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巡回児童相談を実施

年金相談所開設のお知らせ

７月 25 日から 31 日までは「男女共同参画週間」です

夏期における水難事故の防止について

平成 24 年度 交通事故に係る弁護士相談について

自動車事故による貸付金制度の案内

交通事故無料相談会を実施

放送大学10月入学生募集

旧：壽屋・桜デパート・アヅマヤ百貨店の商品券をお持ちの皆様へ

引揚者並びにご家族の皆様へ

第 57 回枕崎市少年野球大会出場チームを募集

ライトダウンキャンペーンの実施について

ごみの野焼きは禁じられています

源泉所得税の納期の特例と納付について

平成 24 年度住民税の控除が変更になりました

県税の減免について

平成 24 年度家畜商講習会を開催

鹿児島県知事選挙が行なわれます

日本脳炎の予防接種についてのご案内

複合健診を実施

海の日環境美化活動の参加者を募集いたします

ふるさと美化活動(７月１日)の実施について

今夏における節電へのご協力のお願い

「自然花七夕まつり」の開催のお知らせ

プール・キャンプ場オープン情報

「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」の作品募集

私たちの郷土を担う高校生に求人を！

夏の「郷土に学び・育む青少年運動」

県立宮之城高等技術専門校入校生募集

国税庁からのお知らせ

犬・猫は適正に飼いましょう ～犬の放し飼いは違法です～

ペットボトルのキャップは必ずはずしてください

枕崎市営住宅の入居者を募集します
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「三島村体験隊」 ～今給黎教子校長と海を満喫しませんか～募集
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年金相談所開設のお知らせ

平成 24 年度から混雑と待ち時間の解消をはかるために『完全予約制』になりました！

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。

○日 時：７月 24 日（火）午前 10 時～午後３時

○場 所：市民会館２階 第１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などを受けるための請求ができます。

・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。

・年金受給者の死亡に伴う手続きなどができます。

・「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。）

近隣市での相談日は次のとおりです。

・６月 26 日（火） 南九州市ちらん夢郷館    ・７月３日（火）指宿市中央公民館     

・７月 10 日（火） 南さつま市役所スタジオ２１

市民生活課

巡回児童相談を実施

１． 相談日時  ７月 10 日（火）・11 日（水） 午前 10 時～午後４時

２． 場  所  枕崎市市民会館

３． 相談内容  

① 18 歳未満の児童に関すること

養護相談…保護者の死亡，入院等家庭環境上問題を有する児童のこと

保健相談…未熟児，虚弱児，小児喘息，その他の疾患を有する児童のこと

障害相談…知的障害，肢体不自由，言語視聴覚障害，重症心身障害，自閉症に関すること

育成相談…反抗・家庭内暴力等性格行動上の問題，学業・職業適性，家庭内におけるしつけ・遊

び・不登校（園）に関すること

非行相談…家出・盗み・傷害など問題行動のある児童に関すること

その他の相談…療育手帳の（再）判定，特別児童扶養手当等の診断に関することなど

② 18 歳以上の知的障害者で療育手帳等に関する相談

※ 相談には予約が必要ですので，相談を希望される方は６月 22 日（金）までに福祉課（電話 72-1111

内線 470）へお申込みください。                          福祉課

２

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，男女共同参画について関心と理解を深め，積極的に男女

共同参画の推進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



平成 24 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。

場所・申込先 相談日 相談時間

県庁 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

（代表）099-286-2111 内線 2526･2527

（直通）099-286-2526

平成 24 年７月 10 日（火）

平成 24 年 11 月 29 日（木）

平成 25 年２月 28 日（木）

午後１時から

午後４時まで

総務課

３

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，21 件の水難事故が発生して 10 人が亡くなっています。このう

