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■来月号の兼題は

「ひいて」
（一日・昼間・日）です。

◎投稿は総務課秘書広報係へ

日付

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

平成26年

7
８月

行事名日（曜日） 問合せ

健康センター 健康センター
℡(72)7176

※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

　〒８９８-８５０１　枕崎市千代田町27番地     ℡　72-1111（内線215）

               Fax　７２‐9436      E-mail:koho@ciｔｙ．makurazaki.lg.jp

１

初妊婦講座11（月）

枕崎弁
◎は，「高齢者元気度アップ・ポイント事

　業」の対象事業です。

兼題『痣』

◎戦争体験談

4（月）
健康センター　
受付9：00～13:00

16（土）
17（日） お魚まつり お魚センター　　

お魚センター
℡(7３)2311

健康センター
℡(72)7176

17（日） まくらざき朝市 枕崎港内港　
枕崎商工会議所
℡(72)3341

26（火） 立神センター　
健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 
◎へるすあっぷ
　体操教室

◎男性料理教室

1（金)

◎

23（土）
桜山校区内史跡め
ぐり

21（木）

子育てサロン 健康センター　 

健康センター
℡(72)7176

18（月） 母子健康手帳交付 健康センター
健康センター
℡(72)7176

立神小学校

母子健康手帳交付
育児相談

5（火）
枕崎　海の生物の
お話し 【対象】小学生 ℡(72)9289

10（日） 川で遊ぼう
℡(72)9690

12（火）
工作教室
夏休みの宿題に！ ℡(72)2267

℡(76)2010

℡(72)2267

℡(72)1693

29（金) 健康センター 
◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター
℡(72)717613:30～15:00

10:00～12:30

8:30

13:30～15:00

9:45～11:40

7:00～11：00

９:00～

９:00～11：30

９:00～11：30

９:15～10：00

健康センター
℡(72)7176

総務課秘書広報係
℡(72)1111（内線2１１）

人権相談 市民会館第３会議室
10:00～15:00



２

枕崎市職員採用試験

　平成26年度枕崎市職員採用試験を次のとおり実施します。

採用職種，予定人員及び受験資格

①年齢及びその他

募
集

職種

採用予定人員
受験資格

一般事務職Ａ

５名程度

　昭和60年４月２日以降に生まれた者で，高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有

する者又は平成27年３月までに卒業見込みの者

土木技師

１名程度

　昭和54年４月２日以降に生まれた者で，高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有

する者又は平成27年３月までに卒業見込みの者

②居住要件：採用後は，本市に居住できる者

③前記の受験資格にかかわらず，次のいずれかに該当する者は受験できません。

　ア．日本国籍を有しない者　　イ．成年被後見人又は被保佐人

　ウ．禁錮刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　エ．枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過していない者

　オ．日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

　　張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

試験の方法及び内容

　試験は第１次試験及び第２次試験とし，第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。

①第１次試験：教養試験・事務適性試験・一般性格診断検査（消防士は消防適性試験）

　　　　　　　専門試験（土木技師，保健師）・体力測定（消防士）・作文試験

②第２次試験：面接試験（集団討論・個別面接）・健康診査（医療機関発行の健康診断書提出）

試験の日時及び場所

①第１次試験 ○日時：９月21日（日）　午前８時30分～　

  ○会場：枕崎市市民会館　【枕崎市千代田町114番地】※受験者多数の場合は，会場を㈶南薩

　　　　　　 　　　　地域地場産業振興センター【枕崎市松之尾町37番地１】に変更する場合があります。

②第２次試験　○日程：10月下旬を予定（第１次試験合格通知の際にお知らせします。）

　　　　　　　○会場：枕崎市役所本庁

受験手続及び受付期間

①受験申込書用紙の入手方法及び提出先

　ア．総務課職員係で直接入手　　イ．枕崎市のホームページからダウンロード　　ウ．郵送請求で入手

　※受験申込書を郵便により請求する場合は，返信用封筒（角形２号・縦33cm×横24cm）に切手（120円）を貼り，

　宛先（申込者住所等）を明記して同封してください。

　※身体障害者手帳（１級～６級）の交付を受けている者は，その写しを１通添付してください。

【請求先及び提出先】〒898-8501　枕崎市千代田町27番地　総務課職員係　℡72-1111(内線212)

