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募   集 
 

第62回市少年野球大会出場チーム 
 

出場希望チームは、申込書に参加料2,000円を

添えて、生涯学習課または市民会館へ提出して

ください。 

日程 ７月22日(土)、23日(日) 

※予備日は、７月24日(月)、25日(火) 

場所 市営野球場及び塩浜グラウンド(全面) 

チーム編成 チーム編成は原則として次のとお

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。 

・６年生＝４名、５年生＝３名、４年生＝２名 

・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

上、市公連会長の承認を得るものとする。 

・同一公民館からの参加は、２チームまで。 

申込期限 ７月４日(火) 午後５時まで 

■監督会議及び抽選会  

日時 ７月20日(木) 午後６時30分～ 

場所 市民会館第１会議室 

※各チーム監督及び主将は必ず出席すること。 

主催 市自治公民館連絡協議会 

問合せ・申込み 生涯学習課生涯学習係 

TEL72-0170 

  

 

甲種防火管理新規講習受講者 
 

市消防本部では甲種防火管理新規講習を実施

します。受講希望者は市消防本部までお申し込

みください。 

日時 ８月22日(火)、23日(水) 午前９時～午

後５時 

会場 市消防本部会議室 

受付期間 ７月３日(月)～24日(月) 

※受付時間は午前９時～午後５時 

定員 50名(定員に達した時点で締め切ります) 

問合せ・申込み 市消防本部警防課予防係 

        TEL72-0049 

 

 

 
ハンセン病療養所訪問希望親子 
 

療養所訪問を希望する親子を募集します。入

所されている方との交流をとおして、長い間の

誤った隔離政策による人権侵害の体験談から、

偏見・差別のない社会の大切さや生き方を学ぶ

貴重な機会です。 

日程・対象及び募集期間   

場所 

星塚敬愛園 

(鹿屋市星塚町

4204番地) 

奄美和光園 

(奄美市名瀬和光

町1700番地) 

期日 ８月４日(金) ８月24日(木) 

対象 

小・中学生、高

校生とその保護

者等 

(先着130名) 

小・中学生、高

校生とその保護

者等 

(先着30名) 

日程 

・ 

概要 

８:15 県庁集合 

10:20 現地着 

10:25～14:50 

敬愛園内で見学・

交流 

納骨堂にて献花・

焼香 

15:15 現地発 

17:15 県庁解散 

12:45 大島支庁

集合 

13:10 現地着 

13:30～15:50 

和光園内で見学・

交流 

納骨堂にて献花・

焼香 

16:00 現地発 

16:10 大島支庁

解散 

募集 

期限 
７月14日(金) ７月28日(金) 

参加料 無料 

申込方法 

ハガキ、電話、ＦＡＸ、メールのいずれかに、

訪問施設名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性

別、学年(または職業)、電話番号(携帯電話等)、

今までの参加経験の有無を記入または連絡して

申し込んでください。 

※決定は後日、文書で通知します。 

問合せ・申込み 

県健康増進課ハンセン病対策窓口 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 

TEL099-286-2720 FAX099-286-5556 

メール kansensy@pref.kagoshima.lg.jp 
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特定公共賃貸住宅の入居者 
 

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

そろえてお申し込みください。 

※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し込みできません。 

募集戸数 ２戸(随時募集) 

・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) 

※平成29年４月から家賃を引き下げました。 

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 

問合せ・申込み 建設課建築係   

TEL72-1111(内線336) 

 

 

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり 

大漁みこし参加団体 
 

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの

「大漁みこし」が、次の日程で開催されます。

参加希望の団体は、水産商工課に備付けの申込

用紙で申し込んでください。多数の参加をお待

ちしています。 

日時 ８月６日(日) 午後２時～４時(予定) 

応募締切 ７月14日(金) 

問合せ・申込み 水産商工課観光交流係 

枕崎市松之尾町64番地 

        TEL72-1111(内線462) 

  

 

 

 

県立宮之城高等技術専門校入校生 
 

■平成30年度入校生推薦選考【室内造形科・建

築工学科】 

木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし

た入校者を募集します。 

受付期間 ９月１日(金)～28日(木) 

