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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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マイクロバス運転手兼車輌管理業務委託人を募集します 

 

○ 募集人員  １名 

・雇用期間 平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日（更新あり） 

（雇用開始は変更になる場合があります。） 

・職務内容 

１ 公用車の整備点検に関すること。 

２ マイクロバス運転業務に関すること。 

３ 公用車の車輌管理業務に関すること。 

・勤務時間 午前８時 30 分から午後５時 15 分 

・勤務日数 月 15 日（土・日・祝日、年末年始を除く） 

・勤務場所 枕崎市役所 

○応募資格等 

１ 昭和 21 年４月２日以降に生まれた方 

２ 大型自動車免許を持ち，大型車の運転経験が１年以上ある方 

３ 簡単なパソコン操作ができる方 

４ 高卒以上 

選考方法：作文試験及び面接を行います。 

面接日時：3月 22 日（火）時間については，後日連絡いたします。 

選考結果：採用可否は面接後、通知します。 

応募方法：平成 23 年３月１日（火）から７日（月）までに、総務課備付けの申込書とハローワークの紹介

状を持参または郵送にて提出してください。不明な点はお問合せください。 

問合せ先 〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 

枕崎市役所総務課 危機管理対策係 （担当：中原田・真茅） 

電話 0993-72-1111（内線 214） 

総務課

２ 

枕崎市福祉センター主事業務嘱託員を募集 

 

枕崎市福祉センター主事業務を行う嘱託員を募集します。希望される方は，採用試験受験申込書(生涯学

習課・市民会館備付け)を生涯学習課公民館係（市民会館内）に提出してください。 

1 募集人員 枕崎市福祉センター主事  １名  

2 勤務場所 枕崎市城山センター（桜山地区公民館） 

3 応募資格   

⑴ 枕崎市内に居住している方 

⑵ 昭和 21 年４月２日以降に出生した心身ともに健康な方 

⑶ 普通自動車運転免許を有する方 

⑷ パソコンで簡単な文書作成ができる方 

⑸ 平成 23 年４月１日から勤務できる方 

4 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) 

5 応募締切 平成 23 年３月 15 日(火曜日)午後 5 時 15 分までに必着 

※ 試験等の日程は後日応募者に連絡します。 

問合せ 

・その他詳しいことについては,生涯学習課公民館係（ 72-1111 内線 410 もしくは 

72－2221）にお問い合わせください。 

生涯学習課



 
枕崎ぶえん鰹スタンプラリーを開催！ 

３月１日（火）～５月 31 日（火） 

 

枕崎ぶえん鰹スタンプラリー実行委員会では、九州新幹線全線開業を迎え｢枕崎ぶえん鰹｣を使った料理を

県内外の人々に味わっていただくため枕崎市観光協会・枕崎市漁協等の協賛でスタンプラリーを実施致しま

す。 

市内の飲食店・ホテルなど 36 店舗が｢枕崎ぶえん鰹｣を使い、創作した様々な料理を味わい、すてきな景

品を獲得してください。 

スタンプラリーについての詳しい内容は、｢枕崎ぶえん鰹ホームページ｣をご覧ください。 

アドレス  http://buenkatuo.makurazaki.net/ 

問合せ先  枕崎ぶえん鰹実行委員会（枕崎市漁協） ℡(72)2110 

水産商工課

３

楽しく学んでカツオマイスターになろう 

 

枕崎で水揚げされるカツオや生産されるかつお節を入り口としてふるさと「枕崎」を深く理解するための

きっかけ（動機）づくりを目的とした「子ども版枕崎カツオマイスター検定」を実施します。 

子どもたちは，「子ども版枕崎カツオマイスター」として学んだことを活かして，郷土に誇りをもち，自

分たちで考え，行動し，ふるさと「枕崎」への愛着を一層深めることができるようになると思います。 

なお，第 1回目の今年は，市内小学校 5 年生を対象といたします。 

 

１ 検定の実施日 平成 23 年 3 月 21 日（月・春分の日） 9:30～14:00 

２ 検 定 会 場 南薩地域地場産業振興センター（枕崎市松之尾町 37－1） 

          電話（0993）72－3133 

３ 検 定 料 無  料 

４ 持 参 物 筆記用具・おにぎり・マイはし（おかずは主催者が，かつおづくしを準備） 

５ 当日は，主催者側で催事保険に加入します。 

６ 桜山小・金山小・別府小は，市のマイクロバスの利用を検討しています。 

７ 参加された子どもには，マイスター認定証とカンバッジを授与します。 

水産商工課

春の全国火災予防運動 

 

