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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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青年海外協力隊・シニア海外ボランティア春募集

募集期間 平成 25 年４月１日（月）から平成 25 年５月 13 日（月）

応募資格

○青年海外協力隊

平成 25 年５月 13 日現在，満 20 歳から満 39 歳までの日本国籍を持つ方。

○シニア海外ボランティア

平成 25 年５月 13 日現在，満 40 歳から満 69 歳までの日本国籍を持つ方。

体験談＆説明会

○青年海外協力隊

①平成 25 年４月７日（日）午後２時 00 分～ 県民交流センター 東棟４階第４研修室

②平成 25 年４月 20 日（土）午後６時 30 分～ 県民交流センター 東棟４階第４研修室

○シニア海外ボランティア

①平成 25 年４月 20 日（土）午後６時 30 分～ 県民交流センター 東棟３階第２研修室

資料請求・問合せ

○ＪＩＣＡ九州 ℡ 093-671-8349 ホームページ http://www.jica.go.jp

○㈶鹿児島県国際交流協会 ℡ 099-221-6624

企画調整課

福祉センター主事嘱託員を募集

福祉センター主事業務を行う嘱託員を募集します。希望される方は，採用試験受験申込書(市民会館備付

け)を教育委員会生涯学習課公民館係（市民会館内）に提出してください。

募集人員：福祉センター主事嘱託員１名

勤務場所：枕崎市別府センター（別府地区公民館）

応募資格：⑴ 枕崎市内に居住している方

⑵ 昭和 23 年４月２日以降に出生した心身ともに健康な方

⑶ 普通自動車運転免許を有する方

⑷ パソコンで簡単な文書作成ができる方

⑸ 平成 25 年４月１日から勤務できる方

選考方法：作文試験・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３月 14 日(木曜日)午後５時 15 分までに必着

※ 採用試験の日程は，後日応募者に連絡します。

問合せ その他詳細については，生涯学習課公民館係（℡ 72-2221）にお問い合わせください。

生涯学習課

２

公衆便所清掃業務の作業委託内容の閲覧について（お知らせ）

枕崎市では，市内 42 カ所にある公衆便所の平成 25 年度の清掃業務について，業務受託を希望する事業

者の方へ委託内容の閲覧を次のとおり行います。

日 時：平成 25 年２月 22 日（金）から平成 25 年２月 28 日（木）

※午前８時 30 分から午後５時まで（閉庁日を除く）

場 所：市民生活課環境整備係

その他：参加資格は市内に住所を有する事業者，又は団体で，実際に清掃業務に当たる方は女性作業員

となります。

※詳しいことは市民生活課環境整備係（℡ 72-1111 内線 325）へお問い合せください。

市民生活課



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，次の日程で交通事故無料相談会を実施します。

日 時：平成25年３月16日（土）午前10時から午後１時

場 所：枕崎市民会館第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，損害賠償額の精査，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

（鹿児島県知事認証１９８号）

連 絡 先：鹿児島市喜入町7127-5（南薩地区担当 有田ムツミ）

予約優先 ℡：Fax 0993-45-1089

※電話による無料相談 月曜日から金曜日 午前９時から午後４時 ℡ 0993-45-1089（有田）

総務課

３

枕崎市奨学金制度のお知らせ

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に対し

て奨学金の貸与を行っています。（ただし，公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は除く）

平成 25 年４月１日（月）から４月 30 日（火）に募集を行いますので，奨学金の貸与を希望する方は，教

育委員会総務課(℡72-0170 内線 812)へお問い合わせください。

※募集の詳細については次号でお知らせします。

教育委員会総務課

全国一斉に「春の火災予防運動」を実施!!

