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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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水道検針業務委託人を募集

水道検針業務委託人を次のとおり募集します。

希望者は，採用試験受験申込書（総務課備付け）を総務課職員係へ提出してください。

○職種及び人員  水道検針業務委託人  １名

○応募資格    ① 昭和 32 年 4 月 2日以降に生まれた方

② 市内在住の方で平成 24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 24 年１月 23 日（月）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

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）に関する研修会」を開催

親しい人や配偶者等からの暴力（以下，｢ＤＶ｣という。）の防止，早期発見及び被害者支援，ＤＶに対す

る正しい理解の促進を図るために，｢ＤＶに関する研修会｣を次のとおり開催いたします。

日 時  平成24年１月11日（水）午後２時

場 所  枕崎市市民会館第一会議室

講 師  鹿児島純心女子大学准教授 谷崎 和代さん

問合せ先  市役所企画調整課 ℡72-1111（内線460）

企画調整課

保健師業務委託人を募集

保健師業務委託人を次のとおり募集します。

希望者は，採用試験受験申込書（総務課備付け）と保健師免許状（写）を総務課職員係へ提出してくだ

さい。

○職種及び人員 保健師１名

○応募資格 （1）昭和 27年２月２日以降に生れた方

      （2）保健師の免許を有し，現在，市内の医療機関に勤務していない方

      （3）平成 24年２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 24年１月 13日（金）午後５時 15分までに必着

※その他詳しいことについては，健康課健康促進係（℡72－7176 健康センター）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。

健康課

２

学校給食用物資納入「指定願」受付開始

給食センターでは，平成 24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 27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 枕崎市中央町１８３番地４ 枕崎市立学校給食センター 電話７２－３１４５

給食センター



年末年始の「ごみ」「し尿」収集について

①《ごみの収集》

◇年 末 ・・・・ 平成 23年 12月 30日(金)まで

◇年 始 ・・・・ 平成 24年１月４日(水)から

収

集

日

程

と

内

容

１２/２６ (月) 燃えるごみ（市内全域）

１２/２７ (火) 資源ごみ （枕崎・別府地区）

１２/２８ (水) 資源ごみ （金山・桜山・立神地区）～変更～

１２/２９ (木) 燃えるごみ（市内全域）   ～変更～

１２/３０ (金) 燃えるごみ（市内全域）   ～変更～

１２/３１(土) ～ １/３(火)は，収集及び内鍋清掃センターは休みです

１/ ４ （水） 燃えるごみ（市内全域） ※通常どおりです。

１/ ５ （木） 資源ごみ （金山・桜山・立神地区）

１/ ６ （金） 燃えないごみ（市内全域）

１/ ７ （土） 燃えるごみ（市内全域）

※ 12/31(土)～１/３(火)の間は，収集は行いませんので，各地域の集積所にもごみは出さないでください。

◇ 内鍋清掃センター（７２－６８１６）への持込みは，１２月３０日（金）までです。

◇ 搬入時間は，午前８時３０分から午後４時までにお願いします。

※年末は非常に込み合いますので，持込む方は分別を徹底して，時間にゆとりを持ってきてください。

※年始の持込み受入は，１月４日から始まります。

② 《し尿くみ取り業務》 【枕崎清掃社 ７２－１５３９】

・年 末 ・・・・ 受付は，平成 23年 12月 26日(月)まで

くみ取り業務は平成 23年 12月 28日(水)まで

・年 始 ・・・・ 平成 24年 １月 ４日(水)から                 市民生活課

３

年金相談所開設のお知らせ

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の職員が，厚生（船員）年金・国民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：平成 24年１月 12日（木）午前 10時～午後３時（12月はありません）

