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募   集 
 

水道検針業務委託人 
 

希望者は、採用試験受験申込書(水道課備付

け)を水道課管理係へ提出してください。 

募集人員 １名 

応募資格  

・昭和37年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方 

・市内在住の方で12月１日から勤務できる方 

・原動機付自転車免許以上を有する方 

選考方法 作文試験、面接試験 

応募締切 10月５日(木)午後５時15分までに直

接提出 

試験日 10月12日(木) 

※募集要項等その他詳細については、申込書提

出時に説明します。 

問合せ 水道課管理係 TEL72-0224 

  

 

平成29年度「後期」技能検定受検者 
 

 平成29年度「後期」技能検定試験が次のとお

り実施されます。 

  技能検定とは、働くうえで身につけるまたは

必要とされる技能の習得レベルを評価する国家

検定制度で、試験に合格すると「技能士」を名

乗ることができます。 

 また、平成29年度「後期」より35歳未満の者

に係る２級及び３級の実技試験については、受

験料が最大９千円減免されます。詳しくは、下

記へお問い合わせください。 

試験区分 学科試験、実技試験 

実施職種  建築大工、機械検査など43職種 

実施期日 職種ごとに指定する日 

実施等級 特級、１級、２級、３級及び単一等

級 

申込期間  10月２日(月)～13日(金) 

問合せ 

・県職業能力開発協会 TEL099-226-3240 

・県庁雇用労政課 TEL099-286-3019 

 

 

 

第７回枕崎カツオマイスター検定 

受検者 
 

カツオにまつわる正しい知識を身に付けても

らうべく検定を実施し、合格者を「枕崎カツオ

マイスター」として認定するものです。 

期日 11月４日(土)、５日(日) 

会場 南薩地域地場産業振興センター、枕崎水

産加工業協同組合、㈱西村浅盛商店 

検定内容 

１日目＝鰹節工場の見学、さばき方の実習など 

２日目＝カツオに関する座学、検定試験 

応募締切 10月13日(金) 

※詳細については市ホームページをご覧になる

か、お問い合わせください。 

問合せ・申込み 枕崎カツオマイスター検定事

務局(水産商工課内) TEL73-1092 

 

 

青年海外協力隊・シニア海外ボランテ

ィア 
 

次の募集期間に合わせ、事業概要の説明や元

ボランティアの体験談・活動紹介を行う「体験

談＆説明会」を実施します。また、同時期に、

日系社会ボランティアも募集します。詳しくは

ＪＩＣＡホームページ(https://www.jica.go.jp

/volunteer/index.html)をご覧ください。 

応募資格  

・青年海外協力隊＝満20歳～満39歳で日本国籍

の方 

・シニア海外ボランティア＝満40歳～満69歳で

日本国籍の方 

募集期間 ９月29日(金)～11月１日(水)正午 

日時・場所  

・９月30日(土) 午後２時30分～４時30分 

 かごしま県民交流センター東棟３階中研修室

第１ 

・10月17日(火) 午後７時～８時30分 

 鹿児島市勤労者交流センター(キャンセビル７

階)第１会議室 

問合せ  

・ＪＩＣＡ九州市民参加協力課 

TEL093-671-6311／メール＝kictpp@jica.go.jp 

・ＪＩＣＡデスク鹿児島 

 TEL099-221-6624 

 



３ 

相   談 

「海蝕双橋」史跡めぐり参加者

  
市内に遺された貴重な史跡・文化財をまわる

史跡めぐりの参加者を募集します。 

今回は平成29年度県指定天然記念物に指定さ

れた「枕崎市火之神岬町大迫の海蝕双橋」を中

心に実施します。 

※足場が悪い海岸を歩きますので、運動靴等で

の参加をお願いします。 

日時 11月19日(日) 午後１時10分～４時(集合

＝午後１時) ※雨天中止 

集合場所 市役所前駐車場 

定員 20名(市のマイクロバスを利用) 

参加費 無料 

講師 市文化財保護審議会委員、市観光協会委

嘱ボランティアクラブ会長 

問合せ・申込み  南溟館 TEL72-9998 

 

 

 

 

 

労働に関する無料相談会 
 

職場のトラブルで悩んでいませんか。 

県労働委員会委員(公益委員(弁護士等)、労働

者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営

者等))が相談に応じます。 

労働者、事業主のどちらからでも、お気軽に

ご相談ください。申込みは不要ですが、予約を

することができます。詳細は、鹿児島県労働委

員会のホームページをご覧ください。  

■日曜相談会 

日時 10月15日(日) 午前10時～午後４時(受付

＝午後３時30分まで) 

