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１

海の日環境美化活動の参加者を募集
今年も「海の日」に「海の日環境美化活動」を次のとおり開催いたします。また，枕崎漁港内港にＥＭ
団子（約 6,000 個）の投入も計画しております。市民の皆さんの参加ご協力をお願いします。
日

時：平成 25 年７月 15 日（月）午前８時 ～

集合場所：枕崎漁港

内港荷捌き施設（松之尾公園南側）

○中止の場合には当日（15 日）午前７時（７時のチャイム終了後）に，市の防災無線にてお知らせいたし
ます。
○産業廃棄物（粗大ゴミ・タイヤ等）・事務所ゴミ・家庭ゴミは出さないようにしてください。
○ゴミ袋，軍手はこちらで準備いたします。

水産商工課

枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー参加者を募集
英語を使った楽しいゲームや外国のお話をきく“枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー”の参加者を
募集します。開催の内容は次のとおりです。
日

時：平成 25 年７月 31 日（水）

場

所：枕崎市市民会館

13：00 ～ 16：00

和室

対 象 者：枕崎市内の小学校に通学している４・５・６年生
募集人数：30 名程度

※定員になり次第締切ります。

募集開始：平成 25 年７月８日（月）９：00 ～ 17：15 ※土・日・祭日を除く
申 込 先：枕崎市教育委員会学校教育課

℡ 72-0170（内線 814）

Fax 72-0677

申込方法：申込先へ，学校名・学年・児童名・保護者名・連絡先（電話番号等）を明記して FAX するか，
直接電話してください。
※詳しい実施内容や申込み用紙は，学校をとおして対象学年の児童に配付します。

学校教育課

市税等収納業務嘱託員を募集
市税等収納業務嘱託員を次のとおり募集します。希望者は，履歴書（総務課備付け）を税務課管理収納
係に提出してください。
職

種：市税等収納業務嘱託員

人

員：２名

応募資格：①

昭和 23 年８月２日以降に生まれた方
※ただし，税の収納に関する業務に携わった経験のある方は，この限りではありません。

②

市内在住で平成 25 年８月１日から勤務できる方

③

普通自動車運転免許証を有し，職務に使用可能な四輪自動車を保有する方

選考方法：面接試験，健康診査（公的病院の健康診断書提出 ※合格者のみ）
応募締切：平成 25 年７月 19 日（金）

午後５時 15 分までに必着

※ その他詳しいことについては，税務課管理収納係（℡ 73-2175）へお問い合わせください。
面接試験の日時・場所等は後日，応募者に連絡します。

税務課

平成 25 年度家畜商講習会の案内
開催日時：平成 25 年８月 29 日（木）～ 30 日（金）
開催場所：鹿児島県市町村自治会館 403 号会議室 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町７番４号
定

員：90 名程度

受 講 料：講習手数料

3,300 円（県収入証紙）・テキスト代

3,400 円（税込み、予価）

申請期限：平成 25 年７月 31 日（水）必着
問合せ

２

鹿児島県農政部畜産課中小家畜係

℡ 099-286-3224

農政課

第 58 回枕崎市少年野球大会出場チームを募集
第 58 回枕崎市少年野球大会出場チームを募集します。希望チームは，申込書に参加料 1,500 円を添えて，
教育委員会生涯学習課又は市民会館へ提出してください。
日
時：平成 25 年７月 27 日（土） ～ ７月 28 日（日）
※ 予備日 ７月 29 日（月） ～ ７月 30 日（火）
場
所：市営野球場及び市営グラウンド（全面）
チーム編成：チーム編成は原則として下記のとおりとするが， 下の学年で上の学年を補充することは可
とする。
① 小学６年生 ４名，小学５年生 ３名，小学４年生 ２名
② 児童数が少なくてチーム編成のできない公民館同士の合併参加は，各校区内の近隣の公
民館でチームを編成する。（※子ども会所属が基準，校区公連会長に相談のうえ，市公
連会長の承認を得るものとする。）
③ 同一公民館からの参加は，２チームまでとする。
申 込 期 日：７月９日（火）午後５時まで（※申込書に参加料 1,500 円を添えて，教育委員会生涯学習課
又は市民会館へ提出すること。）
監督会議
及び抽選会：７月 25 日（木）午後６時 30 分から（※枕崎市市民会館で行うので，各チーム監督及び主将
は必ず出席すること。）
主
催：枕崎市自治公民館連絡協議会
問合せ 生涯学習課 ℡ 72-0170 内線 817
生涯学習課

