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枕崎市立病院職員採用試験を実施、募集(からいも交流・春～ホストファミリー／新

春初蹴りサッカー大会参加チーム／水道検針業務委託人)、相談(行政書士による無

料相談会及び無料セミナーを開催／年金相談所を開設／こころの健康相談会)

お知らせ(１月21日は枕崎市長選挙投票日です／献血へご協力ください／給水管(水

道管)の管理について／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／年末年始の交通事故防止運動と地域安全運動を

実施中／学校給食用物資納入業者「指定願」受付開始／植物防疫法に違反した種バ

レイショの取扱いについて／蜜蜂を飼育するすべての方へ)

お知らせ(「年末火災予防特別警戒」を実施／「宗前岳de初日の出」を実施／消防出

初式を開催／ペットボトルはラベルをはがして出しましょう／年末年始のごみ・し

尿の収集日程) 、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、１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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募   集

からいも交流・春～ホストファミリー

日本の大学にいる外国留学生を、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 ３月11日(日)～25日(日)

申込締切 １月20日(土)まで

問合せ ＮＰＯ法人からいも交流鹿児島ブロッ

ク 担当：山神 TEL080-5274-7254

新春初蹴りサッカー大会参加チーム

参加資格は市内在住または本市出身者の責

任者を有するチームを編成できること。また、

必ず主審、副審を帯同することとし、責任者

は連絡先を事務局へ連絡すること。12月29日

(金)までにお申込みください(参加費＝無料)。

開催日 １月３日(水)

場所 総合グラウンドほか

問合せ・申込み 市サッカー協会 担当：板敷

TEL090-9574-6399

枕崎市立病院職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員及び受験資格

職 種 採用予定人員 受   験   資   格

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者(平成29年度中に免許を取得見込みの者を含む)

②昭和33年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

欠格事項 前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴日本国籍を有しない者  ⑵成年被後見人または被保佐人 ⑶禁錮以上の刑に処せられ、その執

行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者 ⑷枕崎市職員として懲戒免

職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者 ⑸日本国憲法施行の日以後におい

て、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、またはこれに加入した者

■試験の方法及び内容

試験は第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

第１次試験 教養試験、専門試験、作文試験

第２次試験 面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書を提出)

■試験の日時及び場所

第１次試験 日時：１月28日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市立病院

第２次試験 期日：２月中旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします) 

■受験申込書用紙の請求及び提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明記の

返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

■受付期間 １月19日(金)まで 午前８時30分～午後５時(土・日、祝日及び年末年始は除く。郵送の

場合は、締切当日の消印まで有効)

・第１次試験合格発表は試験後14日以内に、第２次試験合格発表は２月下旬に、受験者全員に合否結

果を文書で通知します。

・合格者は、平成30年４月１日付けで採用予定です。なお、受験資格に定める期限までに免許取得の

見込みの者が免許を取得できない場合は、採用を取り消します。

・給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

・枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以降における最

初の３月31日に退職することとなります。

問合せ 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303
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相   談

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。

職種及び人員 水道検針業務委託・１名

応募資格

・昭和38年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・市内在住の方で平成30年４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 １月30日(火)午後５時15分までに直

接提出

試験日 ２月６日(火)

※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

行政書士による無料相談会及び無料

セミナーを開催

行政書士業務を地域の皆さんに知っていただ

くために、無料相談会及び無料セミナーを開催

します。

無料セミナーでは、各種問題の円満解決の方

法をわかりやすく解説します。

日時 １月27日(土)

①無料相談会 午後１時～５時

②無料セミナー(定員各15名) 午後１時～２

時、午後４時～５時

場所 市民会館第２会議室

内容

①無料相談会＝相続、遺言、離婚、後見、農

地、交通事故、会社設立、建設業許可等の法

律手続きに関する個別相談

②無料セミナー

題目「円満解決しない原因は、単なる手段の

間違い！そこが盲点！」

問合せ 県行政書士会南薩支部 担当:田畑

  TEL72-3898

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 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

・１月18日(木) 南九州市ちらん夢郷館

・１月25日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・２月１日(木) 指宿市中央公民館第１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、臨床心理士による無料

相談会を開催します。

日時 １月24日(水) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

申込締切 １月22日(月)

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
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お 知 ら せ

１月21日は枕崎市長選挙投票日です

枕崎市長選挙が次のとおり実施されます。当

日予定のある方は期日前投票をご利用ください。

投票日時 １月21日(日) 午前７時～午後６時

※道野、真茅、下山、金山、木口屋、田布川の

投票所は午後５時まで

投票できる方

平成12年１月22日までに生まれた方で、平成

29年10月13日以前から引き続き、本市の住民基

本台帳に登載されている方です。

入場券をお持ちください

入場券に記載してある投票所(期日前投票は

市役所北別館会議室)へ、ご自分の入場券を切

り離してお持ちください。入場券は１月10日以

降発送予定です。

■期日前投票

期間 １月15日(月)～20日(土)

時間 午前８時30分～午後８時

場所 市役所北別館会議室

■不在者投票

病院や施設等に入院・入所中の方

不在者投票施設の指定を受けた病院・老人ホ

ームなどに入院(入所)中の方は、不在者投票を

することができますので、病院長・施設長等に

申し出てください。

長期の出張や旅行等の方

滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投

票ができます。手続きには日数がかかりますの

で、早めに選挙管理委員会までお問い合わせく

ださい。

問合せ 市明るい選挙推進協議会・市選挙管理

委員会 TEL72-1111(内線 310・311)

献血へご協力ください

献血が次のとおり実施されます。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 １月22日(月) 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

給水管(水道管)の管理について

配水管から分岐した給水管は、設置した皆さ

んの財産・所有となるため、老朽