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募集(成人式ボランティア／第41回新春かつおジョギング大会参加者)、相談(無料人

権相談所を開設／年金相談所を開設／巡回無料法律相談会)、お知らせ(12月３日に

ふるさと美化活動を実施／ペットボトルの出し方が変わります／お口元気歯ッピー

検診実施について／北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

お知らせ(市長選挙立候補予定者説明会を開催／公園利用者の皆さんへ／平成30年度

保育所・認定こども園入所案内／正社員転換・雇用管理改善等の取組について～企

業人材確保・育成のために、事業主の皆さんへお願いしたいこと～／明治維新150周

年記念事業「枕崎きばらん海 年越し花火大会」を開催／12月４日～10日は「第69回

人権週間」～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～)

お知らせ(平成29年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更及び相続人代表

指定の届出について／市営潟山団地の入居者を募集します／松之尾橋橋梁補修工事

に伴う通行止めについて) 、キッズだより

平成28年度市民あいさつ運動標語最優秀作品、12月の納税、まちのカレンダー、枕

崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※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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相   談

募   集

成人式ボランティア

ボランティア活動を通して、心豊かでたくま

しい青少年の育成を図ることを目的に、成人式

の運営ボランティアを募集します。

日時 １月３日(水) 午後０時15分～３時30分

※12月22日(金)午後から打合せ会を行います。

対象 小学６年生、中学生、高校生

人数 10名程度

内容 会場の飾り付け、受付、司会進行、音

響・照明・舞台の操作など(年齢に応じたボラ

ンティアをしてもらいます)

申込期限 12月１日(金)

問合せ・申込み

生涯学習課(市民会館内) TEL72-2221

第41回新春かつおジョギング大会参加者

ファミリー向けの１㎞、２㎞、花渡川沿いか

ら火之神公園周辺の海岸線を往復する４㎞、10

㎞の４つのコース、新春の枕崎路を気軽に楽し

く走ってみませんか。詳細はホームページ(htt

p://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/hota

i/447.html)をご覧ください。

期日 １月28日(日)

申込締切 12月20日(水) 午後５時まで

問合せ 新春かつおジョギング大会実行委員会

(総合体育館内) TEL72-1116

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。

日時 12月21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 人権問題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)

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)、１月11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。

・12月７日(木) 南九州市頴娃支所２階大会議

室

・12月14日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・12月21日(木) 指宿市役所

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

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。

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
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お 知 ら せ

12月３日に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

民館をはじめ市内各団体の参加・協力のもと、

「ふるさと美化活動」を実施します。ぜひ、居

住している地域での活動に参加してください。

公民館によっては、別の日に行う場合もありま

すので確認してください。なお、内鍋清掃セン

ターでは、各公民館の美化活動で出たごみだけ

を受け入れ、普段、集積所に出せる「家庭ごみ」

及び事業所ごみの受け入れは出来ません。

内鍋清掃センターへの持込日時

12月３日(日) 午前８時～正午 ※時間厳守

(予備日)12月10日(日) 午前８時～正午

注意点

・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市民生活課環境整備

係へ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、

粗大ごみ回収を取り組む公民館は、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。

・作業中は声を掛け合って、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)