②受付期間：７月22日（火）～８月22日（金）　午前８時30分～午後５時

　　　　　　（ただし，土曜日・日曜日は除く。郵送の場合は，締切当日の消印まで有効）

◎第１次試験合格発表は10月中旬までに，第２次試験合格発表は11月中に，受験者全員に合否結果を文書で

　通知します。

◎最終合格者は，平成27年４月１日付けで採用の予定です。なお，在学者において，受験資格に定める期限

　までに高等学校等を卒業できない場合は採用を取り消します。

◎給与については，給料及び諸手当が支給されます。また，学歴，職歴等に応じて加算される場合があります。

問合せ　総務課職員係　℡72-1111（内線212）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課

一般事務職Ｂ

(障害者手帳保有者)

若干名

　昭和60年４月２日以降に生まれた者で，高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有

する者又は平成27年３月までに卒業見込みの者及び次の要件を満たす者

・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳（１級～６級）の交付を受けている者

・自力により通勤ができ，かつ，介護者なしに職務の遂行が可能な者

・活字印刷文による筆記試験に対応できる者

保健師

１名程度

　昭和54年４月２日以降に生まれた者で保健師の免許を有する者又は平成26年度中に免

許を取得見込みの者

消防士

３名程度

　平成元年４月２日以降に生まれた者で高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有す

る者又は平成27年３月までに卒業見込みの者

※この他，身体検査について，次のような採用基準があります。

・裸眼視力又は矯正視力が，両眼で0.7以上，かつ一眼がそれぞれ0.3以上であること。

・消防士として職務に必要な色覚及び聴力を有するもので，四肢，内臓等に疾患がないこと。



３

枕崎市立病院職員採用試験

　平成26年度枕崎市立病院職員採用試験を次のとおり実施します。

採用職種，予定人員及び受験資格

募
集

職種

採用予定人員
受験資格

一般事務職

１名程度

①昭和60年４月２日以降に生まれた者　②高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を有する

者又は平成27年３月までに卒業見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員でな

い者

理学療法士又

は作業療法士

１名程度

保健師

１名程度

①昭和54年４月２日以降に生まれた者　②理学療法士の免許，作業療法士の免許を有する者

又は平成26年度中に免許を取得見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員でな

い者

①昭和54年４月２日以降に生まれた者　②保健師の免許を有する者又は平成26年度中に免許

を取得見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員でない者

看護師

１名程度

①昭和54年４月２日以降に生まれた者　②看護師の免許を有する者又は平成26年度中に免許

を取得見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員でない者

〈欠格事項〉

　上記の受験資格にかかわらず，次のいずれかに該当する者は受験できません。

　⑴　日本国籍を有しない者

　⑵　成年被後見人又は被保佐人

　⑶　禁錮刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　⑷　枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過していない者

