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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。

▲ 目  次 ▲

平成２４年１２月２０日号 発行 枕崎市

募 集

募 集

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お 願 い

啓 発

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

相 談

お知らせ

お知らせ

お知らせ

水道検針業務委託人を募集

市民「あいさつ運動」標語の募集

事業主・税理士等の皆様へ 電子申告（eLTAX）をご利用ください

市・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

平成 24 年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更の届出について

学校給食用物資納入「指定願」受付開始

工業統計調査にご協力ください

『年末警戒』を実施します

65 歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施

年金相談所開設のお知らせ

男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～

「さつまの味めぐり ～ふるさとお菓子の歳時記～」が発刊

調理師の皆様へ 平成 24 年度は，従事者届を提出する年です。

巡回知的障害者更生相談の実施について

110 番は，緊急通報電話です

交通事故・財産管理無料相談会を実施

新春特別展 ～枕崎の文化財展～

内鍋清掃センターへのごみの持ち込みについて（お願い）

子宮がん・乳がん検診を実施

２

３

４

５

６

７

８



市民「あいさつ運動」標語の募集

枕崎市では，青少年育成の日の前日を「市民あいさつ運動の日」と位置付けて，地域全体でこの運動を

展開しています。

市民一人一人があいさつすることをとおして，相互の融和を図るとともに，住みよいまちづくりができ

るようめざしています。

そこで，市民のみなさんから，明るく呼びかける「標語」を募集します。今年で，４回目となります。

優秀な作品については社会教育施設等に掲示し，広報啓発活動に幅広く活用したいと考えています。

みなさんのご協力をお願いいたします。

１ 作品の応募方法

  枕崎市教育委員会，各地区公民館，サン・フレッシュ枕崎に置いてある別紙様式１－２に標語及び必

要事項を記入のうえ，用紙の準備してある各施設に応募してください。

２ 作品の締切及び取扱い先

(1) 締 切

   平成 25 年１月 25 日（金）

(2) 取扱い先

   枕崎市教育委員会生涯学習課

３ 作品の選考

(1) 応募作品の選考は，選考委員会を設置して実施します。

(2) 最優秀作品については，社会教育施設等に掲示し，広報啓発活動に幅広く活用します。

４ 発表・表彰

(1) 発 表

  平成 25 年３月上旬（生涯学習フェスティバル時）

(2) 表 彰

   最優秀賞  各学年１点・一般１点

   優秀賞   各学年２点・一般２点

   優良賞   各学年２点・一般３点

   佳 作   各学年３点・一般３点

５ その他

(1) 応募作品は１人２点以内とし，自作・未発表のものとします。

(2) 入賞作品については，児童生徒の学校名・学年・氏名・一般の方の集落名等を公表したり，掲示し

たりすることがありますので，御了解ください。

(3) 応募作品の著作権は，枕崎市教育委員会生涯学習課に帰属し，応募作品は原則として返却しません。

生涯学習課

水道検針業務委託人を募集

希望者は，採用試験受験申込書を水道課管理係へ提出してください。

