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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まで
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枕崎市職員採用試験を実施／枕崎市立病院職員採用試験を実施
募集(道路作業員業務嘱託員)、相談(巡回無料法律相談会／年金相談所を開設／こ

４・５

ころの健康相談会／宅地建物取引無料相談)、お知らせ(市長選挙立候補予定者説明
会を開催／集団災害訓練を実施／「女性の人権ホットライン」強化週間／戦没者追
悼慰霊祭を開催／南薩地区学校給食展を開催)
お知らせ(「Ｊアラート」の緊急情報伝達訓練を実施／市営潟山団地建替工事が始まり

６・７

ました／「第16回ＫＫＢふるさとＣＭ大賞」テレビ放送のお知らせ／11月は不法投棄防
止強化月間／農業用水路や農地の管理を適切に行いましょう／平成30年度の「裁判員候
補者」または「検察審査員候補者」に選ばれた方へ／肺がん検診を実施)

お知らせ(公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から
８・９

変わっています／必ずチェック最低賃金／複合健診(追加健診)を実施)、キッズだ
より
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平成28年度市民あいさつ運動標語最優秀作品、11月の納税、まちのカレンダー、
枕崎弁「すんくじら狂句」

募

集

道路作業員業務嘱託員
希望者は採用試験受験申込書(総務課備付け)
と自動車運転免許証の写しを総務課職員係に提
出してください。
募集人員 １名
応募資格
・市内に居住している方
・昭和28年１月２日以降に出生した心身ともに
健康な方
・普通自動車免許を有する方
・平成30年１月４日から勤務できる方
・農作業または土木作業等の経験のある方
選考方法 面接試験
応募締切 12月15日(金) 午後５時15分必着
※試験の日程等については、後日応募者に連絡
します。
問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

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います。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 12 月６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

４

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 11月30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。
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。
・11月９日(木) 南さつま市役所スタジオ21
・11月16日(木) 指宿市役所
・12月７日(木) 南九州市役所頴娃支所２階大
会議室
問合せ 市民生活課国民年金係
TEL72-1111(内線144・145)

こころの健康相談会
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、専門職(臨床心理士)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 11月15日(水) 午後１時30分～４時
場所 健康センター
申込方法 11月13日(月)までに健康センター
に電話にてお申込みください。
問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

宅地建物取引無料相談

「女性の人権ホットライン」強化週間

県及び公益社団法人県宅地建物取引業協会の
共催で宅地建物取引に係る無料相談を実施しま
す。
日時 11月13日(月) 午前10時～午後３時
場所 南九州市川辺文化会館１階研修室
内容
・宅地や建物の取引に関すること
・税金に関すること
・相続、贈与に関すること
・登記に関すること
相談員 弁護士、税理士、土地家屋調査士、司
法書士
問合せ 県土木部建築課管理係
TEL099-286-3707

女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図
るために、「女性の人権ホットライン」強化週
間を実施します。相談内容は問いません。相談
には法務局職員または人権擁護委員が応じて、
秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
実施機関 鹿児島地方法務局、県人権擁護委員
連合会
期間 11月13日(月)～19日(日)
時間 平日＝午前８時30分～午後７時
土・日＝午前10時～午後５時
連絡先 全国共通ダイヤル TEL0570-070-810
※IP電話からは接続できません。
問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課
TEL099-259-0684

お

知

ら

せ

市長選挙立候補予定者説明会を開催
枕崎市長選挙が平成30年１月21日(日)に行わ
れる予定です。
この選挙に立候補を予定している方を対象に、
次の日程で立候補に必要な手続き等について説
明会を開催しますので、関係者はお集まりくだ
さい。
日時 12月９日(土) 午前９時30分～
場所 市民会館第１会議室
問合せ 選挙管理委員会事務局
TEL72-1111(内線310・311)

戦没者追悼慰霊祭を開催
市遺族会の主催による「戦没者追悼慰霊祭」
が開催されます。
先の大戦で、本市においても1,500人を超え
る方が戦死されており、戦後70年以上が経過し、
残された遺族の方の高齢化が進んでいます。遺
族会では一人でも多くの方に参加していただき
たいと考えておりますので、市民の皆さんの参
加をお待ちしています。
期日 11月11日(土) 午後２時～
場所 片平山公園(南溟館前広場)
※事前の申し込みは不要ですが、団体での参加
を希望される場合はお知らせください。
※駐車場が少ないので、できるだけ乗り合わせ
てお越しください。
問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

集団災害訓練を実施
消防本部、県消防防災ヘリ、枕崎建設業組合、
警察及び医師会等による集団災害訓練を実施し
ます。
この訓練の際、付近を消防車等がサイレンを
鳴らして走行します。皆さんのご協力をよろし
くお願いします。
日時 11月18日(土) 午後２時～３時
場所 枕崎空港公園付近
問合せ 消防本部警防課警防係 TEL72-0049