　⑸　日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

　　張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

試験の方法及び内容

　試験は第１次試験及び第２次試験とし，第２次試験は，第１次試験合格者に対して行います。

　⑴　第１次試験　教養試験・作文試験・専門試験（保健師・看護師）

　⑵　第２次試験　面接試験・健康診査（公的医療機関発行の健康診断書提出）

試験の日時及び場所

　⑴　第１次試験

　　　試験日時：９月21日（日）　午前８時30分～

　　　試験会場：枕崎市立病院【枕崎市日之出町230番地】

　⑵　第２次試験

　　　試験日程：10月下旬を予定（第１次試験合格通知の際にお知らせします。）

　　　試験会場：枕崎市立病院

受験手続及び受付期間

　⑴　受験申込書用紙の入手及び提出先

　　　①　枕崎市立病院で直接入手

　　　②　枕崎市のホームページからダウンロード

　　　③　郵送請求で入手

　　　　※受験申込書を郵便により請求する場合は返信用封筒（角形２号・縦33ｃｍ×横24ｃｍ）に切手（120

　　　　円）を貼り,宛先（申込者住所等）を明記して同封してください。

　【請求先及び提出先】〒898-0034　枕崎市日之出町230番地　枕崎市立病院管理係　℡72-0303

　⑵　受験受付期間：７月22日（火）～８月22日（金）　午前８時30分～午後５時

　　　　　　　　　（ただし,土曜日・日曜日は除く。郵送の場合は，締切当日の消印まで有効）

◎第１次試験合格発表は10月中旬までに，第２次試験合格発表は11月中に受験者全員に合否結果を文書で通

　知します。

◎最終合格者は，平成27年４月１日付けで採用の予定です。なお，受験資格に定める期限までに高等学校等

　を卒業できない場合または理学療法士，作業療法士，保健師，看護師の免許を取得できない場合は，採用

　を取り消します。

◎給与は，枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

問合せ　枕崎市立病院管理係　℡72-0303　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市立病院



４

年金相談所開設のお知らせ

　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。

　「年金相談」は予約制となります。

※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　℡099-251-3111

≪日程≫　 

　日時：７月24日（木）　午前10時～午後３時

　場所：市民会館２階　第一会議室

　　※８月は枕崎市での年金相談はありません

○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。

 ・

 ・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。）

○

　・８月７日（木）　南九州市頴娃支所

　・８月21日（木）　南さつま市役所スタジオ21

　・８月28日（木）　指宿市役所

市民生活課

相
談

市立病院の業務委託人（看護助手）を募集

　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。

○職種：看護助手　５名程度

○応募資格：

　⑴　枕崎市立病院に通勤可能で健康な方

　⑵　現在市内の医療機関に勤務していない方

　⑶　９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（試験当日に公的医療機関の健康診断書を提出）

○申込期限：８月18日（月）午後５時15分まで（必着）

※試験の時期及び場所については，応募者に対し

て，試験日時・場所を記載した受験票を送付しま

す。

問合せ　枕崎市立病院管理係　℡72-0303

市立病院

募
集 南薩養護学校の「体験学習」の参加者募集

　県立南薩養護学校では，特別な教育的支援を必要

とするお子さんとその保護者並びに教育・医療関係

者を対象に，授業参観・体験学習，教育相談等を実

施して，本校の教育内容・方法，施設・設備について

理解していただくための「体験学習」を実施します。

○日時：９月11日（木）　午前９時10分～11時30分

　※教育相談，給食指導参観希望者等は午後０時20

　分まで

○対象：平成27年度に本校小・中学校への就学及び

　転校，高等部への入学を検討している幼児・児童・

　生徒及び保護者等。

○参加申込み締切：８月21日（木）

○申込み・問合せ

　鹿児島県立南薩養護学校　教頭：伊木

　〒899-3403　南さつま市金峰町尾下326番地

　℡0993-77-0100　Fax0993-77-0552

総務課

環境ボランティアを募集

　現在，市内の各地域で市民グループによる環境活

動が取り組まれており，多くの市民の方が参加して

おります。

　また，各集落にある墓地については，それぞれの

地域の方々が協力して清掃活動を取り組んでおりま

すが，市営墓地につきましては，職員や事業者の協

力で清掃活動を行っており，墓地をお持ちの市民の

みなさんと一緒に清掃活動を行うことがありません

でした。

　市では，自然環境や市営墓地に愛着を持っていた

だくため，清掃活動に協力してくださるボランティ

アを募集します。

　特に，枕崎・立神校区在住で，市営墓地にお墓を

お持ちの方の登録をお待ちしております。

　登録していただいた方には，実施時期に連絡いた

しますので，ご自分の都合が良い時に参加してくだ

さい。

【環境ボランティアの内容】

①市が主体となって行う清掃作業（ウミガメ上陸海岸

　清掃作業など）への参加

②市営墓地の清掃作業（ごみ拾いや剪定・草刈り）や，

　お盆の交通整理への協力

◆65歳以上の方につきましては，高齢者元気度アッ

プ・ポイント事業の対象にもなっています。

　登録申請　→　市からの連絡　→　都合に合わせ

て参加　→　ポイントを貯める　→　貯まったポイ

ントを商品券に交換　→　自分へのごほうび

※高齢者元気度アップ・ポイント事業は，福祉課で

の登録が必要です。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　　℡72-1111（内325・327）　　　　市民生活課