○場 所：市民会館２階 第１会議室

○問合せ：日本年金機構 鹿児島南年金事務所 お客様相談室 ℡ ０９９-２５１-３８７９

※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。）

国民年金保険料の収納業務を、民間事業者に委託しています。

事業の概要

日本年金機構では、戸別訪問による納付督励及び保険料の収納業務を、民間委託を実施しています。

注意事項

民間事業者が保険料を収納する場合、国民年金保険料の納付書をお持ちの場合に限られています。

厚生労働省が発行した保険料の納付書をお持ちでない方から、民間事業者が現金をお預かりして、領収書

の発行を行うことはありません。

民間事業者に提供する個人情報は、納付督励を行ううえで必要となる情報に限定しています。

民間事業者へ国民年金保険料の納付についてご相談等される場合は、送付されてきた文章等をご確認のう

えお問い合わせください。【お問い合わせ先 市役所市民生活課国民年金係 72－1111（内線 144）】

民間委託事業者は ㈱オリエントコーポレーションです。

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，このことを理由に戸籍謄本又は住民票を請求する

場合は，原則５年間は手数料を免除する取扱いをしてきました。

今般，町名等整理事業の最終施行日から５年を経過しましたので，平成 24年３月 31日をもってこれらの

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，戸籍謄本等が必要な方は，お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

２２年分の確定申告をパソコンでされた方へ（お知らせ）

前年（22 年分）にパソコンを利用して確定申告をされた次の方には，確定申告書類は税務署からは送付

されません。皆様のご理解とご協力をお願いします。

・自宅や税務署の会場などのパソコンから「国税電子申告・納税システム（e－Tax）」で申告された方

・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告された方

・市役所の窓口などでパソコンで確定申告書を作成された方

なお，平成２３年分も申告が必要と思われる方については，申告時に必要な情報を記載した「お知らせは

がき」が税務署から送付されますので，申告の際にご利用ください。

また，確定申告関係書類は，１月下旬から，知覧税務署及び市役所（本館１階市民ホール）にも備え付け

ますが，国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）からも出力できます。

出力できる書類は，所得税確定申告書，所得税確定申告の手引，収支内訳書，青色申告決算書などです。

確定申告関係書類についてのご不明な点がありましたら，知覧税務署（８３－２４１１【自動音声案内】）

までお問い合わせください。

税務課

４

平成 24 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 24 年１月 19 日(木)から２月 15 日(水)の日程で，平成 24 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 23 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。

税務課

巡回知的障害者更生相談を実施

１． 相談日時  １月 25日（水）午前 10時～午後５時

２． 場  所  枕崎市市民会館

３． 相談内容  療育手帳の（再）判定，保健指導・福祉制度援護相談など

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

生育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１月４日（水）までに福祉事務所（電話 72－1111

内線 470）へお申込みください。

福祉課



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１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。

連絡先    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

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

南薩地区担当 宮園 政美

総務課

「まくらざきハーモニーフェスティバル」を開催

本市における男女共同参画社会の実現を目指して，まくらざきハーモニーネットワーク委員会との共催

により｢まくらざきハーモニーフェスティバル｣を次のとおり開催いたします。

日 時  平成24年２月５日（日）午後２時

場 所  サンフレッシュ枕崎

内 容  講演・体験発表・読み聞かせ・踊り・抽選会他

（講演）

講 師  枕崎商工会議所女性会 前会長 大茂 逸子さん

演 題  「時の流れと共に」

問合せ先：市役所企画調整課 ℡７２‐１１１１（内線４６０）

企画調整課

５

市立病院からのお知らせ

平成 24 年２月から市立病院の休日在宅医（当番日）に限り，これまでの急患内科診療のほか，小児科医

（鹿児島大学病院派遣）による小児の急患の診療も行なうこととしました。

今年度の予定は，２月 11日（土）と３月４日（日）で，診療時間は概ね午前 10時から午後５時までとな

ります。

※医師の都合により対応できない場合もあります。

市立病院

平成 23 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。

○日 時  平成 24年２月３日（金）  午後１時～午後４時（受付 12：30～）

○場 所  かごしま県民交流センター 鹿児島市山下町 14－50 電話 099－221－6600

○対 象  一般求職者，来春大学・専門学校などの卒業予定者

○内 容  就職面談会，求職登録相談，情報提供 など

○その他  当日受付（事前予約不要），参加費無料

（問い合わせ先） 鹿児島県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 電話 099－258－7888