南薩地区学校給食展を開催
南薩地区内の栄養教諭による学校給食展を
「市総合文化祭」に併せて開催します。ぜひご
来場ください。
日時 11月３日(金) 午前10時～午後３時
場所 市民会館(市総合文化祭会場内)
内容 学校給食実物展示、地場産物の展示、野
菜の名前あてクイズ、試食コーナー等
問合せ 給食センター TEL72-3145

５

「Ｊアラート」の緊急情報伝達訓練を
実施

「第16回ＫＫＢふるさとＣＭ大賞」
テレビ放送のお知らせ

「Ｊアラート」から配信される緊急情報が確
実に防災行政無線などを通じて、情報が伝達さ
れることを確認するための「緊急情報伝達訓練」
が２回にわたり全国で実施されます。
防災行政無線や、戸別受信機から訓練用の放
送が流れますので、災害と間違えないように気
を付けてください。
■緊急地震速報訓練
日時 11月１日(水) 午前10時頃
放送文
①防災行政無線チャイム
②「こちらは、防災枕崎市です。ただいまから
訓練放送を行います」
③緊急地震速報チャイム音
④「緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です」(３回)
⑤「こちらは防災枕崎市です。これで訓練放送
を終わります」
⑥防災行政無線チャイム
■全国一斉情報伝達訓練
日時 11月14日(火) 午前11時頃
放送文
①防災行政無線チャイム
②「これはＪアラートのテストです」(３回)
③「こちらは防災枕崎市です」
④防災行政無線チャイム
問合せ 総務課危機管理対策係
TEL72-1111(内線214)

県内各市町村が30秒のふるさと自慢ＣＭを競
う「第16回ＫＫＢふるさとＣＭ大賞」の審査会
の様子が放送されます。本市は今回、昆鰹(コ
ンカツ)出汁をテーマにした作品「昆布と鰹節
の出逢い出汁」を出品しました。ぜひご覧くだ
さい。
放送日時 11月４日(土) 正午～午後１時25分
放送局 ＫＫＢ鹿児島放送
※緊急放送などにより放送されないこともあり
ますので、ご了承ください。
問合せ 総務課秘書広報係
TEL72-1111(内線215)

市営潟山団地建替工事が始まりました
市営潟山団地の工事が始まりました。完成は
平成30年３月下旬の予定です。
この住宅への入居開始を平成30年４月に予定
しています。入居戸数は10戸で、間取りは２Ｄ
Ｋ(６戸)と３ＤＫ(４戸)です。
入居募集は平成29年12月から行う予定です。
募集期間及び要綱等の詳細については、来月の
お知らせ版(11月20日号)でお知らせします。
問合せ 建設課建築係
TEL72-1111(内線326・336)

６

11月は不法投棄防止強化月間
県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図
るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」
と定め、期間中、不法投棄防止の啓発活動や不
法投棄防止パトロール等を強化しています。
不法投棄は重大な犯罪です。こうした行為は、
景観が損なわれるばかりでなく、周辺への悪臭
や水質汚染など環境へさまざまな悪影響を与え
ることにもなります。
一人ひとりが「不法投棄をしない させない
見つけたらすぐ電話を」の意識を持ち、不法投
棄のない住みよい地域づくりに努めましょう。
産業廃棄物の不法投棄を発見したら、次の機
関まで連絡をお願いします。
連絡機関
・県廃棄物・リサイクル対策課
TEL099-286-3810(サンパイゼロ)
・南薩地域振興局衛生・環境課 TEL53-2317
問合せ 市民生活課環境整備係
TEL72-1111(内線325・327)

農業用水路や農地の管理を適切に行い
ましょう
大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料袋、
農業用廃ビニール、土手の刈り草等が詰まり、
災害を引き起こす原因となります。これらのも
のは適正に処分してください。
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。
農道・農業用水路は、地元の皆さんの管理に
なっています。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・235)

平成30年度の「裁判員候補者」または
「検察審査員候補者」に選ばれた方へ

肺がん検診を実施
平成29年度の肺がん検診を実施します。検診
希望調査で申し込まれた方へは個人に通知しま
す。転入などにより通知の届いていない方でも
希望者は受診できますので、直接会場へお越し
ください。
対象 昭和53年４月１日以前生まれの方
検診内容 ①問診・胸部レントゲン検査、②か
く痰検査(問診により必要とする方のみ)
検診料金 ①無料、②700円
※②のかく痰検査については、70歳以上の方、
非課税世帯及び生活保護世帯の方で非課税証
明または受給証明書等の提示をされた方は無
料になります。
検診日時・会場
検診日

会場

受付時間

下 山 公 民 館 ９時30分～10時10分
11月
20日(月)

中 原 公 民 館 10時30分～11時20分
板 敷 公 民 館 13時30分～14時10分
塩 屋 公 民 館 14時30分～16時00分
田 中 公 民 館 ９時30分～10時30分