募
集

募
集



５

難病巡回相談
～後縦靭帯骨化症について～

　今林整形外科病院院長の大迫先生を講師に迎え「後

縦靱帯骨化症とともに（仮題）の講話を次のとおり開

催します。また，講話後は交流会（質疑応答含む）も

行いますので，ぜひご参加ください。

○日時：８月22日（金）　午後１時～４時

○場所：

○対象者：後縦靭帯骨化症の患者及び家族，関係者

　（枕崎市，南さつま市，南九州市，指宿市の居住者）

○申込み締切：８月11日（月）

○申込み・問合せ

 ・加世田保健所　℡53-2315

 ・指宿保健所　℡0993-23-3854

 ・県難病相談・支援センター相談課 ℡099-218-3133

  （火曜・祝祭日を除く午前９時～午後４時）

福祉課

相
談

交通事故無料相談会を実施

　ＮＰＯ法人交通事故被害者救済推進協会では，交

通事故無料相談会を次のとおり実施します。

　予約のある方を優先に相談をしますので，ご了承

ください。

○日時：８月30日（土）　午前10時～午後１時

○場所：市民会館　第４会議室

○相談内容：交通事故に関する損害調査，後遺症等

　の認定手続き，損害賠償額の試算，治療・後遺症

　に関する不安や悩み事など交通事故に関するすべて

○主催：ＮＰＯ法人交通事故被害者救済推進協会

※電話による無料相談

　月～金曜日　午前９時～午後４時

問合せ　南薩地区担当　有田ムツミ

　　　　鹿児島市喜入町7127-5

　　　　℡・Fax099-345-1089，080-1730-4456

総務課

相
談

無料人権相談所を開設

　人権擁護に関する相談所を次の日程で開設します。

　相談は無料で，秘密は固く守ります。お気軽にご

相談ください。

○日時：８月21日（木）

○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　℡72-1111（内線211）

総務課

肝臓週間

　厚生労働省は，「日本肝炎デー(７月28日)」を含む７

月28日（月）～８月３日（日）までの１週間を「肝臓週

間 と定めています。 

　県では，この週間に合わせて，県内の保健所にお

いて休日及び平日夜間にＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス無

料検査を実施します。

　肝炎による健康障害の回避，症状の軽減，進行の

遅延を図るため，自身の感染の有無を知るために，

１回は肝炎ウイルス検査を受検しましょう。

　月～金曜日の午前８時30分～午後５時の検査に加

え，加世田保健所では，７月29日（火）午後５時～７

時に無料検査を実施します。

○対象者：以下の者を除く全ての希望者

　①健康増進事業（旧老人保健事業）に基づく肝炎ウ

　イルス検査（いわゆる「節目検診」「節目外検診」等に

　より，過去に肝炎ウイルスに関する検査を受けた

　ことのある方 

　②医療保険各法その他の法令に基づく事業におい

　て検診を受ける機会のある方 

○検査方法：採血にて，Ｂ型とＣ型の肝炎ウイルス

　の検査を行います。

○結果通知：採血後おおむね1時間程度

○料金：無料

　鹿児島県のホームページに「肝臓週間」と肝炎ウイ

ルス検査についてを掲載していますので参照くださ

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康課

お
ら
知
せ

移動援護相談のご案内
～戦没者のご遺族や旧軍人の皆様へ～

　県では，移動援護相談を枕崎市で実施します。

　戦傷病者や戦没者のご遺族等に対する援護や軍人

恩給などに関する疑問について，

　県社会福祉課の職員が，直接，皆様のご相談に応

じます。この機会にぜひご相談ください。

○日時：８月28日（木）

　　　　午前10時30分～午後２時30分

○会場：枕崎市市民会館

○相談内容：

 ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 ・戦傷病者や戦没者等の妻に対する特別給付金

 ・援護年金

 ・旧軍人の恩給や扶助料

 ・その他，援護や恩給に関して，日頃から疑問に思

　っていること

※事前の申し込みは必要ありません。会場に直接お

越しください。また，相談内容に関する資料をお持

ちの方は，当日ご持参ください。

問合せ　県社会福祉課恩給係　℡099-286-2828

福祉課

相
談

相
談



６

臨時福祉給付金の手続きはお済みですか

　枕崎市では，臨時福祉給付金の支給対象になると

思われる方に，６月中旬に申請書類を郵送しまし

た。支給対象者は，平成26年度の市民税 住民税 が

課税されていない方です。ただし，支給対象者を扶

養している方が課税されている場合や生活保護の受

給者などには支給されません。

　支給を受けるためには，平成26年１月１日時点に

