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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（℡72-1111 内線 211）まで。
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青年就農給付金事業のお知らせ

平成 24 年度から始まりました青年就農給付金事業ですが，平成 26 年度も引き続き実施されます。

つきましては，給付金の給付を希望される方は，枕崎市役所農政課(℡ 72-1111 内線 333)へお問い合わ

せください。

※本市居住者で 45 歳未満の新規就農者(独立・自営就農者)に対して，農業を始めてから経営が安定するま

で最長５年間，年間 150 万円を給付する事業です。

農政課

枕崎市営住宅の入居者を募集します

建設課では市営住宅入居者を次のとおり募集します。

希望者は，建設課建築係へ必要書類をそろえてお申込ください。

  募集期間：４月１日（火） ～ ４月 11 日（金）

  募集戸数：１戸（構造，建設年度，敷金など）

亀沢団地 314 号 （枕崎市明和町 62 番地・家賃 19,100 円から）

（中層耐火造３階建【３階】 平成４年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）    

入居資格：(1) 現在，住宅に困っていることが明らかであること。（持家の無い方等）

(2) 現に同居し，または同居しようとする親族があること。

(3) 入居しようとする世帯全員の合計所得月額が 15 万８千円以下であること。

   （裁量世帯については 21 万４千円以下 ※詳しくはお問い合わせください）

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5)  入居者及び同居者が暴力団員でないこと。

提出書類：入居申込書（建設課備付け），所得額証明書，入居者全員の住民票，健康保険証の写し，及

び税の滞納がない旨の証明書，その他必要な書類等。

応募締切：平成 26 年４月 11 日（金曜日）

希望者が複数の場合は抽選により決定します。（抽選日等は申込者に連絡します）なお，現

在，他の市営住宅を申し込んでいる方で，この団地への入居を希望される方は，印鑑をご持

参のうえ建設課へお越しください。（書類は不要です）現在，市営住宅に入居されている方

は，お申込みできません。

●募集期間内に応募の無かった住宅も引き続き入居を募集しています（随時）

第２金山団地 212 号 （枕崎市金山町 472 番地・家賃 14,700 円から）

（中層耐火造３階建 昭和 60 年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

●建設課では，特定公共賃貸住宅の入居者も随時募集しています。

募集戸数：２戸 （構造，建設年度，敷金など）

①遠見番住宅 301 号（枕崎市岩戸町 310 番地・家賃 50,000 円）

（木造平屋建  平成７年 間取り ３ＬＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

② グリーンライフ金山２号（枕崎市田布川町 471 番地・家賃 40,000 円）

（木造平屋建  平成９年 間取り ３ＬＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

必要書類：（入居申込書，所得額証明書，入居者全員の住民票，健康保険証の写し，及び税の滞納がな

い旨の証明書，その他必要な書類等）をそろえて建設課へお申し込みください。

※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。

※その他詳しいことについては，建設課建築係へお問い合わせください。

問合せ 建設課建築係  ℡ 72-1111 （内線 326,336）

建設課

２



平成 26 年度枕崎市奨学生を募集

教育委員会では，平成 26 年度奨学生を次のとおり募集します。希望者は，教育委員会総務課へお申し込

みください。

資 格：本市居住者の子弟で，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

※ 公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は除きます。

提出書類：奨学生願書（教育委員会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），父母の平成 25 年度所得証明書  