福祉課



第２回なんさつ高齢者
おせんし

文化祭

なんさつ地域（枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市）で，介護保険サービスを利用している方々が作

成された作品展です。

１ 作品内訳…計 63点

・芸術賞…金賞・銀賞・銅賞(各賞 10点) 芸術性を評価しました。

・努力賞…金賞・銀賞・銅賞(各賞 11点) 創意工夫・努力を評価しました。

２ 表彰式及び作品展示

・指宿市 11/21～12/11，南九州市 12/12～１/５，枕崎市１/６～19，南さつま市１/20～２/９の順で各市

内の施設で巡回展示します。

・枕崎市では，以下の施設で展示します。

ピースフル立神１/６～１/12，南方園１/13～１/19

お問い合わせ先  なんさつ高齢者文化祭実行委員会事務局

（鹿児島県南薩地域振興局地域保健福祉課 0993-53-8001）

福祉課

６

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。

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応募用紙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 24年１月 27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 24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



「ドクターヘリ」運航スタート ～救命率の向上に期待～

本県で初めてとなるドクターヘリが鹿児島市立病院に導入されます。事故などですぐに手術などが必要な重

症患者が発生したときに消防機関などからの要請で，医師や看護師が救急現場などに出動して，初期治療を行

い，短時間で医療機関に搬送します。

これにより，救命率の向上や後遺症の軽減が期待されます。

◇ 運航開始日 12 月 26日（月）

◇ 運航時間  ８時 30分～日没

※悪天候で視界不良のときなど出動できないときがあります。

◇ 運航範囲  県本土，甑島，種子島，屋久島，三島村，十島村の一部

◇ ドクターヘリがお住まいの地域の近くに離着陸する場合があります。救急患者の早期搬送のため，ご理解

とご協力をお願いします。

■ドクターヘリとは

救急専用の医療機器などを装備し，専門の医師や看護師が搭乗して救命処置を行い，患者をいち早

く医療機関へ搬送する専用のヘリコプターのことです。

■ドクターヘリの出動は消防機関などが行います。

健康課

『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。

１ 実施期間 平成 23年 12月 25日(日)～12月 31日(土)

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            (2) 暖房器具等からの出火防止

(3) 広報等による火災予防啓発              (4) 放火防止

「消したはず 決めつけないで もう一度」

※ ｢住宅用火災警報器｣の設置が義務付けられています。早急に設置しましょう。

南薩地区消防組合 枕崎消防署・市総務課

７



国道２２５号（峯尾峠）の交通規制について

国道２２５号峯尾峠の一部区間を見通しのよい道路にする工事のため，次のとおり交通規制を行なわれま

す。

規制内容：片側交互通行（２４時間）

規制期間：平成 24年１月５日～平成 24年３月 30日（予定）

規制区間：下記図面のとおり

問合せ先：鹿児島国道事務所指宿維持出張所 ℡０９９３－２５－３３３０

至川辺町

至枕崎市

清水町

美山町

桜山東町

工事区間

    建設課

男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～

まずは自分の健康のために，バランスのとれた食事を簡単においしく作ってみましょう。

月 日   １月 13日（金）， １月 23日（月）， ２月 15日（水）の３回コース

午前 10時から午後０時 30分      

会 場   健康センター  調理室

内 容   簡単な調理実習

対象者   枕崎市内に居住の男性２０名

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  １月 10日（火）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

８

２０１２年版県民手帳を販売

鹿児島県統計協会が編集発行する２０１２年版の県民手帳を

発売しています。数に限りがありますので購入はお早めに。

金額 １冊５００円（税込）

カバーの色 黒系と赤系の２種類

サイズ 縦 150㍉×横 85㍉

手帳の内容 資料充実、県内データ満載。

手帳（年版、年度版）はもとより資料にも幅広く使えます。

販売・問合せ 企画調整課企画調整係

℡７２-１１１１ 内線２２５・２２６

企画調整課
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