応募資格 高等学校を平成30年３月に卒業見込

みの者 

選考日 10月６日(金) 

選考場所 県立宮之城高等技術専門校 

選考方法 筆記試験(適性)及び面接 

合格発表 10月16日(月) 

詳しくは県立宮之城高等技術専門校募集案内

及びホームページをご覧ください。 

■平成29年度オープンキャンパス 

木工・建築大工の体験入校生を募集します。 

日時 ８月１日(火) 午前９時～12時30分 

申込期限 ７月26日(水) 

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(１日傷害保険の加入を予定) 

※制作した作品は、お持ち帰りできます。 

※中学生、高校生は、学校を通じて事前に県立

宮之城高等技術専門校に確認の上、ＦＡＸま

たは郵送で申し込んでください。 

※上履きを持参し、作業のできる服装で参加し

てください。引率の教職員、保護者の方も見

学できます。 

※申込書は、県内の各中学・高等学校、職業安

定所、同専門校ホームページにあります。 

問合せ・申込み 

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 

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993 
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裁判所職員採用試験受験者 
 

裁判所では職員採用試験の受験者を募集して

います。 

詳細については、裁判所のウェブサイト(htt

p://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html)また

は最寄りの裁判所にある受験案内をご覧くださ

い。 

申込受付期間 

・インターネット＝７月11日(火)午前10時～20

日(木) 

・郵送＝７月11日(火)～14日(金) 

第１次試験日 ９月10日(日) 

問合せ  

鹿児島地方裁判所事務局総務課人事第一係   

TEL099-808-3707 

 

「交通遺児育英会奨学金」奨学生 
 

    公益財団法人交通遺児育成会では、保護者等が

道路における交通事故で死亡したり、著しい後

遺障害のために働けなくなった家庭の高校生以

上の生徒・学生に奨学金の貸付けを行っていま

す。 

※募集案内・願書がダウンロードできます。

(http://www.kotsuiji.com) 

応募資格 保護者が交通事故で死亡または重い

後遺障害となった家庭の高校生以上の生徒・学

生(申込時25歳までの人) 

※入学前の予約申請制度あり 

奨学金の貸付金額、返還期間  

・無利息で、月額２万円～10万円支給されます。 

・返還は最長20年です。 

募集期限 

・１次募集 ８月31日(木) 

・２次募集 平成30年１月31日(水) 

問合せ 公益財団法人交通遺児育英会 

TEL03-3556-0773(直通) 

0120-521-286(フリーダイヤル) 

 

 

 

県地域防災リーダー養成講座受講者 
 

県では、地域防災力の強化を図るため、防災

に関する実践的知識と技術を有し、防災活動の

指導的役割を担う「地域防災リーダー」の養成

講座を開催しています。講座受講修了者は、県

の「地域防災推進員」に認定します。受講を希

望される方は、総務課危機管理対策係までご連

絡ください。 

日時 ７月29日(土)、30日(日) 午前９時30分

～午後４時10分 

場所 鹿児島県防災研修センター(姶良市平松

6252) 

受講料 無料 

講座内容 

・自主防災組織の結成と運営 

・ＡＥＤを使用した心肺蘇生法訓練 

・災害発生時の応急対策など 

応募期限 ６月30日(金) 午後５時まで 

問合せ・申込み 総務課危機管理対策係 

TEL72-1111(内線214) 

 

家畜商講習会受講者 
 

家畜商の免許取得には、県が年１回開催する

家畜商講習会の受講が必要です。 

内容は、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、機能障害と疾病です。 

開催日時 ８月１日(火)～２日(水) 午前９時

～午後５時 

開催場所 鹿児島県市町村自治会館402号会議室 

提出書類 受講申請書に3,300円分の県収入証紙

と６カ月以内撮影の写真を貼付し、必要事項を

記載・押印の上、提出してください。 

申込期限 ６月30日(金)必着 

問合せ・申込み  

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 

TEL099-286-3226 
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相   談 
市立病院業務委託人(管理栄養士) 
 