ち，海での死者が８人でした。

期間中，水難事故が最も多かったのは「海」で，18 件も発生しております。

また，行為別では「魚釣り（貝採り）」が９件（うち死者４名）で最も多く，次に「水遊び」の４件（う

ち死者３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

自動車事故による貸付金制度の案内

独立行政法人自動車事故対策機構では，交通遺児等への育成資金の無利子貸付を行っています。これは，自

動車事故が原因で死亡した方，または重度の後遺障害が残った方のお子様で，0 歳から中学生を対象に無利子

で貸し付ける制度です。

なお，自動車事故による重度の後遺障害者には介護料の支給制度もあります。

詳細についてはお問い合わせください。

問合せ 自動車事故対策機構 交通事故被害者ホットライン ℡ 0570-000738          総務課

交通事故無料相談会を実施

ＮＰＯ法人個人財産管理協会では，次の日程で交通事故無料相談会を実施します。

日時：平成 24 年７月 18 日（水）  午前９時～正午

場所：枕崎市市民会館

内容：交通事故による損害賠償，後遺障害等，事故被害者のお悩み事全般成年後見・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。

相談会当日，会場にお越しできない方や，お急ぎの方は，相談日以外の日でも無料にて電話，面談にて

ご相談承ります。

連絡先 南さつま市加世田唐仁原 1834‐7   ℡０９９３－５３－５０２８（担当 宮園政美）

予約   月曜日～金曜日  9：00～21：00

電話相談 月曜日～金曜日  10：00～17：00                         総務課



旧：壽屋・桜デパート・アヅマヤ百貨店の商品券をお持ちの皆様へ

旧株式会社壽屋（寿屋），桜デパート，アヅマヤ百貨店が発行した商品券について，資金決済に関する法

律に基づき，発行保証金の還付手続を行います。

１．申出受付期間 平成 24 年８月 24 日(金)（消印有効）まで

２．申出方法

債権の申出は郵送のみで受付をしています。申出書，商品券等を九州財務局に郵送してください。

申出書は，九州財務局のホームページ（http://kyusyu.mof.go.jp/）等から入手できます。

詳細については，九州財務局までお問い合わせください。

問合せ 〒860-8585 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号

九州財務局 理財部 金融監督第三課 ℡ 096-353-6351（内線 3244，3243）

水産商工課

放送大学 10 月入学生募集

放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい，

学びを楽しみたいなど，様々な目的で，幅広い世代の方が学んでいます。

ただいま平成 24 年 10 月入学生を募集しています。詳しい資料を無料で送付いたしますので，お気軽にお

問合わせください。

○ 募集学生の種類

【教養学部】 ・ 科目履修生（６ヶ月在学し，希望する科目を履修）

・ 選科履修生（１年間在学し，希望する科目を履修）

・ 全科履修生（４年以上在学し，卒業を目指す）

【大学院】  ・ 修士科目生（６ヶ月在学し，希望する科目を履修）

            ・ 修士選科生（１年間在学し，希望する科目を履修）

○ 出願期間  平成 24 年６月 15 日～平成 24 年８月 31 日（インターネット出願も６月１日から受付開始）

○ 資料請求（無料）

問合せ 〒892－8790 鹿児島市山下町 14－50（かごしま県民交流センター西棟４階）

放送大学鹿児島学習センター    電話 (099)239－3811 FAX(099)239－3841

放送大学ホームページ http://www.u-air.ac.jp

  生涯学習課

４

引揚者並びにご家族の皆様へ

税関では，終戦後，外地から引き揚げて来られた方々からお預かりした通貨や証券類をお返ししています。

お返しする通貨等は次のものです。

１．終戦後，外地から引き揚げて来られた方々が，上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証券など

２．外地の終結地において，総領事館，日本人自治会などに預けられた通貨・証券などのうち，その後日

本に返還されたもの

お預かりした通貨等の半数以上は返還のお申し出がなく，現在も税関に保管されたままになっています。

これらの返還については，ご本人だけでなく，ご家族の方も請求することができます。お心当たりの方は，

お気軽に税関へお問い合わせください。

問合せ 〒850-0862 長崎市出島町１番 36 号 長崎税関監視部統括監視官（第１部門）

℡ ０１２０-８２８-６８０ ホームページ http://www.customs.go.jp/nagasaki/

総務課



５

第 57 回枕崎市少年野球大会出場チームを募集

第 57 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 24 年７月 28 日（土）～７月 29 日（日）※予備日  ７月 30 日（月）～７月 31 日（火）