住民登録している市町村で申請をする必要がありま

す。通知書が届いた方は早めに申請してください。

　申請をいただいた方には，結果を郵送にて通知し

ます。支給決定となった方は，通知書に支払日を記

載しますのでご確認ください。

　※現在，郵送で提出された分を審査中ですが，電

　話番号の記入漏れや印鑑の押し忘れ等が目立ちま

　す。郵送される場合には下に記載してある添付書

　類 コピーしたもの が必要ですので，十分に確認

　してから郵送してください。

【郵送または持ってきていただくもの】

　①申請書 ご自宅に郵送されてきたもの

　②印鑑 名前の右側に押印

　③本人及び代理人の確認書類 運転免許証，健康

　保険証，身体障害者手帳等

　※支給対象が複数の場合は全員分の確認書類をご

　持参ください。

　④給付金の受取口座が確認できるもの 本人名義

　の通帳またはキャッシュカード

　⑤年金や手当等の受給者は，年金の額改定通知の

　ハガキ等，その証明ができる書類

※郵送される場合は，③～⑤のコピーを忘れずに同

封してください。

【申請受付期限・場所】

○受付期限：９月16日 火 土曜・日曜・祝日は除く）

　※書類審査等に時間がかかるため，なるべく早め

　の申請をお願いします。

○受付場所：枕崎市役所　北別館１階会議室

選挙の期日前投票を行う場所です。

○受付時間：午前８時30分～正午

　　　　　　午後１時～５時15分

※その他，不明な点がある場合は，郵送・来庁の前

に電話でお問い合わせください。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111 内線135・136

福祉課

お
ら
知
せ

　平成26年度の複合健診 後半 を次の日程で実施し

ます。受診できる検診は，胃がん検診，腹部超音波

検診，前立腺がん検診，肝炎ウイルス検診，大腸が

ん検診，骨粗しょう症検診，歯周疾患健診です。

　一日で各健 検 診が受けられるよい機会ですの

で，健康管理のためにぜひ受診してください。健診

希望調査にて申し込みをされた方には，各地区の保

健推進員を通じて受診票を配付しております。まだ

申し込みをされていない方や通知の届いていない方

は健康センターまでご連絡ください。

○対象者：昭和50年４月１日以前の生まれの方

複合健診の実施お
ら
知
せ

健　診　日

８月25日（月）

８月26日（火

会　場

○健（検）診内容・料金

・胃がん検診（1,000円※1，※2）…バリウムと発泡剤を

　飲み，胃のＸ線検査を行います。

・前立腺がん検診（1,850円）…血液中の腫瘍マーカー

　(PSA)を測定し，前立腺の病気の有無を調べます。

・腹部超音波検診（2,000円）…超音波を使って，肝臓

　膵臓・脾臓・胆のう・腎臓の状態を調べます。

・肝炎ウイルス検診（900円※1，※3）…肝炎ウイルス(B・

　C型)に感染していないかを，血液検査で調べます。

・大腸がん検診（400円※1，※3）…容器を持ち帰り，自   

　宅で採便します。その便から潜血反応を調べます。

・骨粗しょう症検診（1,540円）…X線による前腕部の骨

　塩量を測定し，骨の丈夫さを調べます。

・歯周疾患健診（無料）…むし歯や歯周疾患などがな

　いか，口腔内の状態をみます。

※1…70歳以上（昭和20年４月１日以前生まれ）の方，

　市民税非課税世帯の方で課税証明書を持参された

　方，生活保護受給者の方で受給者証を持参された

　方は無料になります。

　【課税証明書については，市役所税務課で交付を受

　けてください。その際，申し込みされた検診の受

　診票を提示し印鑑を持参していただきますと交付

　手数料は免除となります。】

※2…国保加入者で検診当日，保険証を持参された方

　は無料となります。

※3…肝炎ウイルス検診，大腸がん検診は，次の生年

　月日の方は，無料になります。受診票は送付して

　いますので，当日持参してください。

　昭和48年４月２日～昭和49年４月１日

　昭和43年４月２日～昭和44年４月１日

　昭和38年４月２日～昭和39年４月１日

　昭和33年４月２日～昭和34年４月１日

　昭和28年４月２日～昭和29年４月１日

問合せ　健康センター　℡72-7176　　　　　健康課

受付時間

午前８時～ 10時
別府中学校の武

道館
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福祉・保健医療職場就職ガイダンスを開催

　福祉・保健医療職場就職ガイダンスを次のとおり開催します。参加料は無料で，事前予約も不要ですの

で，求職中の方はぜひご利用ください。

○開催日：８月８日（金） ○開催場所：鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島市　与次郎一丁目８-10