１ 職種・人員：水道検針業務委託人・１名

２ 応募資格 ① 昭和 33 年４月２日以降に生まれた方

② 市内在住で平成 25 年４月１日から勤務できる方

３ 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）

４ 応募締切：平成 25 年１月 24 日（木）午後５時 15 分までに必着

※ その他詳しいことについては，水道課管理係（℡72－0224）へお問い合わせください。

なお，採用試験の日程等については，後日応募者に連絡します。

水道課

２



事業主・税理士等の皆様へ 電子申告（eLTAX）をご利用ください。

市では，平成 24 年 12 月から eLTAX（エルタックス）を利用したインターネットによる電子申告の受付を開

始いたしました。

eLTAX は，会社や事業所のパソコンからインターネットを通じて申告等の手続ができ，複数の地方公共団体

への申告が一度にできるなど，事務の軽減に配慮したシステムです。どうぞご利用ください。

ご利用いただける手続

税  目 申 告 関 係 申 請 ・ 届 出 関 係

法人市民税 ・ 中間申告 ・ 法人設立／設置届出書

・ 確定申告 ・ 異動届

・ 修正申告 など

個人市・県民税 ・ 給与支払報告書 ・ 特別徴収義務者の所在地・名称変

更届出書・ 公的年金等支払報告書

・ 特別徴収に係る給与所得者異動届 など

固定資産税 ・ 全資産申告

（償却資産） ・ 増加資産／減少資産申告

・ 修正申告 など

※ 個人が行う市民税・県民税の申告にはご利用いただけません。

ご利用にあたっての準備と手続

eLTAX をご利用いただくために，事前に下記のものをご用意ください。

・インターネット，電子メールを利用できるパソコン

・電子証明書，電子証明書を使用するための IC カードリーダーライタ等

・利用届出 eLTAX ホームページにアクセスし，利用届出（新規）を行ってください。

詳しくは，eLTAX ホームページ〈 http:/www.eltax.jp/ 〉でご確認ください。

問合せ 税務課 課税係 ℡ ７２－１１１１（内線１５４）

税務課

平成 24 年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更の届出について

市では平成 25 年度の課税に向けて家屋の現況調査を行っていますが，把握もれを防ぐため，平成 24 年中

に家屋を取り壊された方や，売買等で家屋の所有権の変更のあった方は，税務課固定資産税係に届け出てく

ださい。

なお，法務局に登記されている家屋で滅失登記又は所有権移転登記の手続をされた方は必要ありません。

詳しくは，税務課固定資産税係（電話 72-1111 内線 156・157）にお問い合わせください。

税務課

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）の申告受付けを行います。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。

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
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『年末警戒』を実施!! 

火気を使用する機会が増加するこの時期，市民の皆様一人一人に，改めて防火意識を高めていただくとと

もに，火災の発生を防止するため,下記のとおり「年末警戒」を実施します。

寒さが厳しくなり，何かとあわただしいこの時期，明るい新年を迎えるため「火の用心」をお願いいたし

ます。

なお，期間中は市内各地域において，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。

１ 実施期間 平成 24 年 12 月 25 日(火)～12 月 31 日(月)