場 所：市営野球場及び市営グランド（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 10 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：７月 26 日（木）午後６時 30 分から

び 抽 選 会 ※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

ごみの野焼きは禁じられています

最近，「近所でごみを燃やして困っています」という苦情が寄せられています。

また，畑の草などを燃やした時に出る煙が，家の中に入って来るなどの苦情も寄せられています。

ごみを屋外で燃やしたり，みだりに捨てたりすることは法律で禁じられており，畑の草などを燃やす場合

でも，付近の住宅の方へ十分な配慮をお願いします。

また，やむを得ず刈った草を燃やさなければならない場合は，風向きなどに十分注意し，事前に消防署へ

の報告を行ってください。

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。10 年目の今年は節目の年として，特別実施日である６月 21

日（木）夏至ライトダウンと７月７日（土）七夕ライトダウンが実施されます。

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（木），７月７日（土）の夜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，便宜設定していただいて結構です。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



平成 24 年度住民税の控除が変更になりました

地方税法等の改正により，平成 24 年度の住民税から次の事項が変更になりました。

○ 扶養控除の見直し

１ 16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除（33 万円）について，廃止することとされました。

２ 16 歳以上 19 歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分（12 万円）を廃止し，扶養控除の額

を 33 万円とすることとされました。

○ 寄付金税額控除の適用下限額の引き下げ

寄付金税額控除の適用下限額を，5,000 円から 2,000 円に引き下げることとされました。

詳しくは，下記までお問い合わせください。

問合せ 税務課 課税係 ℡ 0993-72-1111 内線（154・155）

税務課

源泉所得税の納期の特例と納付について

給与などの支払の際に徴収した所得税（以下「源泉所得税」といいます。）は，給与などを支払った月の

翌月10日までに納付しなければなりませんが，納付すべき税額がない場合であっても，翌月10日までに納付

書（給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書）を税務署へ提出していただく必要があります（ｅ‐Ｔａ

ｘ（国税電子申告・納税システム）の利用又は郵送等による提出もできます。）。

また，給与の支給人員が常時10人未満の事業所では，一定の手続をすることにより，源泉所得税の納付を

年２回で済ませることができる源泉所得税の「納期の特例」制度があります。

具体的には，次表を参照してください。

源泉所得税の納期の特例制度

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 10 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。

知覧税務署（電話０９９３－８３－２４１１）※自動音声案内

税務課

６

県税の減免について

地震，火災，風水害などの災害により損害を受けた方々には，税金を軽減したり，徴収を猶予するなどの

方法があります。

県税につきましてご不明な点がありましたら，鹿児島地域振興局課税課・自動車税課，お近くの地域振興

局県税課又は支庁県税課にご相談ください。ご相談は，電話でも結構です。

名称 電話番号 名称 電話番号

鹿児島県地域振興局

  課税課（個人事業税）

     （不動産取得税）

     （産業廃棄物税）

自動車税課

099-805-7470

099-805-7224

099-805-7231

099-261-5611

北 薩 地 域 振 興 局 県税課 0996-25-5202

姶良・伊佐地域振興局 県税課 0995-63-8126

大 隅 地 域 振 興 局 県税課 0994-52-2093

熊 毛 支 庁 県税課 0997-22-0006

0997-22-0063

南 薩 地 域 振 興 局 県税課 0993-52-1315

0993-52-1317

大 島 支 庁 県税課 0997-57-7225

0997-57-7229

税務課



『生かそう一票 わたしの鹿児島』鹿児島県知事選挙が行なわれます。

投 票 日 ７月８日（日）  投票時間 午前７時～午後６時

※道野，真茅，下山，金山，木口屋，田布川の投票所の投票時間は，午前 7時から午後５時までです。

投票日に仕事や旅行，レジャー等の予定がある方は，期日前投票を利用しましょう。

《 期 日 前 投 票 》

日 時  ６月 22 日（金）～７月７日（土） 午前８時 30 分～午後８時

場 所  市役所北別館１階会議室

問合せ 枕崎市選挙管理委員会 ℡72-1111（内線310）

選挙管理委員会

７

平成 24 年度家畜商講習会を開催

家畜商の免許取得には，県が年一回開催する家畜商講習会の受講が必要です。家畜の取引に関する法令，

家畜の品種及び特徴，家畜の悪癖・機能障害及び疾病についてです。

１ 開催日時  平成 24 年７月 31 日(火)～８月１日(水) 午前９時～午後５時

２ 開催場所  鹿児島県市町村自治会館(401 号室)