場所 鹿児島市勤労者交流センター(キャンセビ

ル７階) 

■定期相談会(毎月第４火曜日に開催) 

日時 10月24日(火) 午後２時30分～５時(受付

＝午後４時30分まで) 

場所 県労働委員会(県庁15階) 

相談事例 解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、

パワハラなど 

問合せ 県労働委員会事務局 

TEL099-286-3943 

 
 

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 10月19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。 

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111 

■たとえばどんな相談ができますか？ 

・国民年金や厚生年金、10年年金(黄色の封筒)

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。 

・９月28日(木) 南さつま市役所スタジオ21 

・10月５日(木) 指宿市役所 

・10月26日(木) 南九州市川辺文化会館 

問合せ 市民生活課国民年金係  

TEL72-1111(内線144・145) 

 

 

無料人権相談所を開設 
 

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、お

気軽にご相談ください。 

日時 10月19日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第３会議室 

相談内容 人権に関することやその他一般法律

問題等 

相談員 地元人権擁護委員 

問合せ 総務課秘書広報係  

TEL72-1111(内線211) 

    



４ 

 

行政相談所を開設 
 

 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。 

 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名以

上委嘱されています。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。 

※平成29年10月から行政評価事務所は、「行政

監視行政相談センター」に変わります。セン

ターへの改称に伴う所在地や連絡先の変更は

ありません。 

日時 10月14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 

問合せ 総務省鹿児島行政評価事務所 

TEL099-224-3247      

 
 
 
 
 
山川・根占フェリーをご利用ください 
 

 大隅総合開発期成会では、山川・根占フェリ

ーの利用促進を図るため、山川港から根占港へ

車で乗船する場合の助成を行います。乗船前に

山川港で申請書を記入することで、通常料金か

ら助成額を割引した金額で乗船できます。 

対象便 土、日、祝日の山川港から根占港へ入

港する全便 

期間 12月15日(金)まで 

適用車種 軽自動車、10人乗り以下の普通車(６

ｍ未満)、バイク(125cc以上) 

通常料金(適用車種) 

・軽自動車、普通乗用車：2,500円～4,300円 

・バイク：900円～1,200円 

助成額  

・軽自動車、普通乗用車：500円 

・バイク：300円 

問合せ なんきゅうフェリー山川営業所  

TEL0993-34-0012 

 

街の薬局「土曜カフェ」を開催 
 

10月17日(火)から23日(月)は「薬と健康の週

間」です。南薩薬剤師会では地元の薬剤師によ

る相談会を開催します。お気軽にお立ち寄りく

ださい。 

※お薬手帳をお持ちの方は持参してください。 

日時 10月21日(土) 午後２時～４時 

会場 まくらざき薬局(緑町121番地) 

相談内容 

・現在服用しているお薬のこと 

・サプリメントのこと 

・老後で心配なこと(介護のことなど) 

・認知症のことなど 

問合せ 

・南薩薬剤師会事務局 TEL53-7300 

・まくらざき薬局 TEL73-2764 

 

 
～知ってください里親のこと～ 

里親募集説明会を開催 
 

里親とは、親の事故や病気など、さまざまな

事情により家庭で暮らすことができない子ども

(０歳児～18歳)を、家族の一員として自らの家

庭に迎え、あたたかい雰囲気の中で愛情と真心

を込めて教育してくださる方のことです。 

県内には、何らかの事情により家族と暮らせ

ない子どもが約850名います。そのうち約80名が

里親の元で生活していますが、その他の子ども

たちは施設等で生活しています。子どもの健や

かな成長には家庭的な教育環境が求められてお

り、たくさんの里親を必要としています。 

そこで、里親制度の紹介と里親を募集するた

め、説明会を開催します。事前の申し込みは必

要ありませんので、お気軽にお越しください。 

日時 10月13日(金) 

・昼の部＝午後３時～５時  

・夜の部＝午後６時30分～８時30分  

場所 市民会館２階会議室 

内容 ＤＶＤによる紹介の後、担当者からの概

要説明を行います。 

※個別相談を希望する方は申し出てください。 

問合せ 

・県中央児童相談所 TEL099-264-3003 

・児童養護施設友愛学園 TEL099-274-2912 

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線137) 