生涯学習短期公民館講座受講生を募集
～ 最新の天文ニュースや小型天体望遠鏡での観察を楽しんでみませんか。～
講座内容：身近な星空を楽しもう！ 全５回講座
期
日：７ 月 19 日 （ 金 ）「春の星空」「星空観察」「恒星と惑星」
８ 月 ９ 日 （ 金 ）「夏の星空」
「夏の星雲・星団」「ペルセウス座流星群」
９ 月 ６ 日 （ 金 ）「秋の星空」
「月」
10 月 ４ 日 （ 金 ）「冬の星空」
「光害」
11 月 ８ 日 （ 金 ）「いろいろな天文現象」
「アイソン彗星」
時
間：午後７時 30 分から９時 30 分まで
場
所：枕崎地区公民館（松之尾センター）
募集人員：20 人
受 講 料：500 円
申込期限：平成 25 年７月５日（金曜日）
講
師：西井上 剛資（にしいのうえ つよし）昭和 29 年，霧島市隼人町生まれ
鹿児島大学大学院理学研究科修了（地学専攻）・元輝北天球館館長
現在枕崎天文台台長（南薩エアポート内）
・鹿児島大学非常勤講師
申込み・問合せ 枕崎地区公民館（松之尾センター） ℡ 72-9289（10 時～17 時）
※毎週月曜日，祝日は休館です。

生涯学習課

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間
子どもをめぐる様々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ため，全国一斉「子どもの人
権１１０番」強化週間を実施します。
いじめ，体罰，虐待に関することなど内容は問いません。相談には法務局職員又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 鹿児島県人権擁護委員連合会
実施期間：平成 25 年６月 24 日（月）から平成 25 年６月 30 日（日）
受付時間：平日８時 30 分から午後７時まで 土日 午前 10 時から午後５時まで
電話番号：子どもの人権１１０番 0120-007-110（全国共通・無料）※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
総務課

３

県立宮之城高等技術専門校入校生募集
○平成 25 年度オープンキャンパス
中・高校生，一般を対象に木工・建築大工の体験入校生を募集します。
期
日：平成 25 年７月 30 日（火）９：00 ～ 12：30 まで
申込期限：平成 25 年７月 25 日（木）
対 象 者：中学生，高校生，一般（概ね３０歳までの方）
募集人員：先着 30 名
参 加 費：無料ですが，１日傷害保険への加入を予定しています。
作品はお持ち帰りできます。また，申込書は県内の各中学・高等学校，職業安定所，当校ホームページ
にあります。
○平成 26 年度生推薦選考【室内造形科・建築工学科】（高校卒業見込者）
木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入校生を募集します。
受付期間：平成 25 年９月２日（月） ～ 平成 25 年９月 13 日（金）
応募資格：高等学校を平成 26 年３月卒業見込みの者
選考日：平成 25 年 10 月１日（火）
選考方法：筆記試験 小テスト（数学Ⅰ）
，面接
詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。
問合せ 鹿児島県立宮之城高等技術専門校 〒895-1804 薩摩郡さつま町船木８８１番地
℡ 0996-53-0207 FAX 0996-53-0993
水産商工課