○ガイダンス内容

　①「就活応援セミナー」午前10時～正午　（受付：午前９時30分～）

　　　福祉等の仕事とその魅力，福祉等職場が求める人材，福祉等職場就職の心構え等についての講話

　②「就職面談会」午後１時～４時（受付：午後０時30分～３時30分）

　　福祉等職場の人事担当者と就職希望者が，仕事内容，求人時期，条件，募集方法等について個別に面談

　する。

※当日は同会場内に，求職登録・情報提供・資格　取得等相談コーナーも設置します。

問合せ　鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター（福祉人材無料職業紹介所）

　　　　〒890-8517　鹿児島市鴨池新町１－７　　℡099-258-7888　Fax099-250-9363

福祉課

お
ら
知
せ

枕崎市火災予防条例が一部改正されました

　消防法施行令の一部を改正する政令が公布された

ことに伴い，枕崎市火災予防条例の一部を改正しま

した。

主な改正内容

○催しにおける消火器の準備，露店等開設の届出

　　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の

　者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用

　する場合は 消火器を準備した上で使用すること。

　　また，対象火気器具等を用い露店等を開設する

　場合は，消防署に届け出ることが，義務付けられ

　ました。

　※多数の者の集合する催しとは，一時的に一定の

　場所に人が集合することにより混雑が生じ，火災

　が発生した場合の危険性が高まる催しで，祭礼，

　縁日，花火大会，展示会のような一定の社会的広

　がりを有するものを対象としますが，近親者によ

　るバーベキュー，父母会が主催するもちつき大会

　のように相互に面識がある催しは対象外です。

　※対象火気器具とは，液体・固体・気体燃料を使

　用する器具や電気を熱源とする器具 例：コンロ

グリドル，ストーブ，ホットプレート，発電機等

○指定催しの指定

　　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の

　者の集合する屋外での催しのうち，大規模なもの

　として消防長が定める要件に該当するもので火災

　が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害

　を与えるおそれのあるものを「指定催し」として指

　定します。

○屋外における催しの防火管理

　　「指定催し」を主催する者は，防火担当者を定め，

　火災予防上必要な業務に関する計画を作成し，開

　催する14日前までに作成した計画を消防署に提出

　しなければなりません。

問合せ　消防本部警防課予防係　℡72-0049

消防本部

お
ら
知
せつけましたか？住宅用火災警報器

　住宅用火災警報器は，あなたと家族の命を守る大

切な機器です。いざというときにきちんと作動する

ように，日頃から手入れや点検をしましょう。

警報が鳴ったときは

○火災のとき：大声で周囲の人に火災を知らせ，119

　番通報をしましょう 可能なら消火をしましょう

○火災ではないとき：火災以外の湯気や煙などを感

　知して，警報が鳴ったときは，警報音停止ボタン

　を押す，もしくは，ひもを引く又は室内の換気を

　すると警報音は止まります。

○台所でよく鳴る：湯気や煙が直接かからない場所

　に警報器の場所を変えてください。

※煙霧式の殺虫剤を使用するときは，警報器を取り

外すか，ビニール袋で覆ってください。殺虫剤使用

後は必ず元の状態に戻しましょう。

点検の方法

正常に作動するか，月に１回点検をしましょう。

○手入れをしましょう：警報器にホコリが付くと火

　災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら，

　乾いた布で拭き取りましょう。　

○テストをしましょう：テストは，ボタンを押した

　り，ひもが付いているタイプのものは，ひもを引

　いて行えます。詳しくは製品取扱説明書をご覧く

　ださい。

音が鳴ならない

次のことを確認しましょう

○電池切れではありませんか？《電池切れの時には

　音声でお知らせするか，ピィ・・･ピィ・・・と短

　い音が一定間隔で鳴ります。新しい電池に交換し

　てください。》

○電池はきちんとセットされていますか？

※電池切れ,誤作動が多数報告されています。もしも

の場合のために定期的に確認しましょう。

　『もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ』

問合せ　消防本部警防課予防係　℡72-0049　消防本部

お
ら
知
せ