２ 実施機関 南薩地区消防組合枕崎消防署，枕崎市消防団

３ 重点要綱

(1) 住宅用火災警報器の設置促進

｢住宅用火災警報器｣が設置義務となっています。早急に設置しましょう。

(2) 暖房器具等からの出火防止

暖房器具の近くに燃えやすい物を置かない。

(3) 広報等による火災予防啓発

防災無線，車両等による広報。

(4) 放火防止

  家の周りに燃えやすい物を置かない。

「消すまでは 出ない行かない 離れない」

南薩地区消防組合 枕崎消防署・枕崎市総務課

学校給食用物資納入「指定願」受付開始

学校給食センターでは，平成２５年度学校給食用物資納入の「指定願」を受け付けています。

○主な物資は次のとおりです。

精肉・調味料・青果・生鮮食品・冷凍食品他

（米穀類・パン・牛乳等は対象といたしません。）

○指定願用紙は，学校給食センターにあります。

最新の検便証明書の写しを添付し，１月 25 日（金）までに学校給食センターに提出してください。

※ 問合せ先  枕崎市立学校給食センター 枕崎市中央町１８３番地４ 電話７２－３１４５

給食センター

４

工業統計調査にご協力ください

平成 24 年工業統計調査が，全国一斉に 12 月 31 日現在で実施されます。

この調査は，製造業を営む事業所を対象として，１年間の生産活動に伴う製造品の出荷額，原材料使用額

などを調査し，製造業の実態を明らかにすることを目的としています。

調査結果は，国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として使われるほか，企業，大学などでの研

究資料，小･中・高等学校の教材など，広く利用されています。

調査をお願いする製造事業所には，12 月下旬から１月上旬にかけて統計調査員が調査票を持ってお伺い

しますので，ご協力をお願いします。

なお，調査票に記入していただいた内容については，統計法に基づき秘密が厳守されますので，正確なご

記入をお願いします。

問合せ先 市役所企画調整課企画調整係 TEL 72－1111 内線 225･226

企画調整課



６５歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施

平成 24 年度の 65 歳以上結核レントゲン未受診者健診を次の日程で実施します。

今年度４月以降，市の受診歴等で未受診の方には個人通知いたします。法改正に伴い，対象者が６５歳以上

（昭和２３年３月３１日以前生まれ）の方のみとなっています。それ以外の方は市が実施する結核レントゲン

健診は受診できませんのでご注意ください。

○対象者 昭和 23 年３月 31 日以前に生まれた方で，平成 24 年４月以降結核レントゲン健診を受けていな

い方

○日程

場 所 時 間

１月９日（水）

妙見センター 9：30～10：10

サンフレッシュ枕崎 10：30～10：50

市民会館 11：10～11：40

別府センター 13：30～13：50

健康センター 14：10～14：50

○注意事項 レントゲン撮影の時は，ボタン・ファスナ－・金具・カラ－ペイント・刺しゅうをしたシャツ

等は着用しないでください。無地の服装だとそのまま撮影できます。またネックレスやエレキバ

ン等は，はずしておいてください。

○連絡先 枕崎市健康センター 電話 (７２)７１７６

健康課

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：１月８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。

○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

市民生活課

５



「さつまの味めぐり ～ふるさとお菓子の歳時記～」が

鹿児島県食生活改善推進員連絡協議会より発刊

郷土のお菓子も多様化する生活と加工食品の普及で忘れられつつありますが，また，一面では郷土のお菓

子を懐かしみ，知りたい，学びたいとの声が多く寄せられます。

今回，以前発刊された「さつまの味めぐり」を家庭で作りやすい分量のレシピに直し，再発刊されました。

内容は地場産の食材を使った かからん団子，ふくれ菓子，芋かりんとう，丸ぼうろなど四季おりおりの

お菓子の作り方が 90 種類紹介されています。

購入希望の方は電話でお問い合わせください。

価  格   1,000 円

問い合わせ 枕崎市食生活改善推進員連絡協議会（枕崎市健康センター内）電話 72－7176

健康課

男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～

自分のための自分の食事が作れるようになるために，簡単料理のコツを学びましょう。

健康のためには毎日の食事が大切です。

月 日：１月 17 日（木），１月 23 日（水），２月６日（水）の３回コース

午前 10 時から午後０時 30 分

会 場：城山センター  調理室

内 容：簡単な調理実習後，昼食として試食し，「バランスの摂れた食事」を体験します。

対象者：枕崎市内に居住の男性

参加費：200 円

持ってくるもの：エプロン・ハンカチなど頭をおおえるもの・筆記具（エプロンは貸し出し用もあります）

申し込み期限：１月 10 日（木）までに電話でお申し込みください。

申し込み先 枕崎市健康センター 電話 72-7176，72-1111(内線 415，416)