税務署からのお知らせ
○税務職員採用試験受験者募集
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ますと，全員が税務大学校に入校し，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１年間受けます。その後，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。なお，募集要項は，次のとおりです。
受 験 資 格：高校卒業見込みの方及び高校卒業後３年を経過していない方
試験の程度：高校卒業程度
申込方法及 ①インターネットによる申込み
び受付期間：
人事院ホームページ上の申込専用 URL（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
をご利用ください。申込受付期間は，平成 25 年６月 24 日（月）から７月３日（水）ま
で（受信有効）
②郵送又は持参による申込み
申込用紙は，人事院九州事務局，熊本国税局及び最寄りの税務署に備え付けています。
申込受付期間は，平成 25 年６月 24 日（月）から６月 28 日（金）まで（28 日までの通信
日付印有効。
）
※申込方法により，受付期間が異なっていますので，ご注意ください。
第一次試験：平成 25 年９月８日（金）
受験申込先：全国の各人事院事務局（希望する第一次試験地により申込先が異なりますので，詳しくは
次のところへお問い合わせください。）
①人事院九州事務局（℡ 092-431-7733）
②熊本国税局人事第二課試験研修係（℡ 096-354-6171）内線 2072
○源泉所得税の納期の特例と納付
源泉所得税の納期の特例制度を適用されている方の納付期限は，次のとおりです。
源泉所得税の区分
納付期限
１～６月に源泉徴収した所得税 ７月 10 日
７～12 月に源泉徴収した所得税 翌年１月 20 日
源泉所得税のことでご不明な点がありましたら，最寄りの税務署にお気軽にお尋ねください。
問合せ 知覧税務署（℡ 0993-83-2411）※自動音声案内
税務課

４

障害のある方の就職活動及び職場定着に関するご相談をお受けしています
障害のある方への就職活動及び職場定着に関する相談を次のとおり開催いたします。ぜひご利用ください。
日
時：７月 17 日（水），８月 21 日（水），９月 18 日（水） 午前 10 時から
場
所：枕崎市市民会館（１階応接室）
相談時間：①10 時から 10 時 45 分まで ②11 時から 11 時 45 分まで
申込方法：予約制。予約に関しては，「なんさつ障害者就業・生活支援センター」へご連絡下さい。
対 象 者：障害のある方で，就職活動及び仕事に関することで不安や困っていることがある方
※ハローワークで仕事の申込みをされている方が対象です。ただし，申込みをされていない方は
ご相談ください。）
問合せ ○なんさつ障害者就業・生活支援センター 南九州市知覧町郡 135 番地 ℡ 0993-58-7020
E-mail seikatu@po2.synapse.ne.jp 担当 山崎
○枕崎市福祉課障害福祉係 ℡ 72-1111 内線 471
福祉課

平成 25 年度 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，移動援護相談を次のとおり南九州市で実施します。
移動援護相談は，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
庁社会福祉課の職員がご相談に応じるものです。この機会に是非ご相談ください。

日
時：平成 25 年７月 18 日（木） 午前 10 時 30 分から午後３時まで
会
場：南九州市川辺文化会館
相談内容：戦没者等の遺族に対する特別弔慰金，戦没者や戦傷病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，日頃から援護や恩給に関して疑問に思っていることな
ど。
※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 県庁社会福祉課恩給係 ℡ 099-286-2828
福祉課

平成 25 年度

交通事故に係る弁護士相談について

鹿児島県では，交通事故に関する高度な法律相談に対処するため，弁護士による交通事故相談を下記の
日程で開催します。相談は無料です。
弁護士相談については，相談を受けたい旨を，必ず事前に相談所に申し込んでください。
時間に限りがありますので定員になり次第，締め切らせていただきます。
下記の相談所では，交通事故相談員による相談も，受け付けていますので，そちらも御利用ください。
相談場所：鹿児島県庁内（事前申込を行なった際に通知します）
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1
相 談 日：第１回 平成 25 年７月 10 日（水） 第２回 平成 25 年 11 月 27 日（水）
第３回 平成 26 年２月 26 日（水）
相談時間：午後１時から午後４時まで
申 込 先：交通事故相談所 ℡ 099-286-2111(内線 2526・2527) ，099-286-2526（直通）

総務課

７月 25 日から 31 日までは「男女共同参画週間」です
鹿児島県では，男女共同参画社会実現のために，関心と理解を深め，さらに積極的に取り組んでいただ
くため，７月 25 日から 31 日までを「男女共同参画週間」と定めています。
※男女共同参画社会とは，すべての人々が，その人権を尊重され，性別にかかわりなく，その個性と能
力を十分に発揮することができる社会のことです。
企画調整課
５

