募

集

平成29年度枕崎市生活学校生
「生活学校」は、少しでも暮らしをよくした
いと願う女性の集まりです。
安全で安心な暮らしを築くために、長年にわ
たって生活者の目線でさまざまな課題解決に向
けて活動を続けています。特に最近では、環境
問題、食の安心安全に関わる問題、自然災害対
策等、身近な暮らしの中から生活上の問題点や
課題を見つけ、取り組んできました。どなたで
も参加できますので、多くの方の参加をお待ち
しています。
最近の取組み例
・ＥＭボカシづくりとその活用
・マイバッグ運動や食品ロス削減への取り組み
・郷土料理づくりや正月用生け花講習
・市外研修、県及び地区の研修会や交流会への
参加
・各地で開かれた自然災害対策についての研修
会への参加
年会費 500円
※他に実習材料代を徴収することもあります。
申込期限 ５月10日(水)
開講式 ５月16日(火)午後１時30分から市民会
館で実施予定
問合せ・申込み
生涯学習課公民館係(市民会館内）
TEL72-1111(内線410)、TEL72-2221

からいも交流・夏

ホストファミリー

香港、マカオ、台湾の大学で日本語を勉強し
ている大学生を、ホストファミリーとして受け
入れてみませんか。
受入期間 ７月９日(日)～23日(日)
申込期限 ５月14日(日)
問合せ・申込み ＮＰＯ法人からいも交流かご
しまブロック 担当：山神
TEL080-5274-7254

２

市営住宅及び特定公共賃貸住宅入居者
市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者を募
集します。希望者は、入居申込書(建設課備付
け)に必要書類をそろえてお申込みください。
※市営住宅及び特定公共賃貸住宅には、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申込みできま
せん。
■市営住宅
募集期間 ５月10日(水)まで
募集戸数 １戸
西之原団地312号(別府西町630番地)
構造(間取り) 中層耐火構造３階(３ＤＫ)
建設年度 昭和61年
家賃(敷金) 15,200円から(家賃３カ月分)
入居資格
・現在、持家がない等、住宅に困っていること
が明らかであること
・現に同居し、または同居しようとする親族が
あること
・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が
158,000円以下であること(裁量世帯について
は214,000円以下)
・市税を滞納していない者であること
・入居者及び同居者が暴力団員でないこと
■特定公共賃貸住宅
募集期間 ５月10日(水)まで
募集戸数 ２戸
遠見番住宅102号(岩戸町308番地)
遠見番住宅201号(岩戸町312番地)
構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)
建設年度 平成５～６年
家賃(敷金) 40,000円(家賃３カ月分)
入居資格
・自ら居住するために住宅を必要としているこ
と
・現に同居し、または同居しようとする親族が
あること
・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が
158,000円以上487,000円以下であること
・市税を滞納していない者であること
・入居者及び同居者が暴力団員でないこと
※特定公共賃貸住宅は、平成29年４月から家賃
を引き下げました。
問合せ・申込み 建設課建築係
TEL72-1111(内線336)

「少年の船」参加者

こころの健康相談会

枕崎市にと って忘 れては ならない 「黒島流
れ」。「枕崎市少年の船」は、村営船「みしま」
に乗船して三島村黒島を訪れ、黒島流れの犠牲
者のめい福を祈るとともに、交歓会等を通じ、
黒島の方々や参加者同士の親睦を深めるもので
す。
海側から見る枕崎のまちや、雄大な海、島々
の姿は大きな感動を呼び、数々の苦労を力強く
乗り越えてきた祖先の熱い思いを感じることで
しょう。
日時 ５月21日(日) 午前８時～午後５時
募集対象 小・中学生、高校生、一般
定員 200名
参加料 小・中学生＝300円、一般(高校生含む)
＝2,000円
応募期限 ４月28日(金) 午後５時
※平日の申込みは、午前８時30分から午後５時
15分まで
問合せ・申込み
・生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170
・市民会館 TEL72-2221