３ 申請手続き

①提出書類 受講申請書に 3,300 円分の収入印紙及び 6 ヶ月以内撮影の写真を貼付し，必要事項を記載

押印のうえ提出。

②提出先及び問合せ先

       鹿児島県農政部畜産課中小家畜係

       〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号  ℡ 099-286-3224

③提出期限  平成 24 年７月２日(月)必着                       農政課

日本脳炎の予防接種についてのご案内

平成７年６月１日～平成 19 年４月１日生まれの方は，生後６カ月から 20 歳未満の間，いつでも日本脳炎の

定期予防接種を受けることができることになりました。

日本脳炎の予防接種後に重い病気になったことをきっかけに，平成 17 年度から平成 21 年度まで，日本脳炎

ワクチンの予防接種のご案内を行いませんでした（いわゆる「積極的勧奨の差し控え」）。

その後新たなワクチンが開発され，現在は日本脳炎の予防接種を受けられるようになっています。このため，

平成７年６月１日～平成 19 年４月１日に生まれた方は，平成 17～21 年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会

を逃していることがありますので，接種を受けていただくようお願いします。（平成 14 年４月２日～平成 17

年４月１日生まれの方で，日本脳炎第１期接種が完了していない方にはすでに通知しています。）

２期接種について（９歳以上の者）

２期接種のご案内については，未定です。なお，平成７年６月１日～平成 19 年４月１日生まれの方の２期接

種は，１期接種終了後６日以上の間隔をおけば実施できますが，通常，１期接種の終了後，おおむね５年の間

隔をおいて実施するものであり，この間隔を参考にすることが望ましいとされています。予診票は健康センタ

ーに用意していますので接種を希望する方は取りにきて下さい。

日本脳炎の予防接種の，標準的な接種スケジュール

１期接種（計３回） ３歳のときに２回（６～28 日の間隔をおく）

その後おおむね１年の間隔をおいて（４歳のときに）１回

２期接種（１回）  ９歳のときに１回

問合せ  健康センター《電話７２－７１７６》へご連絡ください                健康課



８

複合健診を実施

平成24年度の複合健診（前半）を下記の日程で実施します。次の検診（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）が同日に受診できます。一

日で各健診が受けられるよい機会ですのでぜひ都合をつけておいでください。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

い方や通知が届か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 昭和48年３月31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（月） 岩戸・木原・美初

健康センター

午前８時

～

午前 10 時

７月３日（火） 山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町

７月４日（水） 新町・宮前町・日之出町・泉町

７月５日（木） 恵比須町・旭町・中町

７月 10 日（火）折口町・西本町・住吉町・千代田町・石ヶ嶺・桜木町

市武道館

（総合体育館

の隣）

７月 11 日（水） 亀沢・高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟

７月 12 日（木） 塩屋・田中・火之神・牧園

７月 13 日（金） 大堀・下野原

７月 17 日（火） 大塚・春日・田畑

７月 18 日（水） 木場・木場住宅・水流・岩崎・富岡・潟山

７月 19 日（木）
下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵・

西堀・篭原

７月 20 日（金） 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

胃がん検診
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

前立腺がん検診
血液中の腫瘍マーカー（ＰＳＡ）を測定し，前立腺の病気

の有無を調べます。
1,860 円

腹部超音波検診
超音波を使って，肝臓・膵臓・脾臓・胆のう・腎臓の状態

を調べます。
2,000 円

肝炎ウイルス検診
肝炎ウイルス（Ｂ・Ｃ型）に感染していないかを，血液検

査で調べます。
900 円

※１

大腸がん検診
容器を持ち帰り，自宅で採便します。その便から潜血反応

を調べます。
400 円

※１

歯周疾患健診 むし歯や歯周疾患などがないか，口腔内の状態をみます。 無料

※１ 70歳以上の方，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となります。

（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。

☆ 肝炎ウイルス検診・大腸がん検診については，下記の生年月日生まれの方は，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46年4月2日～昭和47年4月1日  昭和41年4月2日～昭和42年4月1日

