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国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者で，高額な外来診療を受ける皆様へ

制度改正により，平成 24年４月１日から高額な外来診療を受ける際に限度額適用認定証等を提示すれば，

ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられることになりました。

この制度を受けるためには，70 歳未満の方と，70 歳以上で市民税のかからない非課税世帯の方は，事前

に限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので，申請をお願いします。

【申請に必要なもの】

・国民健康保険証（70歳以上の方は高齢受給者証も）または後期高齢者医療保険証

・印鑑

【問い合わせ】

健康課保険医療係（℡72-1111 内線 147・148）

健康課

老人福祉センター送迎バスの市役所経由の変更について

市では，これまで行ってきた市役所停留所を経由する老人福祉センター（健康センター）送迎バス実証

運行について，実証期間の満了に伴い市役所停留所を本年３月末で廃止することとしました。

なお，これまで通り老人福祉センター（健康センター）送迎バスの運行は，市役所を経由せずに継続さ

れますので，引き続きご利用ください。

実証運行にご協力いただきありがとうございました。

企画調整課

国税専門官採用試験受験者募集

人事院と国税庁では，国税専門官採用試験の受験者を募集しています。

１ 受験資格

⑴ 昭和 57 年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた方

⑵ 平成 ３年４月２日以降に生まれた方で，次に掲げる方

①大学を卒業された方及び平成 25 年３月までに大学を卒業する見込みの方

②人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める方

２ 試験の程度：大学卒業程度

３ 申込方法及び申込受付期間

⑴ インターネットによる申込み（原則）

人事院ホームページ（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）上の申込専用アドレスをご利用

ください。

申込受付期間は，平成 24 年４月２日（月）から４月 12 日（木）まで（受信有効）

⑵ 郵送又は持参による申込み（※インターネットによる申込みができない場合に限る）

申込用紙は，熊本国税局及び最寄りの税務署に備え付けています。申込受付期間は，平成 24 年４月

２日（月）から４月３日（火）まで（３日（火）までの通信日付印有効。）

※ 申込受付期間が極端に短くなっていますので，ご注意ください。

４ 第一次試験：平成 24 年６月 10 日（日）

５ 受験申込先：全国の各国税局及び沖縄国税事務所

希望する第一次試験地により申込先が異なりますので，詳しくは，次のところへお問い合わせください。

⑴ 人事院九州事務局（℡０９２―４３１―７７３３）

⑵ 熊本国税局人事第二課試験研修係（℡０９６―３５４―６１７１）

知覧税務署（℡０９９３－８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

２



年金相談所開設のお知らせ

混雑と待ち時間を解消するために，平成２４年度からの『完全予約制』を試行します！

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。

○日 時：５月２２日（火）午前１０時～午後３時（ ４月はありません ）

○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。

・３月２２日（木）南九州市川辺文化会館会議室     ・４月５日（木）指宿市中央公民館     

・４月１０日（火）南さつま市役所スタジオ 21       

市民生活課

町名等整理事業に伴う住民票等の無料交付取扱期間の終了について

町名等整理事業により本籍や住所に変更を生じた方が，このことを理由に住民票を請求する場合は，原則

５年間は手数料を免除していました。

今年度，町名等整理事業の最終施行日から５年が経過したので，平成 24 年３月 31 日で無料交付の取扱い

を終了します。運転免許証，年金，金融機関の預金通帳，各種許可や免許類等の本籍や住所変更などの手続

きをまだ済ませていない方で，住民票等が必要な方は，早めに手続きをしてください。

問い合わせ先 市役所市民生活課市民係 TEL７２－１１１１（内線１４３）

市民生活課

３

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

問合せ：市役所建設課都市計画係 ℡７２－１１１１ 内線２３６

※ 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。

