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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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枕崎市男女共同参画推進懇話会委員を募集

枕崎漁港使用料徴収委託人を募集

ＫＫＢで「夢紀行南薩摩」～36 代木村庄之助さんの故郷へ～が放送されます

平成 24 年度「福祉の職場就職面談会」参加者募集

生涯学習成果展の作品を募集

サン・フレッシュ枕崎主事募集

確定申告会場開設のご案内

無料人権相談所を開設

県民税及び国保税並びに後期高齢者医療保険料の申告受付けについて

第 27 回老人クラブ芸能大会が開催されます

食生活改善推進員によるクッキング教室

特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

年金相談所開設のお知らせ

県立南薩擁護学校「第 19 回ふれあい作品展」開催

平成 24 年度県・市町合同公売会

県では，低線量 CT による肺がん検診費用の一部助成を行っています。

平成 25 年４月１日から高年齢者雇用安定法が一部改正され，施行されます

鹿児島県の最低賃金が改正されました。

ふれあい図書館まつりを開催

交通事故・財産管理無料相談会を実施

公的年金受給者の確定申告説明会

塩浜グラウンドの改修工事終了及び利用開始について
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※ 平成 25 年２月 11 日，枕崎市立病院で小児科を受診します。



枕崎市男女共同参画推進懇話会委員を募集

本市における女性問題の現状を把握し，男女共同参画に関する施策の企画及び維持に資するため枕崎市

男女共同参画推進懇話会委員を募集します。

懇話会委員は，男女共同参画を推進するために必要な事項を調査審議し，市長に提言を行うものです。

応募資格：20 歳以上で市内に住所を有する方，男女共同参画に興味を持っている方

募集人員：８名（男女問いませんが応募者多数の場合は抽選となります）

任 期：平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで

応募方法：お名前，生年月日，住所，連絡先を電話又は Fax でご連絡ください（書式は問いません）

募集期限：平成 25 年１月 18 日（金）から３月１日（金）まで

申込み先：枕崎市役所企画調整課 ℡ 72-1111（内線 460） Fax 72-9436        企画調整課

市政モニターを募集

市では，市民の意見や要望を市政に反映し，よりよい市政を推進するため，次の要領で市政モニターを

募集します。

○市政モニターの主な業務

(1) 市政に対する提言     (2) 市政に関連する地域問題の通報

(3) 市政に対する相談・照会  (4) 市からの照会に対する回答

○任 期：平成 25 年４月から２年間

○応募資格：市内居住者で，20 歳以上の方（地方公共団体の議会の議員，常勤の公務員を除く。）

○応募方法：電話又はＦＡＸで住所，氏名，電話番号を総務課秘書広報係（℡72-1111）へご連絡ください。

○応募期限：２月 20 日（水）必着                            総務課

２

枕崎漁港使用料徴収委託人を募集

枕崎漁港の使用料徴収委託人を次のとおり募集します。応募者は,履歴書（総務課備え付けのもの）を総

務課職員係に提出してください。

採用人員：１人

応募資格：枕崎市内に在住し，心身ともに健康な者で，昭和 28 年４月２日以降に生まれた者

選考方法：作文試験・面接試験・健康審査

応募締切：平成 25 年２月 18 日(月)午後５時 15 分まで

試 験 日：平成 25 年２月 22 日(金)午後１時 30 分から

試験会場：枕崎市水産センター ２階会議室

業務内容：枕崎漁港に入港する漁船，船舶及び野積場の使用料徴収

勤 務 日：年中(土曜日・日曜日・祭日及び年末年始を含む)

雇用期間：委託契約以降平成 26 年３月 31 日まで(以後は業務遂行能力等総合的に判断し，１年毎に委託

契約を締結する)

