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※読んだらすぐに次の家に回しましょう                １

※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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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 25 年４月 25 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 総務課秘書広報係 72-1111（内線 211）

総務課

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す

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：５月９日（木）午前 10 時～午後３時

◇場 所：市民会館１階 和室

○たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金などを受けるための請求ができます。

・障害年金や未支給年金・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提示します。

・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。

・「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」等の問い合わせに応じます。

※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。）

○近隣市での相談もうけられます。日程は次のとおりです。

・３月 29 日（金） 南九州市川辺文化会館    ・４月４日（木） 指宿市中央公民館

・４月 11 日（木） 南さつま市役所スタジオ２１ ・４月 25 日（木） 南九州市頴娃支所

                                         市民生活課

２

平成 25 年度枕崎市奨学生を募集

教育委員会では，平成 25 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），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 24 年度所得証明書  

募集期間：平成 25 年４月１日（月）～平成 25 年４月 30 日（火）

問合せ  教育委員会総務課 ℡ 72-0170（内線 812）                 

教育委員会総務課



国民健康保険高齢受給者証の更新について

70歳から74歳までの国民健康保険の加入者で，現在お持ちの高齢受給者証の一部負担金の割合が１割（平

成 25 年３月 31 日まで）の方については，１割負担の据え置き措置に伴い，高齢者受給者証の更新が必要と

なったため，３月下旬に世帯主へ郵送いたします。

高齢者受給者証一部負担金の割合が３割の方及び国民健康保険証の有効期限は平成25年７月31日となっ

ておりますので，更新の必要はありません。

問合せ 健康課保健医療係 ℡ 72-1111（内線 147）

健康課

３

育成医療の申請窓口が変わります

これまで保健所が窓口となっていた自立支援医療（育成医療）は，権限移譲により平成 25 年 4 月 1 日か

ら市役所で申請受付・支給認定を行います。詳しくは，市役所福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

問合せ 福祉課障害福祉係 ℡ 72-1111（内線 470）

福祉課

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 25 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

危険物取扱者試験及び試験準備講習会を実施

平成 25 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９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：書面申請 ４月 15 日（月）から４月 26 日（金）

（郵送の場合は４月 26 日の消印有効）

電子申請 ４月 12 日（金）午前９時から４月 23 日（火）午後５時まで

受験に関する問い合わせ先

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 11 日(土）《理論》・12 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 分から 10 時まで会場にて

講習会に関する問い合わせ先

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」は枕崎消防署（℡ 72-0049）にあります。

枕崎市消防本部



犬の飼い主のみなさんへ

公園を気持ちよく利用していただくためのお願い

最近犬の散歩に関する苦情がたびたび寄せられます。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」

公園には小さなお子さんや犬が怖い人, 犬の嫌いな人もいらっしゃいます。また, フン尿の処理は飼い主

の義務です。散歩の途中でした犬のフンは必ず持ち帰ってください。不衛生な状態を防止するためにも, ご

理解とご協力をお願いします。                        

建設課 ，市民生活課

４

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，瀬戸公園の夜桜を見物するためにナイター照明を点灯し，運動広場

を開放しています。

この期間中において，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。

期 間：４月上旬まで（雨天時は中止）

時 間：午後７時～10 時

※桜の開花時期により期間を変更することがあります。

※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。

※詳細なナイター照明点灯については，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。

問合せ 市役所建設課都市計画係 ℡ 72-1111（内線 236）                 

建設課

｢重症熱性血小板減少症候群（SFTS）｣の感染予防法について

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）とは，2011 年初めて特定された新しいウイルス（SFTS ウイルス）に

感染することによって引き起こされる病気です。主な症状は発熱と消化器症状で，重症化し，死亡すること

もあります。

◆感染経路

フタトゲチマダニ等のマダニによる咬傷（ただしマダニによる咬傷痕が確認できない場合も多い）。感

染患者の血液・体液との接触感染も報告されています。

◆感染予防方法

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，長袖，長ズボン，足を完全に覆う靴を着

用するなど，肌の露出を少なくし，マダニに咬まれないようにしてください。また，屋外活動後はマダニ

に刺されていないか確認してください。

◆マダニに咬まれた場合の対応

  マダニ類の多くは，ヒトや動物に取り付くと，皮膚にしっかりと口器を突き刺し，長時間（数日から，

長いもので 10 日間）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が付いた祭は，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。