こころの不調や引きこもりなどでお困りのご
家族、ご本人を対象に、臨床心理士による無料
相談会を開催します。
日時 ５月17日(水) 午後１時30分～４時
場所 健康センター
申込締切 ５月16日(火)
申込方法 相談は事前予約制となります。相談
をご希望の方は、電話でお申込みください。
問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

相

談

巡回無料法律相談会
鹿児島県弁護士会では、当会所属の弁護士を
派遣して各地を巡回する形での無料法律相談会
を実施します。
当会では、住民の皆さんの日常生活での悩み
事やトラブルに専門のアドバイスを提供する環
境整備を進めていきたいと考えております。身
近な事から何でも構いません。遠慮なくぜひご
利用ください。混雑を回避するため、予約制と
させていただきますが、当日の受付でも構いま
せん。
日時 ６月14日(水) 午後１時～４時
場所 市民会館応接室
問合せ・申込み 鹿児島県弁護士会
TEL099-226-3765

年金相談所を開設
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11日(木) 午前10時～午後３時
６月１日(木) 午前10時～午後３時
場所 市民会館和室
※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先
されます。予約のない方は、その日の相談を
お断りさせていただく場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111
●どんな相談ができますか？
・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。
・障害年金や遺族年金などの相談ができます。
・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ
ます。
・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。
※国民年金保険料の納付はできません。
※相談当日は、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)。
●近隣市での相談も可能です
・５月18日(木)南九州市知覧町ちらん夢郷館
・５月25日(木)南さつま市役所スタジオ21
問合せ 市民生活課国民年金係
TEL72-1111(内線144・145)

３

行政相談員に相談してみませんか

全国一斉特設人権相談所開設

行政相談所を次のとおり開設しますので、ぜ
ひご利用ください。
日時 ５月 27 日(土) 午後１時～４時
場所 市民会館応接室
行政相談委員 松山智氏
行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民
間のボランティアの方です。市民の皆さんと行
政のパイプ役として、すべての市町村に１人以
上委嘱されており、皆さんの相談相手として、
役所のサービスや行政の仕組み、手続きに関す
る相談を受け付け、助言や関係機関に対する通
知などを行っています。
なお、相談は無料で秘密は守ります。
問合せ 総務省鹿児島行政評価事務所

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法
の施行日である６月１日を「人権擁護委員の日」
と定め、この日に「全国一斉特設人権相談」を
実施することとしています。鹿児島県人権擁護
委員連合会においても、次のとおり特設人権相
談を開設いたします。相談は無料で、秘密は固
く守ります。
日時 ６月１日（木） 午前10時～午後３時
場所 市民会館第３会議室
相談員 地元人権擁護委員
問合せ 鹿児島地方法務局知覧支局
TEL0993-83-2208

TEL099-224-3247

終活のススメ無料相談会
高齢者の老後の不安、相続・遺言等のお悩み
について、次の日程で無料相談会を実施します。
相談を希望される方は予約が必要です。前日ま
でに電話またはＦＡＸで予約してください。秘
密は厳守します。
日時・場所
・５月27日(土) 午前10時～午後３時 枕崎市
市民会館
・６月10日(土) 午前10時～午後３時 南九州
市コミュニティーセンター知覧文化会館
主催 ＮＰＯ法人生き生きサポートシルバーエ
イジ
相談内容 高齢者の生活支援(介護認定・介護サ
ービス等)、成年後見制度(法定後見・任意後見)、
見守り・財産管理事務委任契約・死後事務委任
契約、遺言・相続、エンディングノート等
問合せ・申込み
・ＮＰＯ法人生き生きサポートシルバーエイジ
鹿児島事務所(上江川直子)
TEL・FAX099-281-6447
・南薩地区担当 松野下輝男
TEL090-2583-3205、FAX0993-76-0678