建設課



「にせ税理士」にご注意！

決算書や申告書などの税務書類の作成等を依頼する場合は，その人が正規の税理士であるか，よく確認

してから依頼しましょう。

税理士の資格のない人（いわゆる「にせ税理士」）が，税務代理や税務書類の作成，税務相談をすること

は，税理士法で固く禁じられています。

問合せ 知覧税務署（℡０９９３－８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

消費税及び地方消費税も期限内に納税を！

納税は社会の基本的なルールです。

特に，消費税及び地方消費税は，消費者からの「預り金的な性格」を有する税金ですから，期限内に確

実に納付してください。

問合せ 知覧税務署（℡０９９３－８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

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４月 18日（水）  午前９時～正午

場  所  枕崎市民会館

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。

主  催  ＮＰＯ法人個人財産管理協会 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（担当 宮園）

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

森林の所有者届出制度が４月からスタートします。

昨年４月の森林法改正により，今年４月１日以降，森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届

出が義務付けられました。

【届出対象者】 個人・法人を問わず，売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は，面積に関

わらず届出をしなければなりません。ただし，国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出して

いる方は対象外です。

【届出期間】 土地の所有者となった日から 90 日以内に，取得した土地のある市町村の長に届出をしてく

ださい。

【届出事項】 届出書には，届出者と前所有者の住所氏名，所有者となった年月日，所有権移転の原因，

土地の所在場所・面積とともに，土地の用途等を記載します。添付書類として，登記事項証明書（写し

も可）又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し，土地の位置を示す図面が必要

です。

※詳しくは農政課林務係（℡72-1111・内線 334）又は鹿児島県南薩地域振興局林務水産課林務係（℡52-1335）

までお問い合わせ下さい。

農政課

４



ペットボトル（資源ごみ）の出し方の変更について

～平成24年４月からペットボトルのラベルをはがさなくても収集します～

現在ペットボトルのラベルにつきましては，必ずはがしていただいておりましたが，４月からラベルをはがさ

なくても収集します。ただし，キャップ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。

①キャップをはずす

(はずしたキャップは資

源プラ類へ)

②中を軽くゆすぐ ③それぞれ資源ごみ袋

に入れて出す ※黄色の指定袋

今後もゴミの資源化・減量化にご協力ください。

問い合わせ先 市民生活課環境整備係 電話７２－１１１１（内線３２５）

市民生活課

空き缶やペットボトルなどごみのポイ捨てはやめましょう

空き缶やペットボトル，タバコの吸い殻などのポイ捨ては，環境を壊すばかりでなく，散乱したごみが景観を

損なう要因になっています。

市民一人ひとりがマナーを守り，良好な生活環境が保たれるようご協力をお願いします。

<次のことに心がけましょう>

○ 行楽地などに出かける際は，ごみ袋などを持参し，発生したごみは持ち帰る。

○ 車内で飲食する場合には，自家用車には回収袋を置いて，車からのポイ捨てをしない。

○ 灰皿の無い場所で喫煙する際は，携帯灰皿等を所持し，道路や側溝などへのポイ捨てを行わない。

市民生活課

５

平成２４年度枕崎市奨学生を募集

教育委員会では，平成24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

（ただし，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23年度所得証明書

○募集期間：平成24年４月２日（月）～平成24年４月27日（金）

○問合せ ：教育委員会総務課 ℡７２－０１７０ 内線８１２

教育委員会総務課



発達障害啓発週間

毎年４月２日は平成 19 年 12 月に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」です。この日から８日までの