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 知っていますか? 建退共制度

　建退共制度は，中小企業退職金共済法に基づき建

設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業

の振興を目的として設立された退職金制度です。

　この制度は，事業主の方々が，労働者の働いた日

数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り，

その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建

退共から退職金を支払うという，いわば業界全体で

の退職金制度です。

○加入できる事業主 : 建設業を営む方

○対象となる労働者 : 建設業の現場で働く人

○掛金 : 日額 310 円

特長

 ・国の制度で安全，確実，申込み手続は簡単です。

 ・経営事項審査で加点評価の対象となります。

 ・掛金の一部を国が助成します。

 ・掛金は事業主負担となりますが，法人は損金，個

人では必要経費として扱われ，税法上全額非課税

となります。

 ・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計

算されます。

　建退共では，地震等により災害救助法が適用され

た皆様に対し，各種手続の特例措置を実施しており

ます。

【建退共から事業主の皆様へのお願い】

 ・共済証紙は，労働者の就労日数に応じて適正に貼

付してください。

 ・ ｢建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が，

建設業界を引退するときは，忘れずに退職金を請

求するよう指導してください。

問合せ　建退共鹿児島県支部　℡099-257-216

総務課

お
ら
知
せマダニに注意！

　ＳＦＴＳウイルスを保有するマダニに咬まれ，重

症熱性血小板減少症候群を発症した患者が県内で確

認されました。

重症熱性血小板減少症候群とは

　ＳＦＴＳウイルスに感染すると６日〜２週間の潜

伏期を経て，発熱，消化器症状（食欲低下，嘔気，嘔

吐，下痢，腹痛），その他頭痛，筋肉痛，意識障害や

失語などの神経症状，リンパ節腫脹，皮下出血や下

血などの出血症状などを起こします。

　感染経路はマダニを介したものが中心です。治療

は対症的な療法のみで，有効な薬剤やワクチンはな

く致死率は6.3〜30％と報告されています。

○マダニに咬まれないようにすることが重要です。

　草むらや藪などマダニが多く生息する場所に入る

場合には，長そで，長ズボン，足を完全に覆う靴を

着用し，肌の露出を少なくすることが大事です。

○マダニに咬まれた場合の対応

　マダニ類の多くは人や動物に取りつくと，口器　

を突き刺し，長期間吸血します。無理に引き抜こ　

うとするとマダニの一部が皮膚内に残ってしまう　

ことがあるので，吸血中のマダニに気付いた際は，　

できるだけ病院で処置してもらってください。

　また，マダニに咬まれた後に発熱等の症状が認　

められた場合は病院を受診してください。

※県のホームページに，マダニの感染症「重症熱性血

小板減少症候群」に注意しましょうを掲載しています

ので参考にしてください。

問合せ　健康課健康促進係　

　　　　℡72-1111（内線415・416）

健康課

お
ら
知
せ

教育講演会を開催

　今年度は，鹿児島市吉野公民館長の中野健作氏の

講演です。

　中野氏には，県総合教育センター所長や県教育庁

教職員課長，社会教育課長などを歴任した豊かな教

育行政や教職経験に基づき，｢感動と感化の教育｣に

ついて講演していただきます。次のとおり開催しま

すので，お気軽においでください。

　入場は無料です。駐車場は，枕崎小学校の校庭を

準備していますので，ご利用ください。

○日時：７月31日（木）　午後２時～４時

　　　　（開場午後１時30分）

○会場：市民会館大ホール

○講師：中野健作氏（鹿児島市吉野公民館長）

○演題：「育てること，学ぶことを考える」

○主催：枕崎市教育委員会

○共催：枕崎市ＰＴＡ連絡協議会

問合せ　学校教育課　℡72-0170　　　 学校教育課

お
ら
知
せ

高圧ガス製造保安責任者等国家試験

　高圧ガス製造保安責任者等国家試験を次のとおり

行います。年齢，学歴，経験に関係なく誰でも受験

できます。

○試験日：11月９日（日）

○試験区分：化学，機械（乙種），冷凍（第２・第３），

　化学（丙種液石・特別），販売（第１・第２種），設備士

○会場：鹿児島市（鹿児島国際大学）

　　　　奄美市（鹿児島県大島支庁）

○申込み方法：①電子申請（http://www.khk.or.jp)

