま市、南大隅町）で構成される

鹿児島県南部広域観光物流実行委員会では、

鹿児島県やその他関係機関等と連携し、海外

への販路開拓に向けた広域連携事業を推進し

ています。

　本年度はその一環として、８月11日（木）か

ら15日（月）に香港で開催される見本市「香港

ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ 2016」に鹿児島県南部広域

観光物流実行委員会で出展することになりま

した。

　出展事業者については、公募の上、参加事

業者を既に決定しましたが、今後、輸出につ

いて検討・見込みのある方についても当該見

本市の視察や出展事業者の補助を行い、今後

の事業展開に生かしていくため、研修事業を

行うこととなりました。

　詳しくは、市ホームページをご覧いただく

か、水産商工課商工振興係までお問合せくだ

さい。

研修概要　見本市会場の視察及び出展事業

者補助

会期　８月11日（木）～13日（土）

行程　８月９日（火）～14日（日）

募集枠　若干事業者

※業種については問いませんが、当該見本市

　は「食品見本市」であることを考慮してくだ

　さい。

※参加事業者については、選考のうえ決定し

　ます。

参加負担金　60,000円

申込方法　申込書（水産商工課備付け）に必要

事項を記入の上、水産商工課商工振興係に提

出してください。申込書は市ホームページか

らダウンロードすることもできます。

申込期限　６月３日（金）　正午

申込み・問合せ　

水産商工課商工振興係　℡72-1111（内線421）



危険物取扱者保安講習を実施

　消防法に基づく危険物取扱作業の保安に関

する講習を、次のとおり実施します。申請書

は、消防本部に備付けてあります。

講習の場所及び期日

・鹿児島市＝鹿児島県市町村自治会館　７月

　12日（火）、８月30日（火）、10月28日（金）

・日置市＝日置市中央公民館　７月27日（水）

・枕崎市＝南薩地域地場産業センター　８月

　３日（水）

・指宿市＝指宿市民会館　８月２日（火）

※講習会は、上記以外の県内各地でも開催さ

　れます。

講習時間　午前９時30分～12時30分

受講義務者

　危険物取扱者免状を所持し、現に危険物取

扱作業に従事しており、次に該当する方　　

①継続して危険物取扱作業に従事している方

　（前回の講習を受けた日以後における最初

　の４月１日から３年以内）

②新たにまたは再び従事する方は従事するこ

　ととなった日から１年以内。ただし、次の

　③に該当する方は③による

③新たにまたは再び従事する方で、過去２年

　以内に免状の交付または講習を受けている

　方は、免状の交付または受講した日以後に

　おける最初の４月１日から３年以内

※保安講習を受講しないで危険物取扱作業に

　従事している場合は、危険物取扱者免状の

　返納を命じられることがありますので、注

　意してください。

講習の実施機関・受講申請書の提出先

一般社団法人　鹿児島県危険物安全協会

〒890-0064　鹿児島市鴨池新町５番19号　

鹿児島県石油会館３階

℡・　 099-257-5200

申請受付期間　６月１日（水）～24日（金）

※直接申込み場合、土・日曜日は受付を行っ

　ていませんのでご了承ください。

※郵送の場合は、６月24日消印のものまで受

　け付けます。

問合せ　消防本部警防課予防係　℡72-0049

７６

計量器（はかり）定期検査を実施

　計量器（はかり）を商売等で取引または証明

上の計量に使用する場合は、法律で２年に１

回の定期検査が義務付けられています。今年

はその定期検査の年です。

　次の日程で実施しますので、対象者は必ず

検査を受けてください。詳しくは、水産商工

課商工振興係へお問合せください。

実施日、場所

・６月１日（水）　城山センター

・６月２日（木）　立神センター

・６月３日（金）　別府センター

・６月６日（月）～８日（水）　市民会館

時間　午前10時30分～午後３時

問合せ　水産商工課商工振興係　

　　　　℡72-1111（内線421）

軽自動車税納税証明書
（継続検査用）について

　５月31日は、軽自動車税の納期限です。あ

らかじめ送付した納付書で納付される方は、

領収書が継続検査用の納税証明書になりま

す。車検証と一緒に大事に保管し、継続検査

を受ける際に活用してください。また、口座

振替を利用している方の軽自動車税は、５月

31日に指定の口座から引き落とされます。納

税証明書は、市役所で全ての金融機関の引き

落としデータを処理後に送付しますのでご了

承ください。

　なお、次の期間については納税の確認が取

れない状態となるため、軽自動車税納税証明

書（継続検査用）の発行ができません。証明書

の必要な方は、軽自動車税が引き落とされた

通帳を記帳し、持参の上、税務課13番窓口で

申請してください。

期間　5月31日（火）～６月２日（木）

※金融機関からデータが届き次第、通帳確認

　は不要となります。

必要なもの　軽自動車税引き落としの記帳の

ある通帳、印鑑

※証明書は無料です。

問合せ　

税務課課税係　℡72-1111（内線154・155）

FAX

長寿健康診査を実施

　平成28年度の長寿健康診査を、市内各協力

医療機関において次の日程で実施します。

※高血圧、心臓病、糖尿病などで現在治療中の

　方は、この健診を受ける必要はありません。

対象者　

・75歳以上（昭和16年5月31日以前生まれ）の

　市民

・65歳～74歳の障害認定を受けている方

期間　６月１日（水）～２月28日（火）

場所　枕崎市内の５医療機関

  