平成23年３月１日（火）から３月7日（月）まで，全国一斉に春季火災予防運動が実施されます。 

枕崎市内の火災件数（H22.1月～H22.12月末まで） 

火災件数 ： 13件（うち 建物火災 ７件） 

◆ コンロを使用するときは，そばを離れないようにしましょう。 

◆ 家の周りに，燃えやすい物を置かないようにしましょう。 

※ あなたの家に，住宅用火災警報器は付いていますか？ 

既存の住宅については，平成23年５月31日までに設置が必要です。 

火災から生命・身体・財産を守るため，大切な家族を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。

 

「消したかな」 あなたを守る 合言葉 

枕崎消防署，市総務課

 



 
まくらざき春の市 

 

新鮮な魚介類・海産物や農産物を安い価格で販売。フリーマーケット等枕崎駅通りを歩行者天国にして開

催されます。また、北海道稚内コーナーを設置し、稚内の特産品の展示販売もあります。 

ステージでは音楽バンド・踊り・演芸などアトラクションがあり、イベントの最後は打上花火で盛り上が

ります。 

 

日  時：平成２３年３月２０日（日） 

場  所：枕崎市駅通り商店街周辺 

問合せ先：まくらざき春の市実行委員会（枕崎商工会議所内） ℡(72)3341 

水産商工課

４ 

ごみの不法投棄は絶対やめましょう 

 

海岸や山林，また，道路沿いの人目のつかない場所などに，空カンやペットボトル，家庭から出された粗

大ごみ，不要になった電化製品や事業系古タイヤなどのごみが多く捨てられ，自然環境や生活環境を著しく

悪くしております。 

空カンやペットボトルのポイ捨ても，不法投棄となります。不法投棄は，「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」により処罰され，個人の場合，最大で5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金などの罰則が科せら

れることがあります。 

ごみの不法投棄を防ぐためには，みなさんの関心が最大の防止策です。 

不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。 

市民生活課

定期コンサート「大正琴・ハーモニカ演奏会」 

 

 県内各地のイベント等で活躍されている「琴龍志会」の皆様による大正琴とハーモニカの演奏会を開催し

ます。多数のご来場をお待ちしています。入場料は無料です。 

 

＜日 時＞ ３月６日（日） 午後２時～ 

＜会 場＞ 南溟館 第２展示場 

文化課

南薩地域消防広域化運営協議会開催のお知らせ 

 

枕崎市，南さつま市，指宿市及び南九州市の４市内に置かれている指宿地区消防組合と南薩地区消防組合

の広域化について，協議・検討を行う協議会が開催されます。 

 

第６回会議 

日 時 平成23年２月24日（木）午前９時30分～ 

場 所 南九州市 市民交流センターひまわり館（川辺小学校近く） 

内 容 協議項目の協議（火災予防の取扱い 等） 

 

【協議会は，傍聴できます。】 

傍聴を希望される方は，当日会場受付に備えてあります傍聴届に住所・氏名等を記入し，傍聴してくださ

い。 

総務課



 
 

５

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：３月９日（水）午前１０時～午後３時（２月はありません。次回は５月の予定です） 

○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 

◎例えばどんな？ 

・年金を受けるための請求ができます。 

・障害年金や遺族年金の相談ができます。 

・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。 

・年金受給者の住所変更や死亡に伴う手続きができます。 

・「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１６日（水） 南九州市川辺町ひまわり館  ・４月１３日（水） 指宿市中央公民館 

・４月２０日（水） 南さつま市役所ｽﾀｼﾞｵ 21 

市民生活課

鹿児島労働局からのお知らせ 

職場の悩み・トラブル解決，労働局がサポートします。 

 

鹿児島労働局では，個々の労働者と事業主との間のトラブルを防止し，極力早く解決するため，労働局

企画室のほか県内全ての労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設け，労働問題に関するあらゆるご相

談を受け付けています。 

労使双方からのご相談に対応し，平成 22 年度上半期は約 2,200 件の相談が寄せられ，広く利用されてい

ます。 

相談やあっせん等のサービスはいずれも無料で，秘密は厳守いたします。 

事前の予約は不要で，匿名でのご相談も承ります。 

 

最寄の総合労働相談コーナーは 

鹿児島労働局 企画室の相談コーナー又は 

（鹿児島市山下町 13－21 鹿児島合同庁舎２階 ℡099-223-8239） 

鹿児島労働基準監督署内の相談コーナーです。 

（鹿児島市薬師１－６－３ ℡099-214-9175） 

 