お

ら

せ

広報まくらざき４月号掲載記事に
関する訂正のお知らせ
広報まくらざき４月号の掲載記事に一部誤り
がありました。以下のとおり訂正させていただ
くとともにお詫び申し上げます。
訂正記事 19 ページ 日曜・祝日在宅医
※４月30日の市立病院(小児)ついては、診療日
ではありません。
【誤】

【正】

問合せ

４

知

枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

５月１日～31日は水防月間

障害者等の軽自動車税減免について

梅雨を控え、水害から大切な生命や財産を守
るための月間です。
日頃の十分な備えと、一人ひとりの水防に対
する心構えが、被害を最小限にくい止めます。
水防活動にご協力をお願いします。
なお、市内の１時間雨量、主要河川の水位の
状況等を南薩地域振興局管内河川情報テレホン
サービス(TEL099-214-7070)で知ることができま
す。
問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

障害者手帳の交付を受けている方が所有する
軽自動車(18歳未満の障害者と生計を同じくする
方が所有する場合を含む)は、普通自動車税の減
免を受けている場合を除き、軽自動車税減免の
制度があります。
次に掲げる書類等を持参のうえ、申請期間内
に税務課課税係(14番窓口)で減免申請の手続き
をしてください。前年度に減免を受けた方も、
毎年手続きが必要です。
なお、障害の等級や状態、運転する方などの
条件によって、該当しない場合もあります。
申請期間 ５月１日(月)～24日(水)
※申請は「軽自動車税納税通知書」が到着して
から行ってください。
申請場所 税務課課税係(14番窓口)
申請に必要なもの 運転免許証、車検証、マイ
ナンバーカード(通知カードで可)、印鑑、軽自
動車税納税通知書、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
問合せ 税務課課税係
TEL72-1111(内線154・155)

平成29年４月以降の(特別)児童扶養手
当額について
(特別)児童扶養手当額は、毎年の消費者物価
指数の変動に応じて手当額を改定するスライド
措置がとられており、平成28年全国消費者物価
指数の実績値は対前年比▲0.1％となったことか
ら、平成29年４月分からの手当額について0.1％
の引き下げとなります。具体的な手当額は、次
のとおりです。
●児童扶養手当(月額)
区

本体額

第２子
加算額

第３子
加算額

平成29年
４月～

全部
支給

42,330円

42,290円

一部
支給

42,320円～
9,990円

42,280円～
9,980円

全部
支給

10,000円

9,990円

山元

博子

白沢西町69

72-2150

身体

一部
支給

9,990円～
5,000円

9,980円～
5,000円

中釜

寿代

中町173

72-9282

身体

全部
支給

6,000円

5,990円

篭原奈保美
藤井夕姫子

妙見町505
立神本町487

72-9862
72-7157

身体
身体

平田衣津子

明和町300

72-7194

知的

一部
支給

5,990円～
3,000円

5,980円～
3,000円

●特別児童扶養手当(月額)
区分
１級
２級
問合せ

障害者相談員等について

平成28年８月～
平成29年３月

分

平成28年４月～
平成29年３月
51,500円
34,300円
福祉課社会係

平成29年４月～
51,450円
34,270円
TEL72-1111(内線137)

市から委託され活動している障害者相談員は、
次の５名（身体障害担当４名・知的障害担当１
名）です。障害に関することや日常生活などに
ついて相談を受けます。
氏
名
住
所
電 話
種別

精神障害等の相談は地域活動支援センターう
えるふぇあで、家族等からの相談は南薩地区精
神保健福祉推進の会南風会で受付けています。
・地域活動支援センターうえるふぇあ TEL729242
・南薩地区精神保健福祉推進の会南風会 (南さ
つま市ゆめぴか交流館内) TEL53-6116
問合せ 福祉課障害福祉係
TEL72-1111(内線470)