業務開始日 平成 25 年４月１日

※その他詳しいことは，水産商工課(℡73－1092)へお問い合わせください。        水産商工課

ＫＫＢ鹿児島放送で「夢紀行南薩摩」～３６代木村庄之助さんの故郷へ～が放送されます

ＫＫＢ鹿児島放送の番組「夢紀行南薩摩」において，薩摩酒造特番として枕崎市の立神相撲が紹介され

る予定です。ぜひ，ご覧ください。

放送予定日：２月２日(土)15 時～16 時

番 組 名：「夢紀行南薩摩」～３６代木村庄之助さんの故郷へ～

○番組内容

北京五輪のメダリスト宮下純一さんと大相撲の立行司、36 代木村庄之助さんが枕崎を訪れます。そして

地元の方々の紹介で焼酎を飲みながら庄之助さんと語り合います。宮下さんは枕崎や南薩摩の人、海の幸、

焼酎などを通して枕崎に魅せられていき，立神相撲に参加することになります。

※内容が変更になる場合や，緊急報道などにより放送されないこともありますので，予めご了承ください。

総務課



平成 24 年度「福祉の職場就職面談会」参加者募集

福祉職場の人材確保と就職希望者の求職活動を支援するため，福祉職場の人事担当者と就職希望者との就

職面談会を開催します。参加費は無料で，事前の予約も必要ありませんので，ぜひご参加ください。

日 時：平成 25 年２月７日（木） 13：00～16：00（受付 12：30～）

場 所：鹿児島サンロイヤルホテル２階 太陽の間 鹿児島市与次郎１丁目８番 10 号

対 象：一般求職者，大学・短大・専門学校等の最終学年在学生

内 容：就職面談会，求職登録相談，情報提供 など

問合せ 鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター ℡ 099-258-7888          福祉課

３

生涯学習成果展の作品を募集

生涯学習フェスティバル（３月 10 日，市民会館で開催）の一環として，本年度，生涯学習講座や自主学

習グループ，個人等で学習した作品による学習成果展を開催します。多数の皆様の出品をお願いします。

出 品 点 数 ：原則として１人１点

申し込み方法：２月 21 日（木）までに出品申込書を市民会館へ提出する。但し，市民会館は第３日曜日

が休館日です。

※申込書は市民会館，各地区館，サン・フレッシュ枕崎に置いてあります。

展 示 会 場 ：市民会館

展 示 期 間 ：３月９日（土）～３月 10 日（日） 午前８時 30 分～午後５時 00 分

作 品 搬 入 ：３月８日（金）出品者が市民会館へ直接搬入，展示を行う。

問合せ 市民会館 ℡ 72-2221

※今回は講演と映画上映があります。

講師 さめじまボンディングクリニック院長 鮫島浩二 氏（枕崎市出身）

映画 「うまれる」 上映                             生涯学習課

サン・フレッシュ枕崎主事募集

サン・フレッシュ枕崎の主事を次のとおり募集します。希望者は，履歴書を枕崎市シルバー人材センター

事務局（中央町６番地）へ提出してください。

職 種：主事（事務職）

募集人数：１名

応募資格：(1)昭和 23 年４月 1日から昭和 28 年３月 31 日までの間に生まれた方

(2)枕崎市内に居住している方

(3)平成 25 年４月１日から勤務可能な方

選考方法：作文試験，面接試験，健康診査（合格者のみ）

応募締切：平成 25 年２月 18 日（月）午後５時まで

※試験の日時，場所は後日応募者に連絡いたします。

問合せ 枕崎シルバー人材センター ℡ 72-6689                    生涯学習課

確定申告会場開設のご案内

次のとおり確定申告会場を開設します。ただし，土・日曜日及び祝日を除いて，午前９時から午後４時ま

でです。

○知覧税務署：２月 18 日(月)から３月 15 日(金)まで

○南薩地域地場産業振興センター：２月 26 日(火)及び２月 27 日(水)