また厚生労働省では，企業の人事・労務担当者の皆様のお役に立つ情報を「厚生労働省メールマガジン」

として配信しています。 

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）から登録できます。 

どうぞご活用ください。 

 

問合せ 鹿児島労働局企画室 ℡099-223-8239 

水産商工課



 確定申告に関するご相談は電話相談センター「０」番へ！ 

 

熊本国税局では１月 20 日（木）から３月 15 日（火）までの期間、「確定申告電話相談センター」を開設

し、所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するご相談等に電話でお答えしております。 

詳しくは、知覧税務署にお尋ねください。 

（電話０９９３‐８３‐２４１１）※自動音声案内 

税務課

６ 

確定申告は正しくお早めに 

 

確定申告の時期になりました。 

平成 22 年分の所得税の確定申告期間は、２月 16 日（水）から３月 15 日（火）までとなっています。 

申告期限が間近になりますと、申告会場は大変混雑し、長時間かかる場合もありますので、お早めに申告

をお済ませください。 

なお、国税庁ホームページの、「確定申告書等作成コーナー」で簡単に申告書等の作成ができますので、

是非ご利用ください。（http://www.nta.go.jp） 

また、電子申告用データを作成すれば、電子申告（ｅ‐Ｔａｘ）により申告等を行うことができます（贈

与税を除く。）。 

詳しくは、知覧税務署にお尋ねください。 

（電話０９９３‐８３‐２４１１）※自動音声案内 

税務課

 

株式と税（上場株式等を売却した場合の譲渡益課税） 

 

個人の方が株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要であり、他の所得と区

分して税額を計算します。 

ただし、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座における

上場株式等の売却による所得は申告不要とすることができます。 

詳しくは国税庁ホームページ（「株式譲渡益課税制度」で検索）をご覧ください。（http://www.nta.go.jp）

税務課

土地や建物などを売ったとき 

 

土地や建物などを売ったときの利益にも税金がかかりますので、申告の必要な場合があります。 

申告書の作成には、自宅や事務所からインターネットを利用して、「国税電子申告・納税システム（ｅ‐

Ｔａｘ）」や国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと簡単に申告書等の作

成ができますので、是非ご利用ください。 

（http://www.nta.go.jp） 

土地や建物などを売ったときの税金や申告書の作成・提出について分からないことがありましたら、知覧

税務署にお気軽にお尋ねください。 

（電話０９９３‐８３‐２４１１）※自動音声案内 

税務課



 

直売所へ農産物出荷を希望される方を募集 

 

市では，地産地消の推進の取組みとして，生産者と消費者の交流活動の実施・直売所等における地場産物

の利用促進・学校給食への地場産物の利用促進・情報提供などの実施を行っています。 

その取組みの一環として，市内直売所への農産物の出荷を希望される農家の募集を行います。 

つきましては，下記の期間で募集を行いますので，希望される方は，市農政課農政係まで連絡ください。

 

○募 集 期 間：平成 23 年 2 月 21 日から平成 23 年 3 月 31 日まで 

○募集連絡先：市役所農政課農政係(℡72-1111 内線 331) 

農政課

７

期限内納付と振替期日 

 

平成 22 年分確定申告分の納付期限は次のとおりです。 

申告所得税の納付期限 平成 23 年３月 15 日（火） 

消費税及び地方消費税（個人事業者）の納付期限 平成 23 年３月 31 日（木） 

納税は、お近くの銀行（日本銀行歳入代理店）などの金融機関（ゆうちょ銀行を含む。）、税務署の窓口

で受け付けています。 

また、申告所得税と消費税及び地方消費税（個人事業者）の納税は、金融機関の預貯金口座から自動的

に振り替える「振替納税」が大変便利です。 

振替納税の振替日は次のとおりです。 

申告所得税の振替日 平成 23 年４月 22 日（金） 

消費税及び地方消費税（個人事業者）の振替日 平成 23 年４月 27 日（水） 

納税や「振替納税」のことでお分かりにならないことがありましたら、知覧税務署にお尋ねください。

（電話０９９３‐８３‐２４１１）※自動音声案内 

税務課

『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 23 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 

官製ハガキに郵便番号、住所、氏名、電話番号を書いて、市役所総務課秘書広報係（〒898-8501 枕

崎市千代田町 27 番地）へ送付してください。 

○応募期限：3 月 10 日（木）必着 

総務課



 

８ 

☆地上デジタル放送視聴のための低所得世帯支援の拡大について 
 

総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送に移行することができない世帯に対して支援を行ってい

ますが、今回、その対象を、「ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯」に加えて、「市町村民税非課税世帯」に拡