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日  昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

昭和26年4月2日～昭和27年4月1日                    健康課



海の日環境美化活動の参加者を募集いたします

今年も「海の日」に海の日環境美化活動を開催いたします。また，枕崎漁港内港にＥＭ団子（約 6,000 個）

の投入も計画しています。市民の皆さんの参加ご協力をお願いします。

日   時 平成 24 年７月 16 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）

産業廃棄物 粗大ごみ・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。

※中止の場合には当日（16 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。また、ゴミ袋・軍手はこちらで準備いたします。                水産商工課

９

ふるさと美化活動(７月１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参加・協力のもと，７月 1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，各公民館の都合で，別の日に行うところもありますので確認してください。

美化活動で出たごみの持ち込みについては次のとおりです。

【内鍋清掃センターへの持ち込み時間】

７月１日(日)午前８時～12 時（午前中） （予備日）７月８日(日)午前８時～12 時（午前中）

※時間を厳守してください。

※粗大ごみなどを取り組まれる公民館は，混雑を避けるため，必ず分別して積み込んでください。

※この日は，通常の一般家庭ごみの受入は出来ませんので，決められた日に出してください。

市民のみなさんのご協力をお願いいたします。                     市民生活課

今夏における節電へのご協力のお願い

日頃より節電にご協力いただき，誠にありがとうございます。

九州電力株式会社では，電力供給力確保のため最大限の努力を行なっているところですが，今夏は，供給

力が不足し電力需給はきわめて厳しい状況となることが予想されます。

このため，需給ひっ迫が予想される７月２日（月）から９月７日（金）の平日（お盆期間の８月 13 日か

ら 15 日を除く）の９時から 20 時については，一昨年から▲10％以上の使用最大電力の節電にご協力をお願

いいたします。

お客さまには，ご不便とご迷惑をお掛けし，誠に申し訳ございませんが，今夏の節電へのご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