５ 

就学時健康診断の実施について 
 

 学校保健安全法の規定に基づき、平成30年度

に小学校入学を予定する子どもを対象に、就学

時健康診断を次の日程で実施します。保護者へ

は住民基本台帳掲載の住所に通知しましたが、

今後、住所変更(転出等)を予定されている方は、

保健体育課にご連絡ください。 

 就学時健康診断は、保護者付き添いの上、必

ず受診してください。 

 健康診断は、午後４時に終了する予定です。 

期日 

・枕崎小学校＝10月24日(火) 

・桜山小学校、別府小学校、立神小学校＝10月

31日(火) 

受付時間 午後０時40分～１時20分 

会場 総合体育館 

問合せ 保健体育課 TEL72-0170 

 

 

秋の全国交通安全運動を実施 
 

 ９月21日から30日まで秋の全国交通安全運動

を実施します。この運動は、交通安全思想の普

及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交

通マナーの実践を習慣づけるとともに、交通事

故防止の徹底を図ることを目的としています。 

スローガン 「ルールとマナー 乗せて走ろう 

秋の道」 

運動の最重点 子どもと高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交

通事故防止 

※特に、反射材用品等の着用促進及び自転車前

照灯の点灯の徹底 

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底～全席ベルト着用!!

「します・させます運動」の展開～ 

・飲酒運転の根絶～飲酒運転「８(やっ)せん運

動」の展開～ 

 「かごしま県民のための自転車の安全で適正

な利用に関する条例」が制定され、児童、生徒

等のヘルメット着用と損害保険等への加入が10

月１日から義務化されます。詳しくは、市また

は県ホームページをご覧ください。 

問合せ 総務課危機管理対策係 

TEL72-1111(内線214) 

危険物取扱者試験及び受験準備 

講習会を実施 

 
第２回危険物取扱者試験及び受験準備講習会

を次のとおり実施します。「受験願書」と「受

験準備講習会申込書」は消防署にあります。 

■危険物取扱者試験 

日時 11月18日(土）午前10時～(集合＝午前９

時30分) 

場所 県立薩南工業高等学校、南九州市頴姓町、

鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、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 願書による書面申請とインターネッ

トによる電子申請があります。 

受付期間  

・書面申請＝９月29日(金)～10月11日(水) 

※郵送の場合は10月11日の消印有効 

・電子申請＝９月26日(火)午前９時～10月８日   

(日)午後５時 ※期間中24時間受付 

試験手数料 甲種5,000円、乙種3,400円、丙種

2,700円 

問合せ・申込み  

一般財団法人消防試験研究センター鹿児島県支

部  

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-6鴨池南国ビ

ル３階 TEL099-213-4577 

■受験準備講習会(乙種第４類) 

日時 10月14日(土)、15日(日) 午前10時～午

後４時(受付＝午前９時30分～10時) 

内容 14日(土)＝理論、15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14番３号) 

受講料 6,300円(別途テキスト代1,600円) 

問合せ  

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会  

TEL099-257-5200 

・消防本部警防課 TEL72-0049 
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献血へのご協力をお願いします 
 

県内では、毎日多くの患者さんが輸血による

治療を受けています。特に交通事故などの大き

なけがや手術、がん治療や再生不良性貧血等の

支持療法として、輸血はなくてはならない治療

法です。 

血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保

存することができません。輸血に必要な血液を

いつも十分に確保するためには、絶えず誰かの

献血が必要となります。輸血を必要とされる患

者さんのため、献血へのご協力をお願いします。 

日時 ９月27日(水) 午前９時30分～11時45分、

午後１時～４時 

場所 市役所東側駐車場   

問合せ 健康センター TEL72-7176 

 

 

市役所庁舎本館便所新築工事について 
 

９月中旬から市役所本館１階の便所新築工事

が始まりました。工事の期間中、本館北側入口

付近は工事車両が出入りしますので、十分ご注

意ください。また付近の駐輪場への駐輪ができ

なくなりますので、本館東側駐輪場等をご利用

ください。市民の皆さんには、ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解とご協力をお願いします。 

なお、現在の便所は、新便所が完成するまで

の間、これまで通り利用することが出来ます。 

工期 平成30年１月末まで(予定) 

問合せ 総務課秘書広報係  

TEL72-1111(内線211) 