※必ず事前に電話で予約をしてから受診して

　ください。

料金　無料（ただし、健診の結果、治療をさ

れる方は一部負担金が必要です）

検査項目　身長、体重、血圧、検尿、診察、

血液検査（HDLコレステロール、LDLコレス

テロール、中性脂肪、肝機能、血糖または

HbA1c、クレアチニン）

※心電図、眼底検査、貧血検査は必要に応じ

　て実施します。

持参するもの　長寿健診受診通知書　

※対象者の方に郵送します。

問合せ　健康センター　℡ 72-7176

72-5001

72-2226

72-0066

72-1351

72-0303

尾辻病院 

小原病院 

国見内科医院 

サザン・リージョン病院 

枕崎市立病院

住吉町60 

折口町109 

折口町53

緑町220

日之出町230

医療機関名 住所 電話番号

お知らせ

こころの健康相談会

　こころの不調や認知症、引きこもりなどで

お困りのご家族・ご本人を対象に、専門医に

よる無料相談会を開催します（事前予約制）。

　加世田保健所での保健師による相談は、随

時対応しています。

日時　７月13日（水）　午後１時30分～４時

30分

場所　健康センター

相談医　鮫島秀弥医師（ウエルフェア九州病

院長）

申込締切　７月６日（水）　正午

申込方法　相談をご希望の方は、電話にてお

申込みください。

申込み・問合せ　加世田保健所　℡53-8001

（担当課直通）　担当：田代

農業用用排水路と農地の管理を
適切に行いましょう

　大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料

袋、農業用廃ビニール、土手の刈り草等が詰

まり、災害を引き起こす原因となります。こ

れらのものは適正に処分してください。ま

た、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除去

すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は極力草払い機で刈り払い、刈り払っ

た雑草は、水路詰まりの原因となりますので

必ず除去してください。

　近年の災害復旧事業では、原因の１つが維

持管理不足の場合、国からの補助が受けられ

ない傾向にあります。農地の排水管理は確実

に行い、表土の流出や土手の崩壊等を防止し

ましょう。

　農道・農業用用排水路は、地元の皆さんの

管理になっています。災害が起きないよう

に、皆さんで適切に管理しましょう。

問合せ　

・農政課耕地林務係　℡72-1111（内線315）

・建設課土木係　℡72-1111（内線234）



９８

住宅地やこれに隣接する土地で、農薬
を使用する場合は気を付けましょう

　近年、農薬の飛散（ドリフト）を原因とする

住民とのトラブルの事例が増えています。

　住宅地に囲まれた農地では、農薬の飛散

は、近隣住民や子どもたちの健康被害を招く

恐れもあります。また、収穫間近の農地に飛

散した場合、その作物に付着し残留農薬とし

て問題になるかもしれません。

　散布の際は、次の点に注意してください。

・散布にあたっては、風向きを考慮し、隣接

　圃場や使用者のほか、住宅、通行人、畜舎

　などに飛散しないようにする。

・調整後の散布液は、その場で使い切ること

　を原則とし、万一残った場合は、散布ムラ

　の調整等を行い、使い切る。

・農薬安全使用基準の遵守や的確な防除のた

　め、防除日誌を必ず記帳する。

・農薬の保管・管理は、必ず鍵のついた保管

　庫を冷暗所で管理するとともに紛失、盗難

　にあった場合は、直ちに警察署に届け出る。

問合せ　農政課特産振興係　

　　　　℡72-1111（内線333）

６月１日～７日は水道週間

＜今年のスローガン＞

「じゃ口から　安心とどけ　未来まで」

　６月１日～７日は水道週間です。水道はほ

とんどの世帯が利用できるまでに普及してい

て、健康で文化的な生活やさまざまな社会活

動を支える必要不可欠な生活基盤となってい

ます。

　水道事業の現況や水道について理解を深

め、今後の水道事業の取り組みについて皆さ

んの協力を得るために設けられた週間です。

　この機会に水の大切さを再認識し、安全で

おいしい水を未来まで永久に残していくた

め、河川や森林の環境をみんなで守っていき

ましょう。

問合せ　水道課施設係　℡72-0224

河川愛護月間

　５月21日から６月20日までを河川愛護月間

とし、県下一斉に河川愛護運動を実施してい

ます。この運動は、広く県民の皆さんに川を

大切にしていただき、また、川をきれいにす

る河川愛護作業に参加していただくことによ

って、美しい郷土づくりを実現しようとする

ものです。

　皆さんの近くを流れる川はきれいですか。

川は私たちみんなのものです。川にゴミや空

き缶など投げ捨てないようにしましょう。

　地域で行われている川の清掃作業に自主的

な参加をいただき、運動の成果が上がるよう

ご協力をお願いします。また、各地域、各公

民館での取り組みもよろしくお願いします。

問合せ　建設課土木係　℡72-1111（内線234）

下水道接続で
環境保全に努めましょう

　トイレや水産物処理等の汚水や悪臭で、近

所の住民に迷惑をかけていませんか。

　下水道は住民の快適な生活環境の整備と、

海や河川など公共用水域の水質の保全を図る

施設です。

　下水道供用区域内で、くみ取り便所及び単

独・合併浄化槽を使用している一般家庭や商

店、水産加工場等の事業所は、下水道に接続

することが法律で義務づけられています。早

急に水洗化改造工事をし、環境保全に努めて

ください。

　接続工事等の詳しい内容については、下水

道課へお問合せください。

問合せ　下水道課　℡72-1111（内線412・413）

　　　　