 希望者は採用試験受験申込書(市立病院備付

け)を市立病院管理係に提出してください。試験

の時期と場所については、応募者に対して、試

験日時・場所を記載した受験票を送付します。 

職種 管理栄養士 

募集人員 １名 

応募資格 

・管理栄養士免許を有する方 

・平成29年４月１日現在の年齢が満50歳未満の

方 

・市立病院に通勤可能で健康な方 

・現在、市内の医療機関に勤務していない方 

・平成29年８月１日から勤務できる方 

選考方法 専門試験、作文試験、面接試験(個別

面接)、健康診査(試験当日に医療機関の健康診

断書を提出) 

受付期間 随時。受付は午前８時30分から午後

５時15分まで(土・日曜日、祝祭日を除く) 

問合せ・申込み 枕崎市立病院管理係  

TEL72-0303  

 

 

燃ゆる感動かごしま国体広報ボランティア 
 

 平成32年に開催される「第75回国民体育大会

燃ゆるかごしま国体」と「第20回全国障害者ス

ポーツ大会燃ゆる感動かごしま大会」をＰＲす

るボランティアを募集します。 

活動期間 平成29年９月～平成32年10月末(月１

～２回程度) 

活動場所 県準備委員会主催のイベント及び県

準備委員会が活動を認めた県内のイベント等 

活動内容 各種イベント会場での啓発グッズや

広報紙の配布などのＰＲ活動ほか 

応募方法 応募申込用紙に必要事項を記入の上、

持参・郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法

で、県準備委員会に提出してください(申込用紙

は県ホームページからダウンロードしてくださ

い)。 

問合せ・申込み  

第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会  

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1  

TEL099-286-2874 FAX099-286-5553  

メール kokutai-koho@pref.kagoshima.lg.jp 

 

 
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 ７月13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、空いている時間

に再度お越しいただくか、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。 

・６月29日(木) 指宿市役所第１会議室 

・７月６日(木) 南さつま市役所スタジオ21 

・７月27日(木) 指宿市役所第１会議室 

問合せ 市民生活課国民年金係 

    TEL72-1111(内線144・145) 
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こころの健康相談会 

 

こころの不調や認知症、引きこもりなどでお

困りのご家族・ご本人を対象に、専門医による

無料相談会を開催します。相談は事前予約制と

なります。 

日時 ７月19日(水) 午後１時30分～４時30分   

場所 健康センター  

相談医 鮫島稔弥先生(ウエルフェア九州病院)  

申込締切 ７月12日(水) 正午 

申込方法 電話による申込み 

問合せ・申込み 加世田保健所 TEL53-8001  

 

 

かごしま就農・就業相談会 
 

農業等の担い手を確保することを目的に就農・

就業相談会を開催します。鹿児島で自然を相手に

働いてみませんか。予約は不要で服装も自由、お

気軽にご参加ください。 

日時 ８月11日(金・祝) 午前10時～午後４時 

場所 かごしま県民交流センター 

問合せ  

公益社団法人鹿児島県農業・農村振興協会 

TEL099-213-7223 

 

 

労働なんでも相談会 
 

残業代が支払われない、解雇されたなど職場

でのトラブル、お悩みはありませんか｡労使の相

談に労働問題相談員(社会保険労務士)が無料で

対応します。事前申込みは不要で、秘密は厳守

します。 

日時 ７月13日(木) 午前11時～正午、午後１

時～３時30分 

場所 市民会館第４会議室 

問合せ 県雇用労政課労政係 TEL099-286-3017 

※相談専用電話(TEL099-286-3188)でも随時相談

できます。 

 
 
 
 
 
 

難病巡回相談会 
 

日時 ８月７日(月) 午後１時～３時30分 

場所 指宿保健所 

対象 神経難病(慢性炎症性脱髄性多発神経炎/

多巣性運動ニューロパチー)の患者及び家族、関

係者(加世田・指宿保健所管内居住者） 

内容  

・鹿児島大学病院脳神経センター神経内科橋口

昭大先生による講話「慢性炎症性脱髄性多発

神経炎/多巣性運動ニューロパチーとのつきあ

い方(仮題)」 

・交流会(質疑応答含む) 