ペットボトルの出し方が変わります

現在ペットボトルは、ラベルを貼ったまま資

源ごみとして出すことができますが、日本容器

包装リサイクル協会によるペットボトルの引き

取り品質ガイドラインの変更により、平成30年

４月１日からラベルをはがして出すことになり

ます。はがしたラベルは、プラマークが表示さ

れたプラスチック容器・包装紙と一緒に資源ご

みで出してください。３月31日までは移行期間

ですが、ペットボトルはラベルをはがしてから

出してくださいますようご協力をお願いします。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

お口元気歯ッピー検診実施について

県後期高齢者医療広域連合では、昨年度75歳

を迎えた方を対象に、お口元気歯ッピー検診

(口腔検診)を実施しています。

いつまでも元気でいきいきと過ごせるよう、

口腔検診を受けてお口から健康になりましょう。

対象者には５月末に受診券(圧着ハガキ)が送ら

れていると思いますが、お手元にない方は新た

な受診券を発行しますので、問い合わせくださ

い。受診の際は、協力医療機関へ予約してくだ

さい。次の市内医療機関の他、市外の県歯科医

師会に所属する歯科医療機関でも受診すること

ができます。

検診期間 ３月31日(土)まで

検診料 無料

対象者 昭和16年４月１日～昭和17年３月31日

生まれの被保険者

協力医療機関 廣島歯科医院、ふぁみりー歯科、

北島歯科医院、峰元歯科医院、社会医療法人聖

医会サザン・リージョン病院、さめしま歯科、

山之内歯科医院、有山歯科医院、デンタルクリ

ニック有山、かわばた歯科医院、今給黎歯科医

院、吉峰歯科医院、ヒロシマデンタルクリニッ

ク、草野歯科医院

問合せ 県後期高齢者医療広域連合会業務課保

健班 TEL099-206-1329

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局

による人権侵害問題への対処に関する法律」が

施行され、毎年12月10日から16日までの１週間

を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすること

としています。

北朝鮮当局による人権侵害問題を解決するた

めには、この問題について関心と認識を深めて

いくことが大切です。

特に拉致問題は、我が国の主権や国民の生命

と安全に関わる重大な問題であり、被害者の即

時帰国と納得のいく説明を行うよう強く求めて

います。

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識

を深めましょう。

問合せ 鹿児島地方法務局 TEL099-259-0684
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市長選挙立候補予定者説明会を開催

来年１月21日(日)に行われる市長選挙の立候

補予定者説明会を開催します。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)

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)

平成30年度保育所・認定こども園入

所案内

平成30年４月１日から新規で保育所・認定こ

ども園(保育所部分)への入所を希望する児童の

受付を始めます。

※認定こども園とは、教育･保育を一体的に行

う施設で､幼稚園と保育所の両方の機能を併

せ持っている施設です。認定こども園の１号

認定(幼稚園部分)を希望される方は園の方へ

直接申込みしてください。

■申込書の配布について

入所希望の方には「入所申込書」を配布し、

必要書類の説明をします。

配布期間 12月４日(月)～22日(金)

■対象児童

保護者が、就労、妊娠や出産、病気、障害、

病人の介護、災害復旧、求職活動、就学などの

事情により保育が必要な児童

■申込書の受付について

入所申込書及び必要書類を福祉課社会係へ提

出してください(各保育所等では入所手続はで

きませんのでご注意ください)。

保育所・認定こども園へ入所できる基準に該

当する場合は、受付期間以降も受け付けますが、

原則として毎月１日の入所となります。

※ひとり親家庭や子どもの障害などで優先的に

入所が必要と判断されるケースがある場合に

は、第１希望の保育所へ入所できないことが

ありますのでご了承ください。

受付期間 １月５日(金)～31日(水)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)

正社員転換・雇用管理改善等の取組について

～企業人材確保・育成のために、事業主の皆さんへお願いしたいこと～

より良い人材の確保のためには、応募者が「この会社で働いてみたい」、従業員が「この会社で

ずっと働きたい」と思えるような「魅力ある職場づくり」を進めることが重要です。「魅力ある職

場」とは、従業員が「働きがい」や「働きやすさ」を感じることができる職場と言うことができま

す。この「働きがい」や「働きやすさ」の意識を高める雇用管理を実施することが重要です。

正社員以外の働き方で働いている方々を正社員に転換することも、人材確保の手段として有効で

す。正社員以外の働き方で働く方々の正社員転換を検討してみませんか。

※「魅力ある職場づくり」に取り組むにあたり、次のサイトを是非ご活用ください。

「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業」(平成27年)に関するポータル

サイト http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127983.html

問合せ ハローワーク加世田職業紹介第２部門 TEL53-5111



５

明治維新150周年記念事業「枕崎きばらん海 年越し花火大会」を開催

今年の「さつま黒潮きばらん海枕崎港まつり」については、台風の接近に伴い、やむなく中止とな

りました。まつり実行委員会では、花火大会の取り扱いについて協議を繰り返してきましたが、年の

瀬の押し迫った時期ではありますが、12月31日の大晦日に開催することに決定しました。

過ぎ行く年に感謝し、幸多き新年を市民の皆さんが迎えられることを願い、花火大会の名称を「枕

崎きばらん海 年越し花火大会」とし、開催に向けて実行委員会一丸となって取り組みます。

開催日時 12月31日(日) 午後７時～７時40分 ※荒天の場合は中止です(延期はありません)。

開催場所 枕崎漁港(打上げ場所＝東堤防)

交通規制 午後６時～８時(枕崎海岸通り)

問合せ まつり実行委員会総務部会(水産商工課観光交流係内) TEL72-1111(内線462)

12月４日～10日は「第69回人権週間」
～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする12月４日から10日までの１