 

 

妙見センター屋外トイレ新設工事につ

いて 

 

 妙見センターでは、10月から屋外トイレの新

設工事が始まります。そのため、駐車場が一部

使用できなくなりますので、センターをご利用

の際はご注意ください。 

問合せ  

・農政課農政係 TEL72-1111(内線331・316) 

・妙見センター TEL73-1727 

 

 

～経営改善のため農業簿記に取り組んでみ

ませんか～ 

パソコン農業簿記講習会を開催 
 

農業委員会では、農業経営の基礎となる簿記

記帳と青色申告の普及・推進を通じて、農業経

営者の経営管理能力の向上を図るため、関係機

関の協力を得て、パソコンによる複式簿記記帳

講習会を実施しています。 

平成29年度も10月から２月まで開催し、自己

の経営をパソコンに入力して経営管理とともに、

青色申告に必要な決算書を作成できるように指

導します。 

対象者 農業者(自分でパソコン・農業簿記ソフ

トを導入できる方) 

期日 10月17日(火)、11月14日(火)、12月５日

(火)、１月16日(火)、２月７日(水)、２月27日

(火)   

時間 午後１時30分～４時 

場所 市民会館和室 

問合せ・申込み  

・南薩地域振興局農政普及課経営普及係 

 TEL52-1346 

・農業委員会事務局 TEL72-1111(内線338) 

 

 

就業構造基本調査にご協力を 
 

 10月１日現在で、就業構造基本調査が実施さ

れます。 

 この調査は、わが国における就業・不就業の

実態を明らかにし、全国及び地域別の就業構造

に関する基礎資料を得ることを目的として実施

されます。 

 この調査から得られたデータは、国や県が実

施する雇用・経済政策などを企画・立案する上

で重要な指標として利用されます。 

 調査の記入内容については、統計以外の目的

に使用されることはありません。 

 調査対象となった世帯に統計調査員が伺いま

すので、ご協力をお願いします。 

詳しくは、総務省統計局のホームページ(htt

p://www.stat.go.jp/)をご覧ください。 

問合せ 企画調整課企画調整係  

TEL72-1111(内線225・226) 

 



７ 

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。 

※４月以降に受けていない犬が対象となります。 

実施日 場 所 時 間 

10月25日(水) 

田布川公民館 ９:00～９:15 

木 場 公 民 館 ９:30～９:55 

城山センター 10:10～10:40 

山 口 公 民 館 10:55～11:25 

瀬戸口公民館 11:40～11:55 

亀 沢 公 民 館 13:10～13:30 

新 町 公 民 館 13:45～14:05 

木 原 公 民 館 14:20～14:45 

市 役 所 15:00～16:00 

10月26日(木) 

大 塚 公 民 館 ９:00～９:25 

下野原公民館 ９:40～10:00 

田 中 公 民 館 10:15～10:35 

塩 屋 公 民 館 10:50～11:20 

上 釜 会 館 11:35～11:55 

東白沢公民館 13:10～13:25 

俵積田公民館 13:40～14:05 

下 山 公 民 館 14:20～14:35 

市 役 所 15:00～16:00 

・料金は、注射及び済票料が3,400円ですが、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｡おつりが出ないように

お支払いください。 

・今まで飼っていた犬が死亡した場合は、必ず

犬の死亡届を提出してください。また、他人

から譲り受けた場合は、変更届が必要になり

ます。死亡届・変更届の手続きには印鑑が必

要で、届出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。 

問合せ 市民生活課環境整備係 

TEL72-1111(内線325・327) 

 

 

～出す前にちょっと確認を～ 

汚れた「プラごみ」入っていませんか 

 
最近、内鍋清掃センターに搬入された資源ご

みの中に、汚れたプラごみ(ウジ・コバエ発

生)・生ごみ・包丁・ワクチンビン(家畜用)が混

入されていました。出す前にもう一度確認をお

願いします。 

■資源となる「プラごみ」とは 

食品をはじめさまざまな商品などを包装して

いる容器や袋など「プラマーク」のついている

ものが資源になります。汚れた「プラごみ」は

資源になりません。 

■そのまま出してはいけないもの 

・食べ物の残りカスが付着したもの(コバエがわ  

いているものもあります) 

・水分を含んだまま濡れているもの 

・レジ袋などの中に押し込んであるもの(二重

袋) 