複合健診の実施
平成 25 年度の複合健診（前半）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，歯周疾患健診です。
一日で各健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
て申込みをされた方には，各地区の保健推進員を通じて個人に通知しております。まだ申込みをされてい
ない方は健康センターまでご連絡ください。（電話 72-7176）
○対象者 昭和 49 年４月１日以前生まれの方（40 歳以上の方）
○日程・受付時間
健診日
対象地区（公民館）
会場
受付時間
７月２日（火） 岩戸・木原・美初・住吉町
７月３日（水） 山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町
健康センター
７月４日（木） 新町・宮前町・日之出町・泉町・折口町
７月５日（金） 恵比寿町・旭町・中町・西本町・千代田町
７月８日（月） 石ヶ嶺・桜木町・亀沢
７月９日（火） 高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟
午前８時
から
７月 10 日（水） 塩屋・田中・火之神・牧園
午前 10 時
７月 11 日（木） 大堀・下野原
南薩地域地場産
７月 12 日（金） 大塚・春日・田畑
業振興センター
７月 16 日（火） 木場・木場住宅・水流・岩崎・富岡・潟山
下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵
７月 17 日（水）
西堀・篭原
７月 18 日（木） 山下・湯穴・通山・山口・小園・宇都・桜馬場
○検診内容・料金
検診
検査内容
料金
備考
バリウムと発泡剤を飲み，胃の X 線検査を行います。 1,000 円 ※1，※2
胃がん検診
血液中の腫瘍マーカー(PSA)を測定し，前立腺の病気
前立腺がん検診
の有無を調べます。
1,860 円
超音波を使って，肝臓・膵臓・脾臓・胆のう・腎臓
腹部超音波検診
の状態を調べます。
2,000 円
肝炎ウイルス(B・C 型)に感染していないかを，血液
肝炎ウイルス検診
※1，※3
検査で調べます。
900 円
容器を持ち帰り，自宅で採便します。その便から潜
大腸がん検診
※1，※3
血反応を調べます。
400 円
むし歯や歯周疾患などがないか，口腔内の状態をみ
歯周疾患健診
無料
ます。
※１ 70 歳以上（昭和 19 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，申し込みされた健（検）
診の通知書または受診票を提示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，大腸がん検診については，次の生年月日の方は，無料になります。
（受診票については，郵送しております。）
昭和 47 年４月２日～昭和 48 年４月１日 昭和 42 年４月２日～昭和 43 年４月１日
昭和 37 年４月２日～昭和 38 年４月１日 昭和 32 年４月２日～昭和 33 年４月１日
昭和 27 年４月２日～昭和 28 年４月１日
昨年との変更点
☆市武道館から南薩地域地場産業振興センターに会場が変更になっている地区があります。
駐車スペースには案内板を設置しますので，その場所への駐車にご協力をお願いします。
健康課
６

平成 25 年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ
生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として，「特定健康診査（特定健診）」を次
のとおり実施します。
対 象 者：40 歳から 74 歳の国民健康保険加入者（昭和 13 年８月１日～昭和 49 年４月１日生まれの方）
が対象になります。ただし，妊産婦，拘禁中，６か月以上医療機関や福祉施設に入所してい
る方は対象になりません。
※受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください（どちらか一
方では受診できませんのでご注意ください）。
料

金：今年度から特定健診に係る一部負担金が無料となりました。

受診場所：特定健診には集団健診と個別健診があり，集団健診は市が行う複合健診といっしょに受診で
きます。個別健診は，市内の各医療機関で受診するもので，自分の都合にあわせて受診する
ことができます。
【個別健診】

実施期間：平成 25 年６月３日（月）から平成 26 年２月 28 日（金）まで
受診できる医療機関：小原病院，サザン・リージョン病院，枕崎市立病院，尾辻病院，
国見内科医院（※事前に予約が必要です）

【集団健診】

実施期間：７月２日（火）から８月 29 日（木）まで

健診日
７月２日(火)

岩戸・木原・美初・住吉町

７月３日(水)

山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町

７月４日(木)

新町・宮前町・日之出町・泉町・折口町

７月５日(金)

恵比須町・旭町・中町・西本町・千代田町

７月８日(月)

石ヶ嶺・桜木町・亀沢

７月９日(火)

高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟

７月 10 日(水)

塩屋・田中・火之神・牧園

７月 11 日(木)

大堀・下野原

７月 12 日(金)