※例年，一日目は大変混雑しますので，数時間お待ちになる場合があります。なるべく，午後または二

日目のご来場をお勧めします。

※医療費控除を受ける場合，医療費の領収書（コピー不可）を「人」「病院（入院・退院）」「薬局」ごと

に分けて計算してください。

問合せ 知覧税務署 ℡ 0993-83-2411（自動音声案内）                   税務課



第 27 回老人クラブ芸能大会が開催されます

高齢者の方々が，自らの健康づくり，生きがいづくりのために各地域で歌や踊りの練習をしています。そ

の成果を発表する芸能大会を開催します。

温かいご声援が老人クラブ会員の励みになります。ご近所お誘い合わせのうえご観覧ください。多数の皆

様のご来場を心からお待ちしております。

日 時：平成 25 年２月 28 日（木） 13：00 から

会 場：市民会館大ホール

問合せ 枕崎市社会福祉協議会 ℡ 72-7450

福祉課

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：２月 21 日（木） 午前 10 時から午後 3時

場 所：市民会館第３会議室

相談内容：家事事件，借地借家事件，一般民事事件，刑事事件，農地事件，その他一般法律問題等の相談

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

４

平成 25 年度市・県民税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料の申告受付けについて

平成 25 年１月 18 日(金)から２月 15 日(金)までの日程で，平成 25 年度の市・県民税及び国民健康保険

税並びに後期高齢者医療保険料に係る所得（平成 24 年中の所得）の申告受付けを開始しています。対象と

なる方は申告をしてください。

なお，国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている方は，全員申告が必要です。ただし，確定

申告をされる方等は市・県民税申告等を省略できます。

また，確定申告の必要な方は，別紙綴込みの日程により相談を受け付けます。

詳細については，別紙をご覧ください。

※ 今回から個別に申告案内文書は送付いたしませんので，申告の日程については十分ご注意ください。

税務課

食生活改善推進員によるクッキング教室 ～健康づくりについて一緒に考えましょう～

食を通して楽しみながら健康づくりを考えてみませんか。今回は「バランスのとれた昼食」と「ふくれ菓

子」を作ります。ぜひご参加ください。

日 時：２月８日（金） 午前 10 時から午後１時

会 場：健康センター 調理室

内 容：調理実習，試食

対 象 者：枕崎市内に居住の方 20 名

参 加 費：材料費として 200 円

申込期限:２月４日（月）までに電話で申し込んでください。

申 込 先：枕崎市健康センター ℡ 72-7176，72-1111(内線 415，416)

※エプロン・三角巾をご持参ください。

健康課



５

特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

建設課では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。

募集方法：随時

募集戸数：３戸   （構造，建設年度，敷金など）

      ①若葉住宅１号（枕崎市若葉町１６６番地・家賃 58,000 円）

      （耐火造平屋建  平成８年 間取り ３ＬＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

②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）

      ③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）

入居資格：(1) 自ら居住するため，住宅を必要としていること。

      (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の合計所得月額が 15 万８千円以上 48 万７千円以下であること。

      (4) 本市に居住し，又は勤務場所を有し，かつ，独立の生計を営んでいる者であること。

     (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

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：２月 19 日（火）午前 10 時～午後３時（次回の開設は３月 19 日（火）の予定です）

◇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。

○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。

・１月 22 日（火） 南さつま市役所２階スタジオ 21  ・１月 29 日（火） 南九州市頴娃支所

・２ 月 ５ 日（火） 指宿市中央公民館

市民生活課



「平成 24 年度県・市町合同公売会」

県税や市町村税の滞納により差押えを行った物件について，県と市町の合同公売会を開催します。

皆さまのご来場をお待ちしています。

日 時：平成 25 年１月 25 日（金） 午前９時開場 午前９時 40 分入札開始

場 所：かごしま県民交流センター２階大・中ホール，展示ロビー 鹿児島市山下町 14-50

公売予定物件：焼酎，日用品，雑貨品など

公売の方法 ：入札またはせり売りによる

参加される場合，事前の申し込みは不要ですが，身分証明書，印鑑，購入代金が必要になります。詳しく

は，県ホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/24goudoukoubai.html）をご覧いただくか，下