申込締切 ７月31日(月) 

受付時間 午前９時～午後４時(火曜・祝祭日を

除く) 

問合せ・申込み 

・加世田保健所 TEL53-2315 

・指宿保健所 TEL0993-23-3854 

・県難病相談・支援センター相談課  

TEL099-218-3133 

 

 

 

 

 
市勤労青少年ホームの私物引き取りに
ついて 
 

市勤労青少年ホームは、平成25年３月31日を

もって閉館しましたが、ホーム内には、勤労青

少年講座等で利用していた私物がまだ残ってい

ます。心あたりのある方は、７月末日までに水

産商工課商工振興係までご連絡いただき、私物

の引き取りをお願いします。 

なお、７月末日までに連絡がない場合、ホー

ム内の私物はすべて処分させていただきます。 

問合せ 水産商工課商工振興係 

TEL72-1111(内線421) 
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ふるさと美化活動を実施 
 

明るく住みよい郷土の環境美化を目的に、公

民館をはじめ各団体の協力のもと、「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、各公民館の都合により別の日に行うと

ころもありますので、それぞれの地域で確認し

てください。市民のみなさんのご協力をお願い

します。 

実施日 ７月２日(日) ※予備日９日(日) 

■作業上の注意点 

・この日は、一般家庭ごみ及び事業所ごみの内

鍋清掃センターへの持込みは出来ません。持

込みができるものは、清掃活動で出た草木類

やポイ捨てされたごみと地区収集の粗大ごみ

に限ります。 

・持込み(搬入)の有無に関わらず、美化活動を実

施する公民館は事前に連絡をお願いします。 

・搬入車輌が多く、混雑が予想されますので、

粗大ごみ回収に取り組む公民館は、それぞれ

の種類ごとに積み込むなどきちんと分別を行

ってください。 

・ごみの搬入時間は、午前８時から正午です。 

※予備日も同様です。 

・作業中はみなさんで声を掛け合って、ケガの

ないように十分注意してください。 

問合せ 市民生活課環境整備係  

TEL72-1111(内線325・327) 

 

 

カッターレース大会を開催 
 

第42回九州地区水産・海洋高等学校カッター

レース大会が開催されます。九州から鹿児島水

産高等学校を含む７校が参加します。みなさん

のご声援をお願いします。 

日時 ７月９日(日) 午前９時～午後３時 

会場 枕崎港外港 

問合せ 鹿児島水産高等学校 TEL76-2111 

 

 

 

成人用肺炎球菌予防接種について 
 

定期接種となっている成人用肺炎球菌の予防

接種は、前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79

歳、84歳、89歳、94歳、99歳の方が対象となり

ます。今年度の対象になる方には個別に通知し

ていますが、対象の年齢でまだ通知の届いてい

ない方は、健康センターまでご連絡ください。 

なお、今までに任意接種で接種されている方

は接種の必要はありませんので、健康センター

までお知らせください。 

対象者 

■今年度対象者の生年月日 

・昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生 

・昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生 

・昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生 

・昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生 

・昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生 

・昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生 

・大正11年４月２日～大正12年４月１日生 

・大正６年４月２日～大正７年４月１日生 

■60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしく

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限される程度の障害を有する方。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日

常生活がほとんど不可能な程度の障害を有す

る方。 

接種期限 平成30年３月31日(土) 

接種場所 有山内科、ウエルフェア九州病院、

尾辻病院、小原病院、茅野内科医院、国見内科

医院、サザン・リージョン病院、立神リハビリ

テーション温泉病院、枕崎こどもクリニック、

枕崎市立病院、溝口クリニック 

接種方法 接種を希望する医療機関に申し込み、

成人用肺炎球菌ワクチンを１回接種する。 

料金 接種料金から3,000円を差し引いた額

(3,000円は公費助成） 

問合せ 健康センター TEL72-7176 
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歯周病検診を実施 
 