３月１日(金)から３月７日(木)までの７日間，全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。

この時期は，空気が非常に乾燥し,火災が発生しやすくなります。暖房器具を使用する際は,周囲に燃えや

すい物を置かない等,火災が発生しないよう適切に使用しましょう。

また,たき火による火災が多く発生しています。たき火等をする場合は，万全な消火準備とその場をはな

れないようにし，風が強いときは火の使用は控えてください。なお，たき火等を行う場合は，事前に消防署

へ届け出てください。

※期間中は市内各所において,火災予防の啓発や消防団と連携し,巡回広報と併用して防火パトロール等を

実施します。

◎「消すまでは 出ない行かない 離れない」

＜住宅防火 いのちを守る ７つのポイント －３つの習慣・４つの対策－＞

☆３つの習慣

１ 寝たばこは，絶対やめる。   

２ ストーブは，燃えやすいものから離れた位置で使用する。

３ ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず火を消す。

☆４つの対策

１ 逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を設置する。

２ 寝具，衣類及びカーテンからの火災を防ぐために，防炎品を使用する。

３ 火災を小さいうちに消すために，住宅用消火器等を設置する。

４ お年寄りや身体の不自由な人を守るために，隣近所の協力体制をつくる。

※｢住宅用火災警報器｣が設置義務となっています。早めに設置しましょう。

南薩地区消防組合 枕崎消防署，総務課



乾電池やライターは資源ごみ（黄色のごみ袋）です

①火災事故の防止のためご協力ください

ごみとして出されたスプレー缶やライター類に残っていたガスに，何らかの原因で生じた火花が引火した

と思われる火災が発生したことから，平成 23 年８月から火災のおそれのあるごみ（火災危険物）を「資源

ごみ」として収集しています。

②ごみの出し方

※内鍋清掃センターに直接搬入する場合も，火災危険物に分別し，現場係員の指示に従ってください。

不明なことなどありましたら，市民生活課環境整備係(代表 72-1111 内線 325・327)までお問い合わせ

ください。

市民生活課

４

銃砲刀剣類の登録について

鹿児島県教育委員会では，平成 25 年度銃砲刀剣類登録審査を次のとおり実施します。

１．審査日時

・第１回 平成 25 年５月 14 日（火）  ・第４回 平成 25 年 11 月 12 日（火）

・第２回 平成 25 年７月９日（火）  ・第５回 平成 26 年１月 14 日（火）

・第３回 平成 25 年９月 10 日（火）

午前 10 時から午後３時（但し正午から午後１時を除く。）

※午後２時 30 分までに受付をお願いします。

２．審査会場

鹿児島県青少年会館  鹿児島市鴨池新町 1-8 ℡ 099-257-8226

３．登録に必要な書類等

①登録しようとする銃砲刀剣類

②発見届をしたとき，警察署から交付された「刀剣類発見届出済証」，「刀剣類登録通知書」

③登録申請手数料 １件につき 6,300 円

④委任状（代理人の場合のみ）

⑤承諾書（分解を依頼するとき）

◎すでに登録された銃砲又は刀剣類を譲り受け，若しくは相続により取得した場合，当該事実の発生した日

から 20 日以内に届出をしなければなりません。また，住所の変更があった場合は，住所変更の届出が必要

です。（届出の受付は，登録のある都道府県教育委員会で常時行っております。）

※詳しくは，鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係（℡099-286-5355）へお問い合せください。

文化課



５

年金相談所開設のお知らせ

年金相談は『予約制』です（※予約された方から優先的に相談を受けられます）

年金相談ご希望の方は，市役所国民年金係（７２－１１１１）までお申出ください。

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：３月 19 日（火）午前 10 時～午後３時

◇場 所：市民会館２階 第１会議室

※２階への昇降が困難な方は予約の際にお申し出ください。

◇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。

※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。

・２月 26 日（火） ちらん夢郷館   ・３月５日（火） 南さつま市役所スタジオ２１

市民生活課

４月１日から，パスポートの申請受付・交付は市役所で

枕崎市では，鹿児島県からの権限移譲を受け，平成 25 年４月１日から市民生活課市民係において，パス

ポートの申請・交付業務を開始します。

これにより，枕崎市に住民登録をしている方は，原則として県の窓口（県民交流センター，南薩地域振

興局）では，申請等ができなくなります。

詳しくは，３月号の広報誌に掲載します。

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：３月下旬から４月上旬（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



平成25年３月７日から津波警報が変わります

気象庁では，平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による津波被害の甚大さに鑑み，津波警報等の改善

に向けた検討を行い，平成25年３月７日12時より新しい発表基準や情報文による津波警報等の運用を開始し

ます。

○ 津波警報・注意報等の主な変更内容

マグニチュード８を超える巨大地震の場合は，その海域における最大級の津波を想定して，大津波警報

や津波警報を発表します。このとき予想される津波の高さを「巨大」「高い」という言葉で発表して非常

事態であることを伝えます。「巨大」という言葉を見たり聞いたりしたら，東日本大震災クラスの津波が

来ると思って，ただちにより高い場所に避難しましょう！

大津波警報や津波警報が発表されている時には，観測された津波の高さを見て，これが最大だと誤解し

ないように，津波の高さを数値で表わさずに「観測中」と発表する場合があります。「観測中」と発表さ

れたら，これから高い津波が来ると考えて警戒を続けましょう！

【津波警報・注意報の分類と，とるべき行動】

予想される津波の高さ

とるべき行動高さの

区 分

数値での

発  表

巨大地震の

場合の表現

大津波警報

10ｍ～ 10ｍ超

巨大

沿岸部や川沿いにいる人は，ただちに高台や

避難ビルなど安全な場所へ避難してください。

津波は繰り返し襲ってくるので，津波警報が解

除されるまで安全な場所から離れないでくだ

さい。

５ｍ～10ｍ 10ｍ

３ｍ～５ｍ ５ｍ

津 波 警 報 １ｍ～３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報 20cm～１ｍ １ｍ 表示しない

海の中にいる人は，ただちに海から上がっ

て，海岸から離れてください。津波注意報が解

除されるまで海に入ったり海岸に近付いたり

しないでください。

津波から命を守るためには，

○ 強い揺れ，弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたら →→→ すぐに避難

○ 揺れがなくても，津波警報を見聞きしたら →→→ すぐに避難

津波警報等の変更内容等について，詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

問合せ 鹿児島地方気象台防災業務課 ℡ 099-250-9919

総務課

６