記までお問い合わせください。

問合せ 鹿児島地域振興局 納税課 特別滞納整理班 ℡ 099（805）7216 FAX 099（805）7402

税務課

県立南薩擁護学校「第 19 回ふれあい作品展」開催

県立南薩擁護学校には，小学部から高等部まで，計 101 名の児童生徒が在籍し，豊かな自然あふれる金峰

の地で，日々いろいろな学習活動に取り組んでいます。学習活動のかなで生まれた様々な作品を多くの方に

ご覧いただくために，第 19 回ふれあい作品展を開催いたします。日ごろ児童生徒の学習活動の様子を是非

ご覧ください。

期 間：平成 25 年２月８日（金）～２月 15 日（金）

場 所：タイヨー枕崎店（ベリーマッチ側入口）

【展示時間】

２月８日 16：30 ～ 22：00

２月９日 ～ ２月 14 日 ９：30 ～ 22：00

２月 15 日 ９：00 ～ 15：00

問合せ 鹿児島県立南薩擁護学校 〒899-3403 南さつま市金峰町尾下 326 番地

℡ 0993-77-0100 Fax 0993-77-0552 担当 松下

総務課

６

県では，低線量 CT による肺がん検診費用の一部助成を行っています。

肺がんによる死亡は，本県のがんによる死因の第１位で，増える傾向にあります。そのため県では，肺が

んの早期発見に有効とされている，低線量 CT による肺がん検診を，多くの方に受診していただけるよう検

診費用の一部を助成しております。

対 象 者：県内に住所を有する 50 歳以上の方

※肺がん治療中や治療後の方，精密検査目的の方を除きます。

検診費用：3,150 円（通常の検診費用の 3割以下の額です。）

受診定員：8千人

受診するには県と契約した一次検診機関であればどこでも受診できます。直接，受診を希望される場合は，

一次検診機関に電話等でご予約・お問い合わせしてください。受診の際は，住所と生年月日が確認できる書

類（運転免許証など）をお持ちください。

※一次検診機関になっている医療機関等については，県庁健康増進課又は枕崎市健康センターへお問い合わ

せください。県への申込み・手続きは不要です。

○枕崎市の一次検診機関（小原病院，サザン・リージョン病院）

問合せ 県庁健康増進課 ℡ 099-286-2721  枕崎市健康センター ℡ 72-7176
健康課



鹿児島県の最低賃金が改正されました。

【鹿児島県最低賃金が平成 24 年 10 月 13 日より時間額 654 円に改正されました。】

鹿 児 島 県 最 低 賃 金

（地域別最低賃金）

最低賃金額
効力発生日

時間額（円）

654 平成 24 年 10 月 13 日

【鹿児島県の特定（産業別）最低賃金が次のように改正されました。】

特定（産業別）最低賃金 最低賃金額
効力発生日

産業名 時間額（円）

百貨店，総合スーパー 680 平成 24 年 12 月 8 日

自動車（新車）小売業 724 平成 24 年 12 月 19 日

電子部品・デバイス・電子回

路，電気機械器具，情報通信

機械器具製造業

700 平成 24 年 12 月 21 日

◇ 鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適用されます。ただし，特定（産業別）

最低賃金の産業に該当する場合は，当該最低賃金も適用されます。

◇ 最低賃金は，臨時，パート，アルバイトなどすべての労働者に適用され，使用者は労

働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

◇ 最低賃金には，次の賃金は算入されません。

（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

（2）一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

（3）時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

（4）精皆勤手当，通勤手当，家族手当

※最低賃金に関するお問い合せ先

・鹿児島労働局賃金室 ℡ 099-223-8278 ・鹿児島労働基準監督署 ℡ 099-214-9175

・鹿児島労働局・労働基準監督署 http://kagoshima-roudoukyoku.isite.mhlw.go.jp/

・最低賃金テレホンサービス ℡ 099-223-8881

水産商工課

７

平成 25 年４月１日から高年齢者雇用安定法が一部改正され，施行されます！

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）が改正され，労使協定により継続雇用

をする対象者を限定する基準を設けることはできなくなります。平成 25 年４月１日から，国内のすべて

の企業は下記のいずれかの対応が求められます。

① 65 歳以上への定年の引き上げ

② 希望者全員を 65 歳まで継続して雇用する制度の導入

③ 定年の定めの廃止

※詳しくは鹿児島労働局 職業安定部 職業対策課（℡:099-219-8712）または,ハローワーク加世田

（℡:0993-53-5111）へお問い合わせください。

水産商工課



８

ふれあい図書館まつりを開催

枕崎市立図書館では，読み聞かせや紙芝居，読書講演などを通じてお話の楽しさを体験し，読書への関心

や興味を高めてもらうために「ふれあい図書館まつり」を開催します。

どなたでも楽しめる内容ですのでお気軽にお越しください。

日 時：２月 17 日（日）午後１時半～午後３時（受付は午後１時から）

場 所：サン・フレッシュ枕崎

内 容：読書講演会 講師 黒瀬圭子さん「子どもに本を届ける人のために ～選書の大切さ～」おはな

しの部屋等

問合せ 文化課図書館係 ℡ 72-9254

文化課

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２月 20 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

公的年金受給者の確定申告説明会

収入が公的年金のみの方を対象に，次の日程で説明会を開催します。確定申告時期になりますと大変混雑

しますので，この機会をご利用ください。なお，作成された申告書は，当日提出をお願いします。

場 所：枕崎市市民会館(２階第１会議室)

日 時：２月７日（木） 午前の部 ９時～11 時  午後の部 13 時～15 時

※公的年金収入のある方の確定申告について

公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下で，かつ，公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０

万円以下である場合には，所得税について確定申告書の提出は不要です。（この場合であっても，医療費控除

等による所得税の還付を受けるための申告書を提出することはできます。）ただし,所得税の確定申告書の提

出が不要な方であっても，住民税申告は必要です。

詳しくは，国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧いただくか，最寄りの税務署へご相談く

ださい。

問合せ 知覧税務署 ℡ 0993-83-2411（自動音声案内）

税務課

塩浜グラウンドの改修工事終了及び利用開始について

塩浜グラウンドのフィールドとトラックの段差解消等のための改修工事が１月末で終了します。２月１日

から塩浜グラウンドの利用を開始いたします。長い間ご迷惑をおかけしました。

問合せ 教育委員会保健体育課（℡72-0170）又は総合体育館（℡72-1116）

保健体育課