募集期間：平成 26 年４月１日（火） ～ 平成 26 年４月 30 日（水）

問合せ 教育委員会総務課 ℡ 72-0170（内線 812）

教育委員会総務課

３

小学生～高校生のための夏休み海外派遣 参加者募集

公益財団法人・国際青少年研修協会では，10 事業の参加者を募集しています。体験を通して，お互いの

理解や交流を深め，国際性を養うことを目的に実施します。ひとりで参加になる方や，はじめて海外へ行か

れる方が多ため，事前研修会では仲間作りから丁寧に指導いたしますので，安心してご参加いただけます。

内 容：ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校体験・英語研修・地域見学・野外活動など

派遣先：アメリカ合衆国・イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・セブ・フィジー

日 程：７月 25 日（金） ～ ８月 17 日（日） ８ ～ 18 日間 ※事業により異なる

対 象：小３ ～ 高３の方まで ※事業により異なる

説明会：全国 14 都市，５月下旬 ※入場無料・予約不要

参加費：25 ～ 65 万円 ※５月 26 日（月）までにお申し込みの方は，早割りで１万円割引いたします。

締 切：６月２日（月）および９日（月） ※事業により異なる

問合せ 国際青少年研修協会 ℡ 03-6417-9721

企画調整課

直行バスの実証運行が１年間延長されます

九州新幹線全線開業に伴い，枕崎～鹿児島間（加世田経由）を実証運行中の九州新幹線リレー号（直行バ

ス）が，平成 27 年３月 31 日まで延長されることになりました。この機会に是非ご利用ください。

なお，加世田では途中降車できませんのでご注意ください。

【時刻表】

○枕崎発鹿児島行き（１日２便）

枕崎発 加世田 鹿児島中央駅 天文館 鹿児島(金生町)

6:05 6:35 7:20 7:25 7:28

13:35 14:05 15:00 15:05 15:08

○鹿児島発枕崎行き（１日２便）

鹿児島(金生町) 天文館 鹿児島中央駅 加世田 枕崎着

9:57 10:00 10:05 11:00 11:30

16:27 16:30 16:35 17:30 18:00

【運賃】

枕崎～鹿児島中央駅  大人 1,220 円 小人 610 円

枕崎～鹿児島(金生町) 大人 1,260 円 小人 630 円

問合せ 企画調整課企画調整係 ℡ 72-1111（内線 225）

企画調整課



九州電力からの感電事故防止のお願い

毎年４月になると，鯉のぼりや釣り糸が電線にかかる事例が頻発します。引っかかった物を無理やり電線

から取ろうとすると感電したり，電線を傷つけたりしますので，物が電線に引っかかった場合には，自分で

取ろうとせず，必ずお近くの九州電力までご連絡ください。

連絡先 九州電力株式会社加世田営業所 ℡ 0120-986-805                 総務課

70 歳から 74 歳の国民健康保険被保険者に係る医療費窓口負担の見直しについて

70 歳から 74 歳の方の窓口負担は，法律上２割となっていますが，特例措置でこれまで１割負担とされて

いました。平成 26 年度から，より公平な仕組みとするため，この特例措置が見直されることになりました。

見直しに当たっては，高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう，平成 26 年４月２日以降 70

歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることになりました。

○ 平成 26 年４月２日以降に 70 歳の誕生日を迎える方

（誕生日が昭和 19 年４月２日以降の方）

70 歳の誕生月の翌月（ただし，各月１日が誕生日の方はその月）の診療から，窓口負担が２割になり

ます。例えば，平成 26 年４月２日から５月１日に 70 歳の誕生日を迎える方は，平成 26 年５月の診療か

ら２割負担になります。

※ 一定の所得がある方は，これまでどおり３割負担です。

○ 平成 26 年４月１日までに 70 歳の誕生日を迎えた方

（誕生日が昭和 19 年４月１日までの方）

平成 26 年４月以降も医療費の窓口負担は１割のまま変わりません。平成 26 年３月２日から４月１日に

70 歳の誕生日を迎える方は，これまでの３割負担から１割負担になります。

※ 一定の所得がある方は，これまでどおり３割負担です。

詳細は，健康課保険医療係（℡72-1111 内線 147・148）までお問い合わせください。      健康課

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：平成 26 年３月 27 日（木）午前 10 時～午後３時