１週間を｢発達障害啓発週間｣として,自閉症をはじめとする発達障害に関することへの理解を深めてもら

うため,広く一般への啓発活動を実施しています。

障害があっても,周りが理解し,一人ひとりに合った支援があれば,だれもが｢自分らしく」生きていける

のです。

市民の皆さまの障害へのご理解とご協力をお願いします。

問合せ 福祉課 障害福祉係 0993－72－1111 内線 470

鹿児島県こども総合療育センター ℡099－265－0005（代表），099－265－2400（予約・相談）

福祉課

駐在所の統廃合について

３月 31 日をもって，立神駐在所，麓駐在所，別府駐在所の業務は全て終了します。

４月１日から３駐在所が担当していた地域は，体制が強化された枕崎中央交番が地域のパトロールや訪

問活動，通学路の見守り活動を実施していきます。

枕崎中央交番は中町３番地（中央交差点近く ℡７２－２２３９）です。地域の困りごと，ご意見・ご

要望はお気軽にご相談ください。

なお，緊急の場合は「１１０番」，ご相談は「＃９１１０番」をご利用ください。

お問合せ先：枕崎警察署  ℡７２－０１１０

枕崎警察署

手話講習会を開催 ～受講生を募集～

身体の不自由な人たちへのご理解と手助けをしていただくための手話講習会を，次のとおり開催します。

自己紹介や簡単なあいさつから始めますので，気軽に参加してください。

○期間・回数  ４月 13 日（金）から毎週金曜日 （入門 17 回 基礎 17 回）

        午後７時～９時

○講 習 会 場  枕崎市勤労青少年ホーム

○受 講 資 格  原則として市内居住の方

○受 講 費 用  3，１００円（入門コーステキスト代，実用手話単語集）

○講 習 課 程  入門コース終了後，基礎コース

○申 込 先  福祉課 障害福祉係 ℡７２－１１１１（内線 470）

福祉課

６

～南溟館「新収蔵品展」を開催します～

この度，本市在住の加藤京子様より，版画や油彩画など貴重な作品 9点をご寄贈いただきました。

南溟館では，この新収蔵品を公開・展示する「新収蔵品展」を下記のとおり開催いたします。是非この

機会にご観覧ください。なお，これらの作品は，今後，南溟館において常設展示としても皆様にご紹介し

てまいります。

＜会  期＞ ４月１日（日）～４月 11 日（水） ※月曜日休館

＜会  場＞ 南溟館（第２展示場）

＜観 覧 料＞ 無料

＜展示内容＞ 喜多川歌麿作浮世絵３点，瑛九作油彩画「子供の目」ほか

＜お問合せ＞ 南溟館 ℡７２-９９９８

文化課



危険物取扱者試験及び試験準備講習会を実施

平成 24 年度第１回危険物取扱者試験及び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 10 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)，南九州市頴娃町，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：書面による書面申請とインターネットによる電子申請

書面申請 ４月 16 日(月)～４月 27 日(金)(郵送の場合は４月 27 日の消印有効)

電子申請 ４月 13 日(金)午前９時～24 日(火)午後５時

※受験に関する問合せ先：(財)消防試験研究センター鹿児島県支部 電話 099-213-4577

◎試験準備講習会

○乙種第４類

・日  時：５月 12 日(土)理論・13 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：午前 9時 30 分から 10 時まで会場にて

○丙 種

・日  時：５月 13 日(日)法令・理論

・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

※ 講習会に関する問合せ先：(社)鹿児島県危険物安全協会 電話 099-257-5200

※「危険物取扱者試験願書」「試験準備講習会申込書」は，３月下旬以降消防署にあります。

＜問い合わせ＞ 南薩地区消防組合 枕崎消防署 電話 72-0049

消防署
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水俣病被害者の方々に対する救済の申請について（県からのお知らせ）

～申請の期限は 7月 31 日まで～

鹿児島県では「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づき，被害者の方々

に対する一時金や療養費等の給付申請を受け付けております。

給付の対象となる方は，水俣湾又はその周辺海域のメチル水銀で汚染された魚などをたくさん食べ，両手

足の先の感覚（触覚・痛覚）が鈍いなど一定の症状のある方で，申請をされたあと検診・判定の結果該当す

ると判定された方です。

亡くなられた方についての受付も行っておりますので，詳しくは，県のホームページをご覧ください。

鹿児島県のホームページを開き【くらし・環境＞環境保全・自然保護＞水俣病対策】からお入りください。

なお，申請の期限が平成 24 年７月 31 日までとなっておりますので，救済を希望される方はお早めに書類

を提出してください。

問い合わせは，県庁環境林務課（℡０９９‐２８６－２５８４)までお願いします。

市民生活課



ＦＲＰ船リサイクルシステム受付期間のお知らせ(平成 24 年度)

このシステムは,ＦＲＰ船(ガラス強化プラスチック製の船)を廃船するとき，最寄りの登録販売店にリサ

イクルの申込みを行い，リサイクル料金を支払いの上，指定取引場所に搬入し，セメントの原料などにリ

サイクルする制度です。

ＦＲＰ製のボートや漁船の処理でお困りの方は，ご相談ください。

受付期間 平成 24 年４月１日(日)～平成 24 年 ６月 20 日(水)

平成 24 年９月１日(土)～平成 24 年 12 月 20日(木)

申し込み こうモータース 枕崎市港町１５５番地 ℡７２‐１７０２

お問合わせ ＦＲＰ船リサイクセンター ℡０３‐３５６７‐６９２９

水産商工課

ポリオ（小児まひ）予防生ワクチン投与を実施

大切なお子様を小児まひから守るため，生ワクチンの投与を次のとおり行ないます。

対象者：平成 18 年４月２日～平成 24 年１月 16 日までに生まれた児（個人通知します。）

７歳６ヵ月までの児で２回投与を受けていない児（個人通知はありませんのでご連絡ください。）

日 時：４月 17 日（火）・18 日（水） 13:10～14：20

場 所：枕崎市健康センター大会議室

料 金：無料

持参するもの：母子健康手帳，予診票

対象者には個人通知しますが，転入者など通知の届かない方は健康センター（☎72‐7176）へご連絡く

ださい。

健康課
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