次のような節電の取り組がおすすめです 削減率

エアコン

室温 28℃を心がける。 10%

「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和らげる。 10%

無理のない範囲でエアコンを消し，扇風機を使用する。 50%

冷蔵庫
冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え，扉を開ける時間をでき

るだけ減らし，食品をつめこまない。
２%

照明 日中は不要な照明を消す ５%

テレビ
省エネモードに設定するとともに，画面の輝度を下げ，必要な時

以外は消す。
２%

ジャー

炊飯器

早朝にタイマー機能で 1日分まとめて炊いて，冷蔵庫や冷凍庫に

保存する。
２%

待機電力
リモコンの電源ではなく，本体の主電源を切る。

長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。
２%

総務課



プール・キャンプ場オープン情報

プール 期間 運営時間 担当部署

市 営

プ ー ル

７月 10 日（火）～

８月 20 日（月）

午前 10 時 30 分～正 午

午後１時 15 分～午後３時 30 分

午後４時 00 分～午後６時 15 分

保健体育課

保健体育係

火 の 神

プ ー ル

７月 20 日（金）～

８月 31 日（金）
午前 10 時 00 分～午後７時 00 分

水産商工課

観光交流係

台 場 公 園

海水プール

７月 20 日（金）～

８月 31 日（金）
午前 10 時 00 分～午後６時 00 分

建 設 課

都市計画係

少年の森キャンプ場

期間 ７月１日（日）～ ８月 31 日（金）

時間 午前９時～翌日の午前９時

問合せ 教育委員会保健体育課又は市総合体育館 ℡72‐0170，72‐1116

火の神公園キャンプ場

期間 ７月 20 日（金）～８月 31 日（金）

※テントなどの予約は，６月 20 日から水産商工課で受け付けます。

問合せ 水産商工課観光交流係 ℡72－1111 内線 462

台場公園プール

問合せ 建設課都市計画係 ℡72-1111 内線 236            保健体育課，水産商工課，建設課

10

「自然花七夕まつり」の開催のお知らせ

ＮＰＯ法人子育てふれあいグループ自然花主催の七夕祭りが美山町（木口屋集落）で開催されます。地域

資源の竹を使ったそうめん流し，昔ながらの出店や体験ブース等があります。みなさま是非お越し下さい。

○日時 平成 24 年７月７日（土）17 時～20 時半  ○場所 枕崎市美山町（木口屋集落）

○内容 （出店）そうめん流し，わたあめ，ラムネ，かき氷など

    （体験）七夕飾り作り，こけ玉風鈴作り，水鉄砲作り，ジェルキャンドル作り

【お問合わせ】ＮＰＯ法人子育てふれあいグループ自然花 ☎ 0993-58-1888        企画調整課

「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」の作品募集

内閣府では，「家族の日」「家族の週間」の一環として，子育てを身近な地域社会で支えることの重要性に

対する理解と関心を高めることを目的に，広く国民（小学生以上）から写真，手紙・メールを募集し表彰す

る「家族や地域の大切さに関する作品」コンクール」を実施します。

募集内容

「写真」（１）子育て家族の力（子育て家族のきずな，子どもと深める家族のきずな）

（２）子育てを応援する地域の力（地域ぐるみで子育て支援）

「手紙・メール」

募集区分 （１）小学生の部 （２）中・高校生の部 （３）一般の部

・子育てを家族みんなで支え合うことの大切さ，感謝などの思いを伝える内容のもの

・子育てを社会も応援していくことの大切さを訴える内容のもの

募集期間 平成 24 年７月１日（日）～９月７日（金）

表 彰 募集テーマ，区分ごとに最優秀賞１点，優秀賞５点以内いずれも，内閣府特命担当大臣（少子化

対策）表彰と副賞

応募方法など詳しくは内閣府「家族の日」「家族の週間」ホームページに６月末頃掲載予定

内閣府＞内閣府の政策＞子ども・子育て支援＞「家族の日」「家族の週間」

http：//www8.cao.go.jp/shoushi/kazoku/index.html

問合せ 「家族や地域の大切さ作品募集事務局」℡ ０１２０－３７５－２７９        福祉課



私たちの郷土を担う高校生に求人を！ 事業主の皆様へ

ハローワークでは６月 20 日から，平成 25 年３月高等学校卒業予定者を対象とした求人の受け付けを開始

しています。厳しい経済情勢の中ではありますが，地元就職を希望する多くの生徒が，職業人生のスタート

に立てるよう求人申込に御協力をお願いします。

※詳細はハローワークへ問い合わせください。

問合せ 加世田公共職業安定所 学卒担当 電話 0993-53-5111              水産商工課

11

夏の「郷土に学び・育む青少年運動」

青少年問題は家庭・学校・地域社会が一体となって解決すべき問題であるということを基本として青少年

の健全育成を推進します。

枕崎市青少年問題協議会主催のもと，市内関係機関・団体は青少年の健全育成及び非行防止のために，そ

れぞれの実情に沿った取組みを独自にまたは相互に連携して実施します。

テーマ 「明るく たくましく すこやかに育てよう 枕崎っ子」

期 間 平成24年７月１日～８月31日                        生涯学習課

県立宮之城高等技術専門校入校生募集

平成 24 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 24 年７月 24 日（火）9:00～12:30 まで

  ◇申込期限 平成 24 年７月 19 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。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 25 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 24 年９月３日（月）～平成 24 年９月 14 日（金）