◇場 所：市民会館２階 第一会議室

※４月は枕崎市での年金相談はありません。次回の相談日は５月 15 日（木）の予定です。

○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 歳以上の方に年金の見込み額を出すことができます。

・過去にかけた年金の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。）

○近隣市での相談も受けられます。日程は次のとおりです。

・４月３日（木）指 宿 市 役 所   ・４月 17 日（木）南さつま市役所スタジオ 21

・４月 24 日（木）南九州市頴娃支所                        市民生活課



高齢者元気度アップ・ポイント事業のポイント交換期限が迫っています！

平成 25 年度の高齢者元気度アップ・ポイント事業のポイント交換は平成 26 年３月 31 日までです。

10 ポイント（1000 円分）以上たまると枕崎商工会議所発行の商品券と交換できます。交換がお済みでな

い方は，お早目に交換をお願いします。

【交換方法】

手順１：市役所福祉課で引換券をお渡しします。ポイント手帳，身分証明書を持って必ずご本人がお越

しください。

手順２：商工会議所で，引換券を商品券へ交換します。

※９ポイントまでは来年度へ繰り越しが可能です。手帳は来年度も引き続きご使用ください。

問合せ 福祉課高齢者介護保険係 ℡ 72-1111（内線 133）                  福祉課

５

狂犬病予防注射料金の改定について

～ 愛犬家の皆様へ ～

平成 26 年４月１日から狂犬病予防注射料金が改定されます。愛犬家の皆様のご理解とご協力をお願いし

ます。

【 料 金 】

現在の料金 改訂後 差額

予防注射料金(県獣医師会) 2,450 円   2,850 円 400 円

注 射 済 票 交 付 料 金 550 円 550 円 0 円

新 規 登 録 料 金   3,000 円 3,000 円 0 円

※集合注射で予防注射を受けられる方は，狂犬病予防注射料金 2,850 円（県獣医師会）と狂犬病予防注射

済票交付料金 550 円で，3,400 円が必要になります。

※動物病院等で予防注射を受けられた方は，予防注射済票交付の手続きを，市民生活課環境整備係で必ず

受けてください。（注射済証が必要です）

◎犬の所有者は，狂犬病予防法により生後 91 日以上の犬には登録（第４条）と狂犬病予防注射（第５条）

が義務付けられています。

・犬を飼ったら犬の登録をしましょう。（生涯１回）

・毎年１回の狂犬病予防注射を受けましょう。

・飼っていた犬が死亡した場合は，必ず死亡届を提出しましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係 ℡ 72-1111（内線 327）

なお，狂犬病予防注射料金につきましては，公益社団法人 鹿児島県獣医師会（℡099-252-6128）ま

でお問い合わせください。                           市民生活課

瀬戸公園夜桜ナイター照明を点灯します

今年も枕崎市観光協会の協力により，瀬戸公園の夜桜を観賞するためにナイター照明を点灯し，運動広場

を開放します。

この期間中，昼間も運動広場を開放しますので, グラウンドゴルフ，ソフトボール等には利用できません

のでご注意ください。また，ゴミ箱は設置しておりませんので，ゴミの持ち帰りにご協力ください。

期間：３月下旬から４月上旬（雨天時は中止） ※桜の開花時期により期間を変更することがあります。

時間：午後７時 ～ 10 時

問合せ 建設課都市計画係 ℡ 72-1111 内線 236

※ ナイター照明点灯の詳細については，枕崎市ホームページ内の「市民のカレンダー」に掲載いたします。

建設課



危険物取扱者試験及び試験準備講習会を実施

平成 26 年度第１回危険物取扱者試験及び試験準備講習会を次のとおり実施します。

◎危険物取扱者試験

日 時：６月８日(日） 午前 10 時試験開始

場 所：南九州市知覧町(県立薩南工業高等学校)・南九州市頴姓町・鹿児島市

薩摩川内市・霧島市・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：①書面申請の場合

４月 14 日（月） ～ ４月 25 日（金）（郵送の場合は４月 25 日の消印有効）

      ②電子申請の場合

４月 11 日（金）午前９時 ～ ４月 22 日（火）午後５時まで

受験に関する問合せ先 財団法人消防試験研究センター 鹿児島県支部 ℡ 099-213-4577

◎試験準備講習会（乙種第４類）

日 時：５月 10 日(土）《理論》・11 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）

受 付：当日午前９時 30 分 ～ 10 時まで会場にて

講習会に関する問合せ先 一般社団法人 鹿児島県危険物安全協会 ℡ 099-257-5200

※ 「受験願書」･「受験準備講習会申込書」は枕崎市消防署（℡ 72-0049）にあります。

枕崎市消防本部

６

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：平成 26 年４月 24 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 市役所総務課秘書広報係 72-1111（内線 211）

総務課