受診券を使って歯周病検診を無料で受けるこ

とができます。歯周病は気付かないうちに進行

し、歯を支えている骨(歯槽骨)をとかす病気で

す。この機会を利用し、ぜひ受診してください。 

対象者には通知をしていますが、対象の方で

届いていない方は健康センターへお問い合わせ

ください。 

実施期間  

７月１日(土)～平成30年３月17日(土) 

対象者 平成29年４月２日から平成30年４月１

日に満40歳、50歳、60歳、70歳となる方 

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導 

申込み 予約が必要ですので、次の協力歯科医

院に申し込みの上、受診してください。 

歯科医院名 電話番号 

有山歯科医院 72-0455 

今給黎歯科医院 73-2838 

かわばた歯科医院 73-2434 

サザン・リージョン病院・歯科 72-1351 

さめしま歯科医院 72-8255 

デンタルクリニック・有山 72-7712 

ヒロシマ・デンタルクリニック 72-7111 

廣島歯科医院 72-0103 

ふぁみりー歯科医院 76-3587 

松原歯科医院 86-3010 

峰元歯科医院 72-4321 

山之内歯科医院 72-0477 

吉嶺歯科医院 72-7117 

草野歯科医院 72-9808 

問合せ 健康センター TEL72-7176 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病問題を正しく理解する週間 
 

６月24日までは「ハンセン病問題を正しく理

解する週間」です。ハンセン病問題に対する解

決の促進を図るため、県ではこの週間を定めて

います。 

ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症

で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力は

弱いので、非常にうつりにくい病気であり、早

期発見と早期治療により、短期間で完治する病

気です。わが国に感染源となるものはほとんど

ありません。 

国の誤った隔離政策によって、長年にわたり

強制的に隔離され、本人だけでなく、ご家族も

偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々

の人生が奪われました。病気が治っても家族の

元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今

もなお、多くの方々が療養所での生活を余儀な

くされています。 

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン

病であった方々等が、平穏に安心して生活でき

る地域づくりのために、また、二度とこのよう

な悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一

人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく

理解することが大切です。 

問合せ 健康センター TEL72-7176 
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ライトダウンキャンペーンを実施 

 

 環境省では、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。 

今年度も、６月21日(水)から７月７日(金)ま

での間、不必要な照明の消灯を広く呼び掛ける

「ライトダウンキャンペーン」を実施します。

期間中、特別実施日として６月21日(水)には

「夏至の日ライトダウン」、７月７日(金)には

「クールアース・デーライトダウン」を行いま

す。 

つきましては、６月21日(水)、７月７日(金)

の午後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、各家庭、

施設の都合に合わせて、それぞれ設定してくだ

さい。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。 

問合せ 市民生活課環境整備係  

TEL72-1111(内線325・327) 

 

農業用水路と農地の管理について 
 

 土壌消毒用空き缶や肥料袋、農業用廃ビニー

ル、土手の刈り草等は、適正に処分しないと大

雨時に災害を引き起こす原因となります。 

 また、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除

去すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は極力草払い機で刈り払い、刈り払った

雑草は、水路詰まりの原因となりますので必ず

除去してください。 

 近年の災害復旧事業では、原因の一つが維持

管理不足の場合、国からの補助が受けられない

傾向にあります。農地の排水管理は確実に行い、

表土の流出や土手の崩壊等を防止しましょう。 

 地元の皆さんの管理となる農道・農業用水路

で災害が起きないように、皆さんで適切に管理

しましょう。 

問合せ  

・農政課耕地林務係  

TEL72-1111(内線314・315)  

・建設課土木係  

TEL72-1111(内線234) 

「社会を明るくする運動」強調月間 
 

 ７月は「社会を明るくする運動」強調月間です。

社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪

や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につい

て理解を深め、それぞれの立場において力を合

わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会

を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行

が生まれるのは地域社会であり、罪を償い改善

更生を果たす場も、また、地域社会にほかなり

ません。犯罪や非行のない安全・安心な社会を

築くには、犯罪や非行から立ち直ろうとする人

たちの意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、

見守り支えていくことが必要です。 

行動目標 

・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築

くための取組を進めよう 

・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよ

う 

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136) 