健康課

６

調理師の皆様へ  平成２４年度は，従事者届を提出する年です。

国民の食生活における外食依存傾向が強まる中，飲食店等において調理業務に従事する調理師の皆様が，

国民の健康に果たす役割はますます大きくなっています。このため，調理師の資質向上を目的とする研修事

業等を円滑に実施できるよう，調理師法に基づき，２年に１度「調理師業務従事者届」を提出していただい

ています。

○ 届出の必要な方は？

調理師免許を持っている方で，平成２４年１２月３１日現在において，鹿児島県内の寄宿舎，学校，病

院，事業所，社会福祉施設，介護老人保健施設，矯正施設，飲食店，その他多人数に飲食物を提供してい

る施設，魚介類販売業，そうざい製造業等で調理業務に従事している調理師の方々です。

○ 提出期限：平成 25 年１月 15 日（火）

○ 提 出 先：加世田保健所（南さつま市加世田村原２丁目１－１）

○ そ の 他：届出様式は，市健康センター又は加世田保健所に備付。または，県庁健康増進課ホームペー

ジから，ダウンロードできます。

○ 問合せ  県庁健康増進課（099‐286‐2111）／加世田保健所（53‐2315）

健康課



１１０番は，緊急通報電話です

枕崎署管内は平成 24 年４月駐在所の統廃合により，24 時間パトカーによる警戒体制を続けています。

事件事故など緊急を要する事案は 110 番を利用してください。

現在，110 番の約３割は，緊急を必要としない苦情，地理案内などが実情です。

管内では，深夜の忍び込み事件等が散発しているほか，緊急に対応する事案が日々発生しています。

緊急時は迷わず「慌てず」「焦らず」「落ち着いて」110 番通報してください。

※事件・事故以外の相談は，枕崎警察署の相談窓口または警察相談電話「♯９１１０」をご利用してくだ

さい。

問合せ 枕崎警察署 ℡ 72-0110

枕崎警察署

７

巡回知的障害者更生相談の実施について

療育手帳の（再）判定，保健指導・福祉制度援護相談など，巡回知的障害者更生相談をつぎのとおり実

施いたします。

日 時：平成 25 年１月 23 日（水） 午前 10 時から午後４時まで

場 所：枕崎市市民会館

注）特に，療育手帳の新規相談については対象者の育成歴等についての聞き取りを必要としますので，

育成歴について詳しい方の同席をお願いします。

※相談には予約が必要ですので，相談を希望される方は平成 25 年１月４日（金）までに福祉課（℡ 72-1111 

内線 470）へお申込ください。

福祉課

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１月 16 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   電話 099-253-0911

    南薩連絡所  南さつま市加世田唐仁原 1834-7  電話 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  電話 0993-53-5028

総務課

新春特別展 ～枕崎の文化財展～

枕崎市指定文化財を含む貴重な文化財を展示します。

郷土の歴史に関する資料を，ぜひご鑑賞ください。

会 期：平成 25 年１月５日（土）～１月 17 日（木）

会 場：南溟館（第一展示場）

観覧料：  無料

問合せ：  枕崎市文化資料センター南溟館 ＴＥＬ72‐9998

※月曜日は休館日です。

文化課



月日 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30～1/3 1/4 1/5

曜日 月 火 水 木 金 土 日 木 金 土

ごみの

種類
燃える 資源 燃える 資源

燃える

※
燃える 収集なし

燃える

※
燃える

地区 全域
枕崎

別府
全域

金山

桜山

立神

全域 全域
内鍋センター

休み
全域 全域

※変更に注意してください。

各地域のごみ集積所にも案内を貼り出しますので，ご確認ください。

市民生活課

８

内鍋清掃センターへのごみの持ち込みについて（お願い）

現在，内鍋清掃センターでは，古い建物の取り壊しと焼却炉の大規模な改修工事が行われています。

安全を第一に工事を進めておりますが，工事車輌の往来も多くなっており，ごみを持ち込む方が増えるこ

の時期，次の点に特に注意をお願いします。

①通常収集している家庭ごみは持ち込まず，地域のごみ集積所に決められた日に分別して出してくださ

い。

  また，枯葉や剪定クズで指定袋に入るものは「燃えるごみ」として出してください。

②持ち込み指定になっているごみ（粗大ごみなど）や草木についても，年明けでよいものは出来るだけ搬

入時期をずらしてください。

③２基ある焼却炉を交互に補修しているため，一時的に処理能力が落ちています。そのため，家庭で出来

る生ごみの水切りや徹底した分別によるごみの資源化を実践し，ごみを減らすことに引き続きご協力く

ださい。

④ごみを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。（内鍋清掃センターは 12 月 29 日まで操業し，搬入時間は午前 8時 30 分から午後 1時までとなっ

ています）

【年末・年始の集積所のごみ収集日程】

子宮がん・乳がん検診を実施

平成 24 年度の子宮がん・乳がん検診を下記の日程で実施します。健診希望調査にて申込みをされた方に

は個人に通知しますが，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下さい。

○対象  子宮がん検診：20 歳以上（平成５年３月 31 日以前に生まれた女性）

乳がん検診：40 歳以上（昭和 48 年３月 31 日以前に生まれた女性）

○日程  １月 15 日（火）～１月 18 日（金）・１月 21 日（月）～１月 23 日（水）

（15 日・21 日は午後のみ）

受付時間  午前－８：３０～９：００  午後－０：３０～１：００

○検診内容・料金  子宮がん検診内容：視診＋細胞診  料金：600 円★

乳がん検診内容：視触診＋乳房 X線撮影

☆ 乳房 X線撮影は 40 歳代が２方向，50 歳以降が１方向になります。

料金：視触診 400 円★

   乳房 X 線撮影【１方向】3200 円 【２方向】5400 円

※ 料金欄の★印については，以下の方は無料になります。

70 歳以上の市民，国民健康保険加入者・市民税非課税世帯・生活保護世帯で証明書を提示した方

○問い合わせ先  枕崎市健康センター  電話 （72）7176                健康課