大塚・春日・田畑

７月 16 日(火)

木場・木場住宅・水流・岩崎・富岡・潟山

７月 17 日(水)
７月 18 日(木)
８月 27 日(火)
８月 28 日(水)
８月 29 日(木)
※
○

対象地区(公民館)

下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵

会場

受付時間

健康センター

午前８時
南薩地域地場産

から

業振興センター

午前 10 時

西堀・篭原
山下・湯穴・通山・山口・小園・宇都・桜馬場
田布川・金山・金山住宅・界守・寺田・木口屋
上竹中・奥ヶ平・道野
中原・瀬戸・茅野・小塚・駒水・下山・松崎
真茅・東白沢
板敷・俵積田・山崎・西白沢・水産高校

別府中学校
武道館

対象地区以外の日程でも受診できます。
１年に１回健診を受けましょう
生活習慣病は自覚症状がほとんどないため，定期的な健康管理が予防の決め手となります。健診は自

分の健康状態を知り，生活習慣を見直す絶好の機会です。健康を守るため，年１回は必ず健診を受けま
しょう。なお，平成 25 年度の特定健診の受診率等により，後期高齢者医療制度への支援金の額が増減さ
れる仕組みとなっており，その結果，国保税に影響を与えることになります。
問合せ

健康課保険医療係

℡ 72-1111（内線 147・148）
健康課

７

公園利用者の皆さんへ
～公園を気持ちよく利用していただくためのお願い～
公園は, 様々な人が利用します。他の利用者に迷惑がかからないように次のルールとマナーを守り快適
に楽しく利用しましょう。
○ゴミのポイ捨て禁止。
空き缶, 紙くずなどは, 必ず持ち帰ってください。
○ゴルフ練習は禁止。
公園内でゴルフの練習をすることは, 周りにいる人に危険を及ぼしたり, 周辺の住宅に飛び込んで大
変迷惑をかける行為ですので, 禁止します。
○イヌの放し飼いの禁止, フンは, 飼い主が後始末すること。問い合わせの多い苦情は次の３点です。
・放し飼いにしている又は, リードを長く伸ばし遊ばせている。
・フンの後始末をしない。
・大型犬が怖くて, 子供を安心して遊ばせることができない。
イヌの放し飼いをしないこととフンの始末は, 飼い主の基本的なマナーです。しっかり守りましょう。
○遊具での危険な遊びはやめましょう。また, 幼児だけでの遊びはさせないで, 保護者が同伴しましょ
う。
遊具には, 遊びを通して冒険や挑戦のできる施設としての機能があり, 遊びの中から事故の回避能力
や判断力を育み, 子供の成長に欠かせない施設です。そのため, 危険性も内在しており, 特に自己判断
力が十分でない年齢の子供は, 保護者が同伴する必要があります。
○公園内でハトやネコへの餌付けは行わないでください。
ハトやネコのフンで, 公園や近隣住宅が不衛生になり, 公園利用者や近隣住民が迷惑を受けますので,
餌付けは行わないでください。
○バイクの乗り入れは禁止。
子供達が危ないですので, 公園内へのバイクの乗り入れは絶対しないでください。
問合せ

建設課都市計画係

℡ 72-1111（内線 236）

建設課

買い物にはマイバック（買い物かご）を利用しませんか
私たちの身近にあるレジ袋の使用を見直し，ごみの減量化と温室効果ガスの排出抑制のため，買い物
に行く際には，マイバック（買い物かご）を利用しませんか。
お店によっては，ポイントなどの特典が付く場合がありますので，ご利用の際にお店の方にお尋ねく
ださい。
レジ袋（ＬＬサイズ）１枚あたりでは，約 60 グラムの二酸化炭素の排出量を削減できると言われて
おり，小さなエコ活動として取り組んでみましょう。
また，資源ごみとして出されたプラスチック類の中に，汚れが付着しリサイクル出来ないものが多く
見られます。弁当ガラを出される場合は，食べカスを取り除いたあと軽くゆすいで，きれいにふき取っ
て出してください。
市民生活課