 

農業用大型空缶の回収について 
 

 農業用廃棄物による危険防止と農村・農地に

おける環境美化推進のため、農業用大型空缶の

回収を行います。 

日時 ７月20日(木) 午前９時～10時 

場所 ＪＡ南さつま別府人参選果場前空地 

搬入するときの注意 

・農業用の空缶で、金属製のものに限ります。 

・空缶の中の残液を完全に抜き取ってください。 

・薬剤臭、残液の検査をし、薬剤臭がするもの

や残液があるものは回収しません。 

※搬入日時は厳守してください。指定した日時

以外の回収はしません。 

問合せ 農政課特産振興係  

TEL72-1111(内線332) 
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法定相続情報証明制度について 
 

法務局では、法定相続人が誰であるかを登記

官が証明する「法定相続情報証明制度」を開始

しました。これまでの相続手続では、亡くなっ

た方の戸籍謄本の束を、相続手続を取り扱う各

種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、

この制度では、登記所(法務局)に戸籍謄本等の

束を提出し、相続関係を一覧に表した図(法定相

続情報一覧図)を併せて提出すると、登記官がそ

の一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付し

ます。 

その後の相続手続では、この法定相続一覧図

の写しを利用することで、戸籍謄本の束を何度

も出し直す必要がなくなります。また、各手続

の審査機関の負担も軽減されます。 

制度の詳細は、法務省ホームページ(http://w

ww.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)でご

覧いただけます。 

問合せ 鹿児島法務局総務課 TEL099-259-0667 

 
 
７月25日～31日は「男女共同参画週間」 

 

 県では、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男女共同参画社会の実現に

向けて、「男女共同参画週間」を定め、積極的

な推進に取り組んでいます。男女共同参画社会

を実現するには、固定的な性別役割分担意識の

解消、長時間労働の抑制などが求められ、みな

さん一人ひとりの取り組みが必要です。この週

間にあわせて、これまでの自分の生活や働き方

を振り返ってみませんか。 

また、この期間中に、ＮＨＫスペシャルプロ

デューサーの板垣淑子さんによる基調講演やワ

ークショップなどが行われます。 

※詳細は鹿児島県男女共同参画センターのホー

ムページ(http://www.kagoshima-pac.jp/func 

tions/man_and_woman/event/)をご覧ください。 

日時 ７月29日(土) 午後１時30分～５時 

場所  

かごしま県民交流センター西棟２階大ホール 

問合せ 企画調整課政策推進係  

TEL72-1111(内線219) 

 

ウミガメの保護に努めましょう 
 

ウミガメが上陸し、産卵する時期となりまし

た。県では、ウミガメを守るために「鹿児島県

ウミガメ保護条例」を制定しています。県内全

域の海岸で許可なくウミガメを捕獲したり、卵

を採取したりすることは禁止されています。本

市では２名の方にウミガメ保護監視員を委嘱し、

保護活動にあたっています。ウミガメは非常に

警戒心が強く、光を照らしたり人の気配を感じ

ると上陸しなかったり、上陸しても卵を産まず

に海に戻ることがあります。次のことに注意し

ていただき、ご協力をお願いします。 

・上陸中のウミガメに近づくことや、光をあて

たりすることはやめましょう。 

・砂浜ではむやみに歩き回らないようにしまし

ょう。 

・海岸でライトやマッチをむやみにつけたりせ

ず、タバコも吸わないようにしましょう。 

・ゴミは持ち帰るなど環境美化に努めましょう。 

問合せ 市民生活課環境整備係  

TEL72-1111(内線325・327) 
 

 