５

犬の登録及び狂犬病予防注射を実施
平成29年度の犬の登録及び狂犬病予防注射を次の日程で行います。
生後91日以上の犬を飼育している飼い主は、狂犬病予防法第４条(登録)並びに第５条(予防注射)によ
り、生涯１度の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。これに違反すると20万円以
下の罰金が科せられます。
狂犬病は、犬や人に感染し発病すると必ず死に至る恐ろしい病気で、海外では毎年４万人以上が亡く
なっています。自分の飼い犬から狂犬病が発生しないように必ず予防注射を受けてください。
日程・会場
月日・曜日

５月９日(火)

場

所

時

間

月日・曜日

場

所

時

間

金 山 公 民 館

9:00～ 9:20

板 敷 公 民 館

9:00～ 9:30

道 野 公 民 館

9:35～10:00

東白沢公民館

9:45～10:20

山 下 公 民 館 10:15～10:45

俵 積 田 公 民 館 10:35～11:05

木 場 公 民 館 11:00～11:50 ５月11日(木)

中 原 公 民 館 11:20～11:40

小 園 公 民 館 13:30～14:00

下 山 公 民 館 13:30～14:10

宝 寿 庵 公 民 館 14:15～15:00

新 町 公 民 館 14:30～15:10

岩 崎 公 民 館 15:15～16:00

市

塩 屋 公 民 館

児童館(旭町)

9:00～10:15

役

所 15:30～16:30
9:00～ 9:45

田 畑 公 民 館 10:30～11:40

東 本 町 公 民 館 10:00～10:35

大 塚 公 民 館 13:30～14:45 ５月12日(金)

木 原 公 民 館 10:50～11:40

大 堀 公 民 館 15:00～15:50

上 釜 会 館 13:30～14:15

５月10日(水)

市

役

所 14:30～16:00

・料金は注射及び済票交付料が3,400円です｡
※初めて登録する場合は、登録料3,000円と合わせて6,400円になります｡
・今まで飼っていた犬が死亡した場合は、必ず犬の死亡届(印鑑必要)を提出してください。同じく、他
人から譲り受けた場合は、変更届(印鑑必要)が必要になります。死亡届・変更届の用紙は当日も準備
してあります。
・本市に転入されてきた方(犬を飼っている方)は、早めに市役所で登録の変更手続をしてください。
・犬の登録や死亡・飼い主の変更等に関することは、市民生活課環境整備係までお問合せください。
問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線327)

６

ご存知ですか？スポーツ安全保険
スポーツ安全保険とは、(公財)スポーツ安全
協会が契約者となり、加入手続を行った４名以
上のアマチュアの社会教育関係団体の構成員を
被保険者として、損害保険会社との間に、傷害
保険、賠償責任保険を一括契約する保険です。
加入できる団体 スポーツ活動、文化活動、ボ
ランティア活動、地域活動を行う社会教育関係
団体
申込方法 総合体育館備付けの申込書をご利用
ください。
問合せ・申込み 総合体育館 TEL72-1116

公園利用者の皆さんへ
公園は、さまざまな人が利用します。他の利
用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナー
を守り、快適に楽しく利用しましょう。
ゴミのポイ捨て禁止 空き缶、紙くずなどは、
必ず持ち帰ってください。
ゴルフ練習は禁止
公園内でのゴルフ練習は、周りにいる人に危
険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込
んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。
ペットについて イヌの放し飼いをしないこと
フンの後始末は、飼い主の基本的なマナーです。
遊具での遊び方について
遊具での危険な遊びはやめましょう。また、
幼児だけでの遊びはさせないで、保護者が同伴
しましょう。
公園内でハトやネコへの餌付け禁止
バイクの乗り入れは禁止
問合せ 建設課都市計画係
TEL72-1111(内線236)

水尻公園多目的トイレが完成
県の地域振興推進事業を活用し、整備を行っ
ていた、水尻公園の多目的(多機能)トイレが完
成しました。平成29年度は駐車場の整備を行う
予定です。
問合せ 建設課都市計画係
TEL72-1111(内線236)
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