「平成28年経済センサス－活動調査」
を実施

　平成28年６月１日を期日として、全ての事

業所・企業を対象とした「経済センサス－活

動調査」が実施されます。

　今回の活動調査では、平成26年に実施した

基礎調査によって得られた情報を活用して、

売上高や費用等の経理項目の把握に重点を置

いた調査を行います。

　調査員が調査票等を５月末までにお届けし

ますので、調査票かインターネットでご回答

ください。

　調査票で回答される場合は、調査員が調査

票の回収に再度お伺いします。インターネッ

トでの回答を推奨していますので、ぜひイン

ターネットでご回答ください。

　なお、支所等を有する企業には、国が郵送

にて調査票を配布し、インターネットまたは

郵送にて調査票の回収を行います。

　調査結果は、国の各種行政施策をはじめ、

地域の産業振興や商店街の活性化などの地方

公共団体における基礎資料として利活用され

るだけでなく、経営の参考資料として事業所

の方々にも広く活用されています。

　皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願い

します。

　詳しくは、総務省統計局のホームページ

（http://www.e-census2016.stat.go.jp/）を

ご覧ください。

問合せ　企画調整課企画調整係　

　　　　℡72-1111（内線225・226）

南薩土地改良区（第22選挙区）総代
補欠選挙について

告示日　５月30日（月）

立候補届出期間　５月30日（月）、31日（火）　

午前８時30分～午後５時

立候補受付場所

枕崎市役所内・選挙管理委員会事務局

投票日時　

６月６日（月）　午前９時～午後３時

投票場所　俵積田公民館

※選挙権がある方は、南薩土地改良区の組合

　員で選挙人名簿に登録されている方です。

※立候補できるのは、南薩土地改良区の組合

　員で満25歳以上の方です。

問合せ

・南薩土地改良区　℡0993-36-1301

・枕崎市選挙管理委員会　℡72-1111（内線310）

６月23日～29日は
「男女共同参画週間」

　国の男女共同参画推進本部では、「男女共同

参画社会基本法」の公布・施行日である平成

11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日から29

日までの１週間を「男女共同参画週間」として

います。

　平成28年度の男女共同参画週間キャッチフ

レーズは「意識をカイカク。男女でサンカク。

社会をヘンカク。」です。

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、

家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる

男女共同参画社会を実現するためには、皆さ

ん一人ひとりの取り組みが必要です。私たち

のまわりの男女のパートナーシップについ

て、この機会に考えてみませんか。

問合せ　企画調整課政策推進係　

　　　　℡72-1111（内線219）

ほ



職業訓練指導員（48時間）講習を実施

　この講習は、職業訓練指導員（職業訓練に

おいて訓練を担当する者）として必要な能力

を付与するため、厚生労働大臣の指定する講

習実施要領により実施するものです。

　なお、講習終了後に鹿児島県知事に申請す

ることで職業訓練指導員免許を受けることが

できます。

期日　７月26日（火）～28日（木）、８月２日

（火）～４日（木）の６日間

時間　午前９時～午後５時

会場（予定）　ポリテクセンター鹿児島（鹿児

島市東郡元町14-3）

受講資格（主なもの）

・技能検定（国家試験）の１級、単１等級合格者

・職業能力開発校修了者で４年から10年の実

　務経験者

・学校教育法による免許職種に関する学科を

　修めたもので、大学卒者２年、短大・高専卒

　者４年、高校卒者７年の実務経験のある者

受付期間　５月23日（月）～６月３日（金）必着

定員　30名（定員になり次第締め切ります）

受講料　15,600円（テキスト代込み）

　受講案内、受講申請書の請求や受講資格な

ど詳細については、県職業能力開発協会まで

お問合せください。

問合せ　県職業能力開発協会　℡099-226-3240

土砂災害防止月間

　６月１日から30日までの期間を「土砂災害

防止月間」として、全国的に土砂災害防止運