農薬を使用する場合は気をつけましょう 
 

近年、農薬の飛散(ドリフト)を原因とする住

民とのトラブルの事例が増えています。住宅地

に囲まれた農地では、農薬の飛散は近隣住民や

子どもたちの健康被害を招く恐れもあります。

また、収穫間近の農地に飛散した場合、その作

物に付着し、残留農薬として問題になるかもし

れません。散布の際は次の点に注意してくださ

い。 

・散布にあたっては、風向きを考慮し、隣接す

るほ場や使用者のほか、住宅、通行人、畜舎

などに飛散しないようにする。 

・調整後の散布液は、その場で使い切ることを

原則とし、万一残った場合は、散布ムラの調

整等を行い、使い切る。 

・農薬安全使用基準の遵守や的確な防除のた

め、防除日誌を必ず記帳する。 

・農薬の保管・管理は、必ず鍵のついた保管庫

を冷暗所で管理するとともに紛失、盗難にあ

った場合は、ただちに警察署に届け出る。 

問合せ 農政課特産振興係 TEL72-1111(内線333)
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複合健診(前半)の実施について 
 

平成29年度の複合健診を次の日程で実施します。受診できる検診は、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、大腸がん検診です。 

１日で各健(検)診が受けられるよい機会ですので、健康管理のためにぜひ受診してください。健診希

望調査で申込みをされた方には、各地区の保健推進員を通じて受診票を配付しています。まだ申込みを

されていない方や通知の届いていない方は健康センターまでご連絡ください。 

対象者 昭和53年４月１日以前生まれの方 

受付時間 午前８時～10時 

場所・日程 

・健康センター ７月４日(火)～７日(金) 

・南薩地域地場産業振興センター３階大ホール ７月10日(月)～14日(金)、18日(火)～21日(金)   

検診名 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。 
1,913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※３ 

大腸がん検診 
容器を持ち帰り、自宅で採便した後、提出していただきま

す。その便から潜血反応を調べます。 
400円 ※１※３ 

 

※１ 70歳以上(昭和23年４月１日以前生まれ)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になります(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、申込みされた検診の受診票を提示し印鑑を持参す

る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。 

※３ 肝炎ウイルス検診については、次の生年月日の方は、無料になります。 

受診票は送付していますので、当日持参してください。 

・昭和51年４月２日～昭和52年４月１日 ・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 

問合せ 健康センター TEL72-7176

 
国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ新しい保険証を郵送します 

 

 現在お使いの保険証の有効期限は平成29年７月31日までとなっていますので、７月下旬に新しい保険

証を各世帯に郵送します。 

・国民健康保険加入者で70歳から74歳までの方の「高齢受給者証」も保険証と一緒に郵送します。 

・保険税(料)の全部または一部が未納の方は、保険証を郵送できない場合があります。 

・高額な入院・外来診療を受けるときに医療機関へ提示する「限度額適用・標準負担額認定証」を現在

お持ちの方は、有効期限が平成29年７月31日までとなっています。平成29年８月１日以降の「限度額

適用・標準負担額認定証」が必要な方は、８月以降に健康課保険医療係の窓口で手続きをし、交付を

受けてください(手続きの際は、印鑑・保険証をお持ちください）。 

・後期高齢者医療保険加入者(主に75歳以上の方)で、現在「限度額適用・標準負担額認定証」をお持ち

の方は、８月１日以降の「限度額適用・標準負担額認定証」を保険証とあわせて郵送しますので、手

続きの必要はありません。 

問合せ 健康課保険医療係 TEL72-1111(内線147・148) 
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平成29年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ 
 