　　　　　　②郵送　　③宅急便

○申込み受付：８月25日（月）～９月５日（金）

　　　　　　午前９時～午後５時（土日祭日を除く）

　※郵送の場合は，９月５日（金）消印有効，宅急便

　の場合は，９月５日（金）到着分有効

問合せ　高圧ガス保安協会鹿児島県試験事務所

　　　　〒890-0064　鹿児島市鴨池新町５番６号

　　　　℡099-250-2535

総務課

お
ら
知
せ



９

キッズだより

　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

８月の行事（行事は午前10時からです。）

　・１日（金）　新聞紙あそび

　・６日（水）　読み聞かせ　【対象】１歳半以上児

　・８日（金）　読み聞かせ　【対象】１歳半未満児

　・13日（水）　シャボン玉あそび

　・18日（月）　音楽にふれよう（クラリネット演奏会）

　・20日（水）　ベビーマッサージ【要予約】

　・27日（水）　誕生会

　・29日（金）　そうめん流しごっこ【要予約】

※行事は変更になる事もありますので，あらかじめ

ご了承ください。

問合せ　子育て支援センター　キッズ　℡72-0382

福祉課

イ
ン
ベ
ト

片平山児童センターの８月の行事

・17日（日）　ダンボール工作（フォトフレーム）

　10:00～12:00　対象：小学生　要予約８月10日まで

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

枕崎児童館の８月の行事

・８日（金）　夏休み工作と白熊かき氷つくり

　13:30～15:30　定員10名　要予約８月５日まで

　材料費：300円

・19日（火）　海遊びとソーメン流し

　10:00～12:00　定員10名　要予約８月17日まで

　着替え・タオル・エプロン・マスク・三角巾持参

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト

イ
ン
ベ
ト

■「青たん」

アール・ブリュット展

　ふじ美の里「アール・ブリュット展」を次のとおり

開催します。入場料は無料です。ぜひご覧くださ

い。

○開催日：７月29日（火）～８月10日（日）

○場所：南溟館（市民ギャラリー）

○時間：午前９時～午後５時

※スイスのＡＲＴ ＢＲＵＴ展でふじ美の里の冨山健

二さんの作品が公式ポスター・パンフレットに採用

されました。その作品を今回のポスターにも採用し

ています。市役所掲示板や市内のお店でポスターを

ご覧になれますので，ポスターもぜひご覧くださ

い。

問合せ　ふじ美の里　℡72-0243

総務課

イ
ン
ベ
ト

夏期における山岳遭難の防止について

　昨年の夏（７～８月）に県内では11件の山岳遭難事

故が発生し，１人が滑落により死亡，４人が転倒に

より足を骨折するなどの怪我を負っています。

　これから夏山シーズンを迎えますが，登山を行う

際は，数日前から天気図や天気予報を確認し，荒天

が予想される場合は登山の中止や撤退を決断するこ

とが最も重要です。

　山岳遭難を防ぎ，楽しい登山を行うために，次の

点に注意してください。

 ・登山届出を提出しましょう。

 ・自分の体力・経験・技術に応じた余裕のある計画

　を立てましょう。

 ・単独登山は自粛しましょう。

 ・懐中電灯，雨具，防寒具，非常食等を携行しましょう。

 ・通信手段として，無線機，携帯電話等を携行しま

　しょう。 途中で電池切れにならないよう，事前の

　充電を確実に行うとともに，予備バッテリー等の

　携行にも努めましょう。

問合せ　枕崎警察署地域課　℡72-0110 内線290

総務課

お
ら
知
せ

８月は「人権同和問題啓発強調月間」

　同和問題をはじめとする人権問題の解決のために

は，私たち自身が，人権問題を正しく理解し，お互

いの人権を尊重することが大切です。

　このため，鹿児島県では，８

月を「人権同和問題啓発強調月

間」と定め，この期間内にテ

レビ・ラジオのスポット放送

新聞広告や懸垂幕刑事など各

種の啓発活動を集中的に実施します。

　ぜひ，この機会に人権問題に触れ，偏見や差別の

ない明るい社会の実現を目指していきましょう。

問合せ　県総務部県民生活局人権同和対策課

　　　　℡099-286-2574

生涯学習課，総務課

お
ら
知
せ