  ◇応募資格 高等学校を平成 25 年３月卒業見込みの者

  ◇選 考 日 平成 24 年 10 月１日（月）

  ◇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 FAX0996-53-0993  水産商工課

国税庁からのお知らせ

全国の国税庁では，納税者サービスの一環として，個別の取引等に係る税務上の取扱についての照会に

対する回答を文書で行なうとともに，同様の取引等を行う他の納税者の参考としてもらうため，その照会

及び回答の内容を国税庁ホームページで公表しています。

また，同業者団体からの照会（その構成員が行う取引等に係る税務上の取扱いについての照会に限ります。）

についても同様に文書で回答を行なうとともに，その照会及び回答の内容を国税庁ホームページで公表し

ています。

詳細につきましては，国税庁ホームページをご覧ください。(http://www.nta.go.jp)

また，手続等でご不明な点がありましたら，最寄りの税務署にお尋ねください。

知覧税務署（電話 0993-83-2411）※自動音声案内                      税務課
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犬・猫は適正に飼いましょう（重要） ～犬の放し飼いは違法です～

○犬の放し飼いはやめましょう。

県条例では犬はつないで飼うことが義務づけられています。交通事故などの危険性から犬を守ってあげら

れるのは飼い主だけです。また，犬の嫌いな人も安心して暮らせるよう，散歩の時も必ずリードを付けて

ください。

○犬には散歩させましょう。

犬には適度な運動が必要です。ストレスからくる病気やムダ吠え・噛みつき事故などの問題行動の責任は

飼い主自身にあります。飼い犬の問題行動が近所に迷惑をかけていないか気を配りましょう。

○フンの後始末は飼い主が責任を持って行いましょう。

自宅での始末はもちろん，散歩中のフンも飼い主の責任として必ず持ち帰るようしてください。飼い主と

してのマナーを守り，公園や道路をフンで汚さないようにしましょう。

○猫は屋内で飼いましょう。

猫は屋内飼育に努めて下さい。屋外では猫の病気や交通事故などの危険に満ちています。猫の健康と安全

を守ることは飼い主としての責任です。また飼い主の目の届かないところで，糞尿や車に傷をつけるなど

周辺の方に迷惑をかけていることもあります。

○外の猫にむやみに餌を与えないようにしましょう。

外の猫に餌を与える場合は，餌を与える以上飼い主としての自覚を持ってください。単にかわいそうだか

らと餌を与え続けることは，安易に猫を増やし，周辺が糞尿で汚されることにつながります。周辺の環境

や住民に迷惑のかからないよう，猫と住民が共に安心して暮らせるよう考えてください。

○不妊去勢手術を行いましょう。

最近，飼育できなくなったとして引き取られる猫が増えており，そのほとんどが生後間もない子猫です。

このようなかわいそうな命をつくらないためにも不妊去勢手術をおすすめします。

※ペット自身にまったく罪はありません。すべては飼い方次第です。飼い主の気配りと責任ある飼育で，み

んなさんに愛されるペットにしてください。                       市民生活課

ペットボトルのキャップは必ずはずしてください（重要）

ペットボトルにつきまして，４月からラベルをはがさなくても収集できるようになりましたが，中身が残

ったまま出されていたり，キャップ（ふた）がついたまま出されているものがあります。

キャップと紙製（しょう油やみりんなど）のラベルについては，今までどおり必ずはずしてください。

【ペットボトルの出し方】

① キャップをはずし，水で軽くゆすいで，中身が入っていないことを確認する

② はずしたキャップは，プラスチック類に分別する

③ それぞれの地区の「資源ごみの日」に，朝７時から８時までの間に，指定袋に入れて決められた集積

所に出す

※ラベルをはがしたものも，今までどおり収集します。

今後もゴミの資源化・減量化にご協力ください。

問合せ 市民生活課環境整備係 ℡ 72-1111 内線 325                  市民生活課



枕崎市営住宅の入居者を募集します

建設課では市営住宅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。希望者が複数の場合は抽選により決定します。（抽選日等は申込者に連絡します）