 生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として、「特定健康診査（特定健診）」

を次のとおり実施します。特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行う複合健診とい

っしょに受診できます。個別健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合に合わせて受診

することができます。 

対象者 40歳から74歳の国民健康保険加入者(妊産婦、拘禁中、６カ月以上医療機関や福祉施設に入所し

ている方は対象になりません)。 

※受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください(どちらか一方では受診

できませんのでご注意ください)。 

料金 無料 

■個別健診 ※事前に予約が必要です。 

実施期間 平成30年２月28日(水)まで 

受診できる医療機関 尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、市立病院 

■集団健診  

受付時間 午前８時～10時 

健診日 対象地区(公民館) 会場 

７月４日(火) 岩戸・木原・美初・住吉町 

健康センター 
７月５日(水) 山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町 

７月６日(木) 新町・宮前町・日之出町・泉町・折口町 

７月７日(金) 恵比須町・旭町・中町・西本町・千代田町 

７月10日(月) 石ヶ嶺・桜木町・亀沢 

南薩地域地場

産業振興セン

ター 

３階大ホール 

７月11日(火) 高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟 

７月12日(水) 塩屋・田中・火之神・牧園 

７月13日(木) 大堀・下野原 

７月14日(金) 大塚・春日・田畑 

７月18日(火) 木場・木場住宅・水流・岩崎 

７月19日(水) 下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵・西堀・篭原 

７月20日(木) 山下・湯穴・通山・山口・小園・宇都・桜馬場 

７月21日(金) 
田布川・金山・金山住宅・界守・寺田・木口屋・上竹中・奥

ヶ平・道野・富岡・潟山 

９月24日(日) 中原・瀬戸・茅野・小塚・駒水・下山・松崎・真茅・東白沢 別府中学校 

武道館 ９月25日(月) 板敷・俵積田・山崎・西白沢・水産高校 

※対象地区以外の日程でも受診できます。 

■枕崎市国民健康保険特定健診自治公民館表彰制度について 

特定健診の受診率が高く、市民の健康に対する意識が高い自治公民館を表彰する制度です。表彰は

「市民健康教室」で行い、賞状とともに健康維持に役立つ商品などを授与する予定です。 

■「いっど健診！枕崎市」について 

  特定健診の受診率向上を目的として、平成28年度から鹿児島興業信用組合との間で、国保の特定健診

や後期高齢者医療の長寿健診を受診した方を対象とした、優遇金利制度について覚書を締結しました。

この制度の利用を希望される場合は、健康課保険医療係まで連絡ください。 

問合せ 健康課保険医療係 TEL72-1111(内線147・148)  
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特別弔慰金の請求申請はお済みですか 
  

特別弔慰金とは、先の大戦で亡くなられた戦

没者の遺族の方に対して支給される国債で、平

成27年４月１日において「恩給法・援護法によ

る公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者」

が１人もいない場合に、遺族１名に対し支給さ

れます。前回(10年前)の弔慰金の支給を受けて

いる方の中で、病気や高齢のため申請に行くこ

とができない方、また戦没者の遺族で、まだ申

請をしていないと思われる方は福祉課社会係に

ご相談ください。 

・請求者は、戦没者等の死亡時に引き続き１年

以上生計関係のあった方(子は胎児を含む)に

限られます(戦没者の孫や３親等の親族にあた

る方であっても、戦没者が亡くなった後に生

まれた方は対象となりません)。 

・一般的に言う「遺族年金・遺族給与金」等を

受給している方がいる場合は、特別弔慰金は

受けられません。 

支給内容 額面25万円(５年償還の記名国債) 

請求期間等 平成30年４月２日(月)までに、請

求者の居住する市町村で手続きを行ってくださ

い。申請の際は、１人ずつ聞き取りを行います

ので、時間に余裕をもってお越しください。 

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136) 

 

 

プールオープン情報 
 
■市営プール 
期間 ７月20日(木)～８月30日(水) 

時間 午前10時30分～正午／午後１時15分～３

時30分／午後４時～６時15分     

問合せ 保健体育課 TEL72-0170 

総合体育館 TEL72-1116 

■火之神公園プール 

期間 ７月20日(木)～８月31日(木) 

時間 午前10時～正午／午後１時～７時 

問合せ 水産商工課観光交流係 

TEL72-1111(内線462) 

■台場公園海水プール 

期間 ７月20日(木)～８月31日(木) 

時間 午前10時～正午／午後１時～６時  

自衛官募集説明会を開催 

 

自衛隊知覧分駐所では、次の日程で説明会を

開催します。ビデオ放映、募集科目の説明など

がありますので、自衛官に関心のある方はお気

軽にお越しください。生徒・学生本人以外でも

保護者、親戚等お気軽に参加ください。 

日時 ７月16日(日)、30日(日) 午前10時～ 

場所 サン・フレッシュ枕崎 

問合せ 自衛隊鹿児島地方協力本部知覧分駐所 

    TEL83-1811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 建設課都市計画係 

    TEL72-1111(内線236) 