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理と保管に関する届出について
～事業者のみなさんへ～

ＰＣＢは電気機器の絶縁油（高圧コンデンサ，トランス，安定器）などに使用されていましたが，人
の健康への被害が報告されてから，現在製造使用が禁止されており，これらを保管している事業者は，
保管場所と処分状況の届出が義務付けられています。
鹿児島県内の事業者が保管する高濃度のＰＣＢ廃棄物については，平成 25 年 12 月から平成 26 年 1
月までが最後の重点搬入期間となっておりますので，早めの対応をお願いします。
詳しくは，県廃棄物・リサイクル対策課(099-286-2596)か，南薩地域振興局衛生・環境課(53-2317)
へお尋ねください。
市民生活課
８

ふるさと美化活動(７月７日)の実施について
明るく住みよい郷土の環境美化を目的に，公民館をはじめ市内各団体の協力のもと，７月７日(日)に「ふ
るさと美化活動」が実施されます。ぜひ，自分のお住まいの地域での活動に参加してください。
なお，各公民館の都合により別の日に行うところもありますので，それぞれの地域で確認してください。
【大切なお知らせ】
◎この日は，一般家庭ごみの持込みは出来ません。持ち込みできるものは，清掃活動で出た草木類やポイ
捨てされたごみ等に限ります。
◎ごみの搬入時間は，午前８時～正午（午前中※美化活動日に限る。
）です。予備日の７月 14 日(日)も同
様です。
◎美化活動中はみなさんで声を掛け合って，ケガのないように十分注意してください。
◎現在，内鍋清掃センターは大規模改修工事中で，集団収集による粗大ごみの受入れは出来ません。ご注
意ください。
市民のみなさんのご協力をお願いいたします。
枕崎市衛生自治団体連合会，市民生活課

内鍋清掃センターからの大切なお知らせ（ごみの搬入について）
現在，内鍋清掃センターでは，焼却炉の大規模な改修工事が行われております。
安全を第一に工事を進めておりますが，工事期間中（平成 26 年 3 月までの予定）は工事車輌の往来も多
くなっており，ごみを持ち込む方は次の点に特に注意をお願いします。
①持ち込み車輌を減らすため，通常収集している家庭ごみは，地域のごみ集積所に決められた日に出し
てください。
②持ち込み指定になっているごみ（粗大ごみ・布団類など）や草木については，搬入時間を厳守してく
ださい（午前８時 30 分から午後１時までです）
。
また，枯葉や剪定クズで指定袋に入るものは，出来るだけ水気を切って「燃えるごみ」として出して
ください。
③内鍋清掃センターは，日曜日以外は操業を行っております。
④工事期間中は，２基ある焼却炉を交互に補修するため，一時的に処理能力が落ちます。そのため，出
来るだけごみを減らしていただくため，家庭や事業所で出来るごみの減量化に協力ください。
（生ごみ
の水切り・徹底した分別によるごみの資源化・レジ袋を断ってマイバックを利用するなど）
⑤どうしても持ち込まなければならない場合は，必ず事前に分別を行い，施設内では係員の指示に従っ
てください。

内鍋清掃センター，市民生活課

ライトダウンキャンペーンの実施について
環境省は，2003 年より地球温暖化防止のため，ライトアップ施設や家庭での消灯を呼びかける「CO2 削減
／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。
今年度も，６月 21 日（金）～７月７日（日）までの間，不必要な照明の消灯を広く呼び掛ける「ライト
ダウン 2013」を実施します。
期間中，特別実施日として６月 21 日（金）には「夏至ライトダウン」
，７月７日（日）には「七夕ライ
トダウン」を行ないます。枕崎市においても，この趣旨に賛同しこのキャンペーンに取り組むこととしま
した。
つきましては，６月 21 日（金），7 月 7 日（日）の午後８時から 10 時までの２時間程度，各家庭，企業，
各種団体において消灯にご協力をお願いします。
なお，消灯時間については，各ご家庭，施設の都合に合わせて，便宜設定してください。また，安全管
理上及び業務上必要な照明等については，消灯する必要はありません。