募集期間 ６月 20 日（水）～７月 20 日（金）

募集戸数 ２戸（構造，建設年度，敷金など）

①亀沢団地 314 号（枕崎市明和町 62 番地・家賃 19,200 円～）

（ 中層耐火造３階建【３階】 平成４年  間取り：３ＤＫ  敷金：家賃３ヶ月分）

②桜山団地 404 号（枕崎市桜山町 540 番地・家賃 15,600 円～）

（ 中層耐火造３階建【２階】 昭和 62 年 間取り：３ＤＫ  敷金：家賃３ヶ月分）

※②の住宅については風呂釜を個人で準備していただく必要があります。

●前回の募集で応募の無かった住宅も引き続き入居を募集しています（随時）

③第２金山団地 218 号（枕崎市金山町４７２番地・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）

④木場団地２１１号（枕崎市木場町 70 番地・家賃 3,100 円～）

（ 簡易耐火造平屋建     昭和 42 年  間取り：２Ｋ   敷金：家賃３ヶ月分）

※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。

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。

(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 15 万８千円以下であること。

(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。

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。

現在，他の市営住宅を申し込んでいる方で，この団地への入居を希望される方は，印鑑をご持参

のうえ建設課へお越しください。（書類は不要です）現在，市営住宅に入居されている方は，お

申込みできません。

建設課では，特定公共賃貸住宅の入居者も募集しています。

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 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）

②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   敷金：家賃３ヶ月分）

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，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，入居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。

（詳しくは，建設課建築係まで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
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「三島村体験隊」～今給黎教子校長と海を満喫しませんか～

「三島村体験隊」黒島校舎校長の今給黎です。今年も，三島村のすばらしい海を感動いっぱい楽しめる

「三島村体験隊」が行なわれます。私が世界一周したヨットでの航海体験をはじめ，シュノーケリング・

船釣り・トレッキングなど，ふだん経験できないワクワク体験がいっぱいあります。ほかにもジャンベ（ア

フリカの太鼓）体験や星空観察など，三島村ならではの体験も待っています。枕崎から一番近い離島，三

島村の大自然を多いに楽しんでください。三島村の大きく美しい海で，地球のおもしろさを学んでくださ

い。

夏休み，笑顔いっぱい元気いっぱいの思い出を一緒に作りましょう。

○日 時：８月６日（月）～８月９日（木）３泊４日

※８月６日 午前７時枕崎集合，８月９日 午後４時 45 分頃枕崎港解散

○場 所 三島村黒島（枕崎港発着）

○対 象 者 小学４年生から中学３年生 先着 21 名

（最少催行人員：10 名）

○参 加 費 小学生 25,000 円、中学生 28,000 円

○申込締切 ７月６日（金）

○事業企画 お問い合わせ：鹿児島県 三島村 ℡099-222-3141

○お 申 込 お問い合わせ：(株)阪急交通社 鹿児島支店 ℡099-226-0837

【体験内容】

１．シュノーケリング  三島村の海は自然の水族館！

            色とりどりの熱帯魚がいっぱい！

君は何種類の熱帯魚を見つけられるかな？

  ２．ヨ ッ ト 体 験  今給黎校長の愛艇「海連」に乗り込んで，三島の海をセイリング！

船長はもちろん，女性で初めて単独無寄港世界一周をした今給黎校長先

生！きゅーり先生の愛称で呼ばれています。

  ３．漁 業 体 験  漁業体験船「みしま 2」で船釣り体験！

三島の海は大物釣りのメッカ！

君は大物ゲットできるか？

  ４．魚 お ろ し 体 験   漁業体験でゲットした魚を使って，魚おろしを体験しよう。

              さばいた魚はバーベキューでおいしく食べるぞ！

              自分でさばいた魚は格別だ！！

５．島 内 探 検  黒島を探検しよう！黒島ならではの新しい発見があるかも！

            枕崎と黒島のつながりも勉強できるぞ！

  ６．ト レ ッ キ ン グ   天然記念物にも指定された植物を眺めながら，

黒島の「山」をトレッキングしよう！

  ７．星 座 観 測  黒島の夜空はびっくりするほどの満点の星がいっぱい！

  ８．ジ ャ ン ベ 体 験   三島村といえばジャンベ！

アフリカの打楽器ジャンベを楽しもう！

              ノリノリのリズムをならったら，もう君も「みしまにあん」だ！

総務課
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