週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚を図っています。

強調事項

・女性の人権を守ろう ・子どもの人権を守ろう ・高齢者の人権を守ろう

・障害を理由とする偏見や差別をなくそう ・同和問題に関する偏見や差別をなくそう

・アイヌの人々に対する理解を深めよう ・外国人の人権を尊重しよう

・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

・HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう

・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

・インターネットを悪用した人権侵害をなくそう

・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう ・性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう

・性自認を理由とする偏見や差別をなくそう ・人身取引をなくそう

・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

人権擁護委員

各市町村には、法務大臣が委嘱した民間ボランティアの人権擁護委員が配置され、地域の相談パー

トナーとして人権に関するさまざまな相談に応じていますので、お気軽にご相談してください。

本市では、次の６名が人権擁護委員として活動しています。

久保愛子、牛山好治、古市勝志、篭原修、池田良子、中釜光子

電話・面接相談窓口(午前８時30分から午後５時15分まで土・日、祝日を除きます(面接も同じ))

・みんなの人権110番(共通) TEL0570-003-110 ・子どもの人権110番(共通) TEL0120-007-110

・女性の人権ホットライン(共通) TEL0570-070-810 ・鹿児島地方法務局知覧支局 TEL83-2208

※子ども人権110番以外の通話料は、相談者のご負担となります。

インターネット人権相談窓口(24時間受付。ただし通信料は、相談者のご負担となります)

・パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

・携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

市立図書館で人権に関する本の展示と貸出を実施 １階エントランスでは、人権週間に合わせて知覧

人権擁護委員協議会(枕崎地区部会)と連携し、本の展示と貸出を行います。思いやりの心やかけがえ

のない命について、もう一度考えてみませんか。(期間＝12月５日(火)～10日(日))

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)、生涯学習課生涯学習係 TEL72-1111(内線817)
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平成29年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更及び相続人代表指定

の届出について

税務課では、平成30年度固定資産税の課税事務に向けて家屋の現況調査を行っています。平成29年

中に家屋を取り壊された方、売買・相続等で未登記家屋の所有権の変更のあった方は届け出てください。

法務局に登記されている家屋で、滅失や所有権移転登記の手続きをされた方は市役所への届出は必

要ありません。

新たに家屋を新築や増築された方には、家屋調査のお願いの通知を送付する予定です。１月末まで

に通知が届かない場合は、税務課固定資産税係まで連絡をお願いします。

また、納税義務者が死亡した場合は、相続人代表者指定届の提出が必要です。

問合せ 税務課固定資産税係 TEL72-1111(内線156・157)

市営潟山団地の入居者を募集します

現在、建て替え中の潟山団地(岩崎町83番地)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ください。潟山団地は、住宅に困窮する定められた所得額以

下の方に生活していただくため、国の補助金と市の負担で建設される公共賃貸住宅です。申込みには、

法律等によりさまざまな資格・条件がありますので、以下を参照のうえ、お申込みください。

■募集要項

募集戸数 ２ＤＫ＝６戸、３ＤＫ＝４戸 計10戸

構造 木造２階建

家賃(予定) ２ＤＫ＝17,400円～34,200円、３ＤＫ＝25,900円～50,900円

※家賃は入居者(同居者を含む)の収入により変わります。

敷金 家賃の３カ月分

共益費 1,000円程度(団地の入居者で決定します)

駐車場 各戸１台

募集期間 12月11日(月)～27日(水)

公開抽選 １月11日(木) 午後２時～／市役所本館２階会議室

入居説明 公開抽選終了後(予定)

入居予定 ４月上旬

申込資格

・現在、住宅に困っていることが明らかであること(申込者及び同居者に共有名義を含む持ち家がな

いこと。また市営住宅に入居している方も申込できません)。

・現に同居し、または同居しようとする親族があること(単身での申込みは、条件があります)。

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が収入基準内であること。

・市税等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。

※詳細については市のホームページをご覧になるか、建設課建築係までお問い合わせください。

■申し込みにあたっての注意事項

・申込日現在、すべての申込資格を満たしている必要があります。

・入居予定者となったときには、親族等の確実な連帯保証人が必要となります。

・ペットの飼育はできません。

・市営住宅では、入居者同士で協力し、助け合い、安全かつ快適な生活環境づくりをしていただく必

要があります。

問合せ・申込み 建設課建築係 TEL72-1111(内線326・336)



７

松之尾橋橋梁補修工事に伴う通行止めについて

松之尾橋橋梁補修工事を実施します。

工事期間中、全面通行止めの交通規制により、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。

工事期間 平成30年１月まで

規制期間 12月下旬まで

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線235)