市民生活課

９

プール・キャンプ場オープン情報
施設名
市

期

間

時

営

７月 10 日（水）～

プ ー ル

８月 20 日（火）

少年の森

７月１日（月）～

キャンプ場

８月 31 日（土）

火 之 神

７月 20 日（土）～

プ ー ル

９月１日（日）

火之神公園

７月 20 日（土）～

キャンプ場

９月１日（日）

台場公園

７月 20 日（土）～

プ ー ル

８月 31 日（土）

間

担当部署

午前 10 時 30 分 ～ 正午
午後１時 15 分 ～ 午後３時 30 分 教育委員会保健体育課又は
午後４時 ～ 午後６時 15 分

市総合体育館
℡ 72‐0170，72‐1116

午前９時 ～ 翌日の午前９時
午前 10 時 ～ 正午

水産商工課観光交流係

午後１時 ～ 午後７時

℡ 72-1111 内線 462
※ キ ャ ン プ の 予 約 は 6/20

午後２時 ～ 翌日の午後２時

（木）から

午前 10 時 ～ 正午

建設課都市計画係

午後１時 ～ 午後６時

℡ 72-1111 内線 236
保健体育課，水産商工課，建設課

つけましたか？住宅用火災警報器
～『消すまでは

心の警報

ＯＮのまま』～

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。住宅用火災警報器を設置した後も，「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。
警報が鳴ったときの対処法
◎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際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？
※それでも鳴らない場合は，故障が考えられます。取扱説明書をご確認ください。
問合せ

枕崎消防本部（消防署）

℡ 72-0049
枕崎消防本部
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年金相談所開設のお知らせ
平成 25 年度から「年金相談」の予約先が変わりました
鹿児島南年金事務所 ℡

０９９－２５１－３１１１

年金相談は『予約制』で、予約時間に優先的に相談を受けられます）
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。
≪今後の日程≫
◇日

時：７月 25 日（木）午前 10 時～午後３時

◇場

所：市民会館２階

第一会議室

○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。
・「ねんきん定期便」「ねんきんネット」などの相談ができます。
※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。
・６月 27 日（木）川辺文化会館

・７月 ４日（木）南さつま市役所 スタジオ 21

・７月 11 日（木）指宿市役所

・８月 １日（木）南九州市役所 頴娃支所
市民生活課

夏期における水難事故の防止について
夏を迎え，水遊びを楽しむ季節となりました。例年，この時期は，水難事故が多くなります。
昨年の夏（６月～８月の３か月間）は，23 件の水難事故が発生して 12 人が亡くなっています。このうち，
海での死者が 10 人でした。
期間中，水難事故が最も多かったのは「海」で，21 件も発生しております。
また，行為別では「水遊び」が７件（うち死者２名）で最も多く，次に「魚釣り（貝採り）
」の６件（う
ち死者５名）となっています。
水難事故を防止し，楽しい夏を過ごすために次の点に注意してください。
○

台風や大雨などの悪天候時は，突然，大波や急激な増水が襲います。水辺のレジャーは避けてくだ
さい。

○

子供だけの水泳や水遊びは，急に深みにはまったりして危険です。必ず大人が同伴してください。

○

飲酒しての水泳や魚釣りは，溺れたり転落する可能性が高く危険です。絶対にやめてください。
枕崎警察署
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高卒求人の早期提出のお願い
ハローワーク加世田管内では、例年多くの生徒が地元での就職を希望していますが、高卒求人の出足が遅
く、優秀で就職意欲の高い生徒が管外・県外に流出している状況があります。
ハローワークでは６月 20 日から平成 26 年３月高校卒業予定者の、求人の受付が始まっています。
高校生は９月５日からの推薦開始に向け、夏休み中に応募企業を絞り込む必要があります。
事業主の皆様には、早めに求人を提出いただき、一人でも多くの若者にふるさとで活躍できる場を与えて
くださるようお願いいたします。
問合せ

ハローワーク加世田

学卒担当

℡ 0993-53-5111
水産商工課

平成 25 年度「福祉・保健医療職場 就職ガイダンス」
平成 25 年度福祉・保健医療職場就職ガイダンスを次のとおり開催します。参加費は無料で，事前予約も
不要ですので，求職中の方は是非ご利用ください。
開 催 日：平成 25 年８月１日（木）
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「就職セミナー」午前 10 時～11 時 50 分

（受付：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：12 時 30 分～15 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

FAX 099-250-9363
福祉課
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