21日(火)

泉 町 公 民 館 10時50分～11時40分
東白沢公民館 13時30分～14時30分
俵積田公民館 14時50分～15時30分
道 野 公 民 館 ９時30分～10時00分

「裁判員」及び「検察審査員」の候補者は、
選挙権を有する県民の中からくじで選定されま
す(ただし20歳未満を除く)。
選定された候補者の方へは、11月中旬頃に
「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」また
は｢検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ｣
が届きます。
国民が司法に参加する制度です。ぜひ、ご協
力ください。
問合せ
・裁判員候補者に関すること
鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係
TEL099-222-7157
・検察審査員候補者に関すること
鹿児島検察審査会事務局
TEL099-808-3719

22日(水)

富 岡 公 民 館 10時20分～11時00分
木口屋公民館 13時30分～13時45分
田布川公民館 14時05分～15時00分
大 堀 公 民 館 ９時30分～11時00分

27日(月)

大 塚 公 民 館 13時30分～14時30分
岩 崎 公 民 館 14時50分～15時40分
瀬戸口公民館 ９時30分～10時30分

28日(火)

小 園 公 民 館 10時50分～11時30分
宇 都 公 民 館 13時30分～14時10分
木 場 公 民 館 14時30分～15時10分

29日(水)

市 民 会 館

30日(木)

健康センター

問合せ

健康センター

９時30分～11時00分
13時30分～15時00分
９時30分～11時00分
13時20分～14時50分

TEL72-7176

７

公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わっています
地方税法の規定により、65歳以上の年金受給者の方(世帯)に係る市・県民税、国民健康保険税につい
ては、年金からの引き落とし(特別徴収)となっています。
公的年金の所得に係る市・県民税

国民健康保険税

既に年金からの引き落
としとなっている方

〇４月・６月・８月(仮徴収の納付 〇４月・６月・８月(仮徴収の納付月)
月)に２月分(前年度分)と同額で
に２月分(前年度分)と同額で年金か
年金から引き落とされています。
ら引き落とされています。10月以
10月以降は「本徴収」の額で年金
降は「本徴収」の額で年金から引
から引き落とされます。
き落とされます。
〇各納付月(10月・12月・２月)に年 〇各納付月(10月・12月・２月)に年金
金から引き落とされる額は、確定
から引き落とされる額は、確定した
した公的年金に係る市・県民税の
国民健康保険税の年税額から仮徴収
年税額から仮徴収した額を差し引
した額を差し引いた残りの税額の３
いた残りの税額の３分の１となり
分の１となります。
ます。
※各納付月に年金から引き落とされる
※各納付月に年金から引き落とされ
額は、８月に送付した納税通知書で
る額は、６月に送付した納税通知
ご確認ください。
書でご確認ください。

今年度初めて年金から
の引き落としとなる方
今年度再び年金からの
引き落としとなる方

10月支給の年金から引き落とされます。 10月支給の年金から引き落とされます。
※納付月(10月・12月・２月)
※納付月(10月・12月・２月)
※８月支給の年金から引き落とされて
いる場合もあります。

年金からの引き落とし
が中止となり、個人で
窓口・口座振替納付と
なる方

対象の方が亡くなられた場合など

〇年金支払者から年金からの引き落と
しができない旨の連絡があった場合
〇65歳未満の方が新たに被保険者とな
った場合など

※いずれの場合も納める年税額に変更はありません。
問合せ
・課税に関すること 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)
・納付に関すること 税務課管理収納係 TEL72-1111(内線152・153)

８

複合健診(追加健診)を実施
７月～９月に複合健診を実施しましたが、ま
だ受診されていない方を対象に、次の日程で追
加健(検)診を実施します。
健(検)診内容
特定健診、胃がん検診、腹部超音波検診、肝炎
ウイルス検診、前立腺がん検診
受付時間 午前８時～10時
会場 南薩地域地場産業振興センター
検診日程・対象地区
検診日

対象地区

11月９日(木)

枕崎・別府

11月10日(金)

桜山・金山・立神

11月11日(土)

全地区

※すい臓がん検診(研究事業)も実施しますので、
希望者は検診当日申込みください。対象者は
平成30年４月１日時点で50歳以上であり、上
記の健(検)診を受診される方です。なお、す
い臓がん検診のみの受診はできません。
※指定された日時で都合の悪い場合は、ご都合
にあわせて受診してください。
※胃がん検診・腹部超音波検診の場合は、当日
の飲食・タバコは控えてください。ただし、
検査開始３時間前までに150ml以内の水は飲
んでもかまいません。
※大腸がん検診も実施していますので、希望者
は検診当日に申込みください。
※先に送付しています受診票を持参の上、来場
してください。なお、受診票がない方でも、
当日受診できます。
問合せ 健康センター TEL72-7176

９