大します。 

 

（１）新たな支援の対象は？ 

まだ地上デジタル放送に対応できていない世帯で、「世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けて

いる世帯」が対象です。 

なお、支援を受けるにはＮＨＫとの放送受信契約が必要ですが、まだ契約がお済でない場合は、

支援申込み以降に速やかに契約してください。 

（２）受けられる支援の内容は？ 

簡易なチューナー（1 台）を無償で給付（配送）します。また、チューナーの設置方法や操作方法

を電話でサポートします。（チューナーの訪問設置、アンテナ改修等は行いません。） 

（３）申込方法は？ 

申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務省 地デジチューナー支援実施センターへ

送付してください。 

申込書は、インターネット・電話等で総務省 地デジチューナー支援実施センターからお取り寄

せください。市役所市民ホール等にも準備する予定です。 

申込みに当たっては、「世帯全員が記載された住民票の写し」と「世帯全員分の市町村民税非課税

証明書」が必要です。（手数料は申請者負担） 

（４）お問い合せ先 

○支援制度について：総務省 地デジチューナー支援実施センター 0570-023724 

○ＮＨＫの放送受信契約について：ＮＨＫ ふれあいセンター 0570-077077 

（※ＮＨＫ放送受信料全額免除の世帯には、専用の支援があります。詳しくは、総務省 地デジチュ

ーナー支援実施センター（0570-033840）までお問い合せください。 

企画調整課

スプレー缶等のごみの出し方について（重要） 

 

昨年，12 月 30 日，内鍋清掃センターにおいて，粗大ごみ処理施設の破砕機前のコンベア付近より火災が

発生しました。幸い大事には至りませんでしたが，年末であり，ごみを持込まれた住民のみなさま方には

大変なご迷惑をおかけしました。 

火災の原因は特定できておりませんが，現場の状況から収集車から搬入されたごみによるものではない

かと考えられることから，あらためて次の点に注意してごみを出してください。 

 

●スプレー缶は，使い切ってから必ず穴を開けて「燃えないごみ」として赤い袋で出してください。 

●使い捨てライターは，残ったガスを抜いてから「燃えないごみ」として赤い袋で出してください。 

●家庭用カセットボンベについては，使い切ったあと穴を開けて「資源ごみ」として空き缶類と一緒に黄

色い袋で出してください。 

 

安全にごみを処理するには，市民のみなさんの一人ひとりのご理解と，分別収集へのご協力が不可欠で

すので，ごみを出す際は，氏名を記入し，分別がされているか再度確認した後，決められた日の朝 8 時ま

でに出すようにしてください。 

市民生活課環境整備係・内鍋清掃センター



 

９

銃砲刀剣類の登録について 

 

鹿児島県教育委員会では、平成２３年度銃砲刀剣類登録審査を次のとおり実施します。 

１ 審査日時 

第１回 平成２３年５月１０日（火）   第４回 平成２３年１１月 ８日（火） 

第２回 平成２３年７月１２日（火）   第５回 平成２４年 １月１０日（火） 

第３回 平成２３年９月１３日（火） 

午前１０時から午後３時（但し正午から午後１時を除く。） 

※午後２時 30 分までにおいでください。 

２ 審査会場 

鹿児島県青少年会館 住所 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町１－８ 電話 099-257-8226 

３ 登録に必要な書類等 

① 登録しようとする銃砲刀剣類 

② 発見届をしたとき、警察署から交付された「刀剣類発見届出済証」、「刀剣類登録通知書」 

③ 登録申請手数料 １件につき６，３００円 

④ 委任状（代理人の場合のみ） 

⑤ 承諾書（分解を依頼するとき） 

◎すでに登録された銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得した場合、当該事実の発生した

日から 20 日以内に届出をしなければなりません。 

また、住所の変更があった場合は、住所変更の届出が必要です。 

（届出の受付は、登録のある都道府県教育委員会で常時行っております。） 

※詳しくは、鹿児島県教育庁文化財課企画助成係（電話 099-286-5353）へお問い合せください。 

文化課

枕崎市奨学金制度のお知らせ 

 

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に対

して奨学金の貸与を行っています。（ただし，公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は除く） 

毎年度 4 月に募集を行いますので，奨学金の貸与を希望する方は，教育委員 

会総務課（℡72－0170 内線 812）へお問い合わせください。 

○平成 23 年度奨学生募集期間：平成 23 年 4 月 1 日（金）～4 月 28 日（木） 

※ 募集の詳細については次号でお知らせします。 

教育委員会総務課

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