■資源で出せないプラスチック製品 

商品そのものがプラスチック製のもの(例＝オ

モチャ、プラモデル、バケツ、プランターなど) 

※これらは燃えないごみ(赤い袋)として出せま

す。 

■こんなものまで「プラごみ」に入っていまし 

た 

・家庭で使った在宅医療の器具(インスリン用注

射器、注射針)＝医療機関の指示に従って下さ

い。 

・湿布(しっぷ)＝表面のビニールも一緒に「燃

えるごみ」で出してください。 

・ワクチンビン(家畜用)＝購入先に相談してく

ださい。 

・包丁＝危険のないように新聞紙等で包んで、

燃えないごみ(赤い袋)で出してください。 

これらのごみが混入してしまうと、せっかく

資源として出していただいたものが商品になら

ないばかりか、取り除くために大変な労力がか

かります。プラごみと紙類を分別するだけで、

「燃えるごみ」の量が驚くほど減らせます。こ

れからも、地域の方たちと声をかけあって、気

持ちの良いごみ出し環境を作っていきましょう。 

問合せ  

・市民生活課環境整備係 

TEL72-1111(内線325・327) 

・内鍋清掃センター TEL72-6816  



８ 

～はじまります「無期転換ルール」～ 

９、10月は無期転換ルール取組促進キャンペーン期間 
 

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４

月１日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条、平成25年４月１日施行) 

例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合 

 

※無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、

個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、

就業規則の改定などが必要です。 

対象 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算５年を超える全ての方

が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。 

雇止めについて 無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇

止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の

満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許さ

れない場合もありますので、慎重な対応が必要です。 

問合せ 鹿児島労働局雇用環境・均等室 TEL099-223-8239

子宮頸がん・乳がん検診を実施します 

 
平成29年度の子宮頸がん・乳がん検診を次の日程で実施します。検診希望調査で申込みをされた方に

は個人に通知しますが、申込みをされていない方は健康センターまでご連絡ください。 

時間 午前８時30分～午前９時、午後０時30分～午後１時  

会場 健康センター 

 子宮頸がん検診 乳がん検診 

対象者 平成10年４月１日以前に生まれた女性 クーポン券対象者 

平成29年度

クーポン券

対象者 

昭和51年４月２日～昭和52年４月１日 

昭和56年４月２日～昭和57年４月１日 

昭和61年４月２日～昭和62年４月１日 

平成３年４月２日～平成４年４月１日 

平成８年４月２日～平成９年４月１日 

昭和31年４月２日～昭和32年４月１日 

昭和36年４月２日～昭和37年４月１日 

昭和41年４月２日～昭和42年４月１日 

昭和46年４月２日～昭和47年４月１日 

昭和51年４月２日～昭和52年４月１日 

検診日 10月21日(土)～26日(木) 10月21日(土)～22日(日) 

料金 600円 無料 

検診内容 視診及び細胞診 乳房Ｘ線撮影(40歳２方向、50歳以降１方向) 

子宮頸がん検診の受診者で、70歳以上の方、国民健康保険加入者で保険証持参の方、市民税非課税世

帯・生活保護世帯で証明書を提示した方、平成29年度のクーポン券対象者は無料です。 

※平成29年度のクーポン券対象者は、当日必ずクーポン券をご持参ください。 

問合せ 健康センター TEL72-7176



９ 

火災危険物は資源ごみの日に出しましょう 
 

スプレー缶やカセットガス缶など発火や引火の恐れのある廃棄物を「火災危険物」と呼び、ほかのご

みとは区別し「資源ごみ」の袋に入れて収集しています。これらのごみを「燃えないごみ」として内鍋

清掃センターや集積所に持ち込まれているケースがあり、スプレー缶などに残ったガスに引火し爆発す

る恐れがあります。ごみ処理施設への影響や作業に従事される方のけがなど大変危険です。 

ごみの出し方については、「ごみの分別表」を参考にして、ルールを再度確認し、火災爆発事故防止

のため、分別収集にご協力をお願いします。 

■ごみの出し方 

  

 

 

 

 

 

            中身を使い切り 

            穴を開ける 

  

 

 

 

            中身を使い切る 

 

 

 

問合せ  

・市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327) 

・内鍋清掃センター TEL72-6816 

 

○○公民館 

○○太郎 

収集日 

枕崎・別府校区   （火） 

金山・桜山・立神校区（木） 