◆重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の症状

  原因不明の発熱，消化器症状（食欲低下，嘔気，嘔吐，下痢，腹痛）が中心です。時に頭痛，筋肉痛，

神経症状（意識障害，けいれん，昏睡），リンパ節腫脹，呼吸器症状（咳など），出血症状（紫斑，下血）

を起こします。

健康課



５

市営住宅・特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

建設課では，市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者を，次のとおり募集しています。

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。

【市営住宅】

募集戸数：３戸 （構造，建設年度，敷金など）

①第２金山団地 １１２号（枕崎市金山町 ・ 家賃１４，５００円～）

      （中層耐火造３階建【２階】 昭和５９年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

②第２金山団地 ２１２号（枕崎市金山町 ・ 家賃１４，７００円～）

      （中層耐火造３階建【３階】 昭和６０年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

③第２金山団地 ２１８号（枕崎市金山町 ・ 家賃１４，７００円～）

      （中層耐火造３階建【３階】 昭和６０年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

【特定公共賃貸住宅】

  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 ・ 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 ・ 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）

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。（原則，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収入基準内であること。

《※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原則としてお申込みできません。》

(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。

募集方法：随時

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，

     税の滞納がない旨の証明書，その他必要な書類等。           

●今回募集の無い住宅や，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 枕崎市役所 建設課 建築係 ℡ 72－1111（内線 326，336）

建設課

平成２５年度住宅リフォーム促進事業の補助金交付について

枕崎市では，地域経済の活性化を主な目的とし，併せて快適な住環境の整備を実現するため，市民の皆さ

まが所有している住宅のリフォーム工事に対して、平成 25 年度も補助金の交付を予定しています。

平成 25 年度の受付期間は、４月１日から９月末日までの予定です。

補助の条件等、詳細につきましては、４月の広報誌やお知らせ版にてお知らせします。

問合せ 枕崎市役所 建設課 建築係 ℡ 72－1111（内線 326，336）

建設課

感電事故防止のお願い

鯉のぼりの季節になりましたが，感電事故防止のため，電線付近での鯉のぼりの掲揚や魚つりは絶対行

なわないようお願いします。

なお，万一鯉のぼりや釣り糸が電線にかかった場合は，自分で取ろうとせず，お近くの九州電力までご

連絡いただきますようお願いします。

連絡先 九州電力㈱加世田営業所 ℡ 0120-986-805                     

総務課



平成 25 年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

固定資産税の納税者の方は平成 25 年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧で

きます。

場 所：枕崎市役所税務課固定資産税係（本庁 1階）

期 間：平成 25 年４月１日（月）から平成 25 年５月 31 日（金）まで

      （ただし土･日曜日及び祝日を除きます）

時 間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

対象者：土地価格等縦覧帳簿は，市内に土地を持っていて課税されている納税義務者（代理人含む）

     家屋価格等縦覧帳簿は，市内に家屋を持っていて課税されている納税義務者（代理人含む）

     ※代理の方は，納税義務者の委任状が必要です。

手数料：無料

問合せ 税務課固定資産税係 ℡ 72-1111（内線 156）

税務課

６

平成 25 年度固定資産課税台帳の閲覧について

平成 25 年度固定資産課税台帳を次のとおり閲覧できます。

場 所：枕崎市役所税務課固定資産税係（本庁 1階）

期 間：年間を通して閲覧は可能です。

     （ただし土･日曜日及び祝日を除きます）

時 間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

対象者：納税義務者（代理人含む），借地人，借家人，破産管財人等の固定資産の処分をする権利を有す

る一定の方

     借地人，借家人等の方は，賃貸借契約書等の借地，借家が確認できる書類を，破産管財人等の固

定資産の処分をする権利を有する一定の方も確認できる書類を持参してください。

     ※代理の方は，納税義務者の委任状が必要です。

手数料：有料 但し，納税義務者は縦覧期間中（平成 25 年５月 31 日（金）まで）につき無料

問合せ 税務課固定資産税係 ℡ 72-1111（内線 156）

税務課

交通事故・財産管理無料相談会を実施

ＮＰＯ法人個人財産管理協会では，次の日程で無料相談会を実施します。

日  時：平成25年４月17日（水）午前９時から正午まで

場  所：枕崎市民会館

相談内容：交通事故に関する損害賠償・後遺障害等，事故被害者のお悩み全般・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

主  催：ＮＰＯ法人 個人財産管理協会

連 絡先：鹿児島事務所 鹿児島市宇宿１丁目53-9-203 ℡ 099-253-0911

    南薩連絡所 南さつま市加世田唐仁原1834-7 ℡ 0993-53-5028（宮園政美）

※ ご予約 月曜日から金曜日 午前９時から午後９時

※ 電話による無料相談 月曜日から金曜日 午前10時から午後５時

℡ 0993-53-5028（宮園政美）

総務課