動が展開されます。

　土砂災害には、土石流、地すべり、がけ崩

れなどがあり、一瞬のうちに家や田畑、人命

までも飲み込んでしまう災害です。こうした

土砂災害のほとんどは、長雨や大雨などがき

っかけとなって起こります。特に今からの梅

雨の時期は、もっとも災害が発生しやすくな

りますので、十分注意しましょう。また、被

害を防止するためにも、危険な箇所等に気付

いた場合は、建設課までご連絡ください。

問合せ　建設課土木係　℡72-1111（内線234）

1110

労働保険年度更新手続きについて

　６月１日（水）から７月11日（月）までは労働

保険料の「年度更新」申告・納付期間です。

　６月はじめに送付される労働保険料申告

書・納付書により、期間中に申告、納付を行

ってください。

　平成23年度から年度更新の審査業務が外

部委託され、申告書の受付は原則として記入

漏れ等をチェックするだけの確認作業になり

ます。このため、申告書に記入誤り・漏れが

ないよう、自主的な記入・申告をお願いしま

す。

　また、電子政府の総合窓口（ｅ-Ｇｏｖ）から

も電子申請による年度更新申告ができます。

問合せ　鹿児島労働局労働保険徴収室適用係

　　　　℡099-223-8276

市消防操法大会を開催

　この大会は、隔年で実施している消防団員

のポンプ操法競技です。

　火災や大規模災害発生時に消火活動・救助

活動を行うため、訓練の成果を競い合い、消

防操法技術の向上と士気の意識高揚を図るも

のです。日頃の消防団員の訓練の成果をぜひ

ご覧ください。

日時　５月29日（日）　午前８時30分～正午

場所　妙見グラウンド

問合せ　

消防本部消防総務課消防団係　℡72-0049

６月の行事 （午前10時から）

　子育て支援センター「キッズ」では、乳児

または幼児及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　立神保育園　中央町261

■開放日　毎週月～金曜日　

　　　　　※土曜日の開放は月３回

■開放時間　午前９時～午後１時30分

　　　　　  午後２時30分～４時

キッズだより

１日（ 水 ）

３日（ 金 ）

７日（ 火 ）

８日（ 水 ）

10日（金）

15日（水）

17日（金）

21日（火）

22日（水）

24日（金）

29日（水）

ふれあいあそび

しゃぼん玉あそび　

園庭あそび

試食会（要予約）

父の日のプレゼントづくり

ママちゃれんじデー「アイシン

グクッキー教室」（要予約）

ベビーマッサージ教室（要予約）

新聞紙あそび

園庭あそび

試食会（要予約）

誕生会

親子ふれ愛＆ママのためのス

ッキリ体操

読み聞かせ

※７日（火）、21日（火）が雨天の場合は、キッ

　ズルームで遊びます。 

※センターは午前９時から開館しています

　が、行事は10時から開始します。

※要予約の活動は、定員があります。

※活動は変更になる場合があります。

児童手当現況届の提出について

　児童手当を受けている方は、毎年６月中に

現況届を提出することになっています。

　この届は、毎年６月１日における請求者と

児童の状況を記載し、児童手当を引き続き受

ける要件があるかどうかを確認するためのも

のです。この届を提出しないと、受給資格が

あっても６月分以降の手当を受け取ることが

できなくなりますのでご注意ください。

※該当者には、６月初旬に児童手当等の支払

　通知と一緒に郵送します。

現況届に必要なもの

・現況届と印鑑

・請求者（保護者）の分マイナンバー（通知書

　番号）がわかるもの

・社会保険に加入している方は請求者（保護

　者）の分の保険証

・子どもの住民票が市外にある方は、監護・

　生計同一申立書と市外の子どもの世帯の住

　民票

※その他にも、必要に応じて提出していただ

　く書類があります。

■出生や転入に伴う申請は早めに済ませまし

ょう

　出生や転入に伴う申請は、届出から15日以

内に行うようにしてください。

　申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当

を受けられなくなりますので、十分ご注意く

ださい。

　詳しいことは、福祉課社会係までお問合せ

ください。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111（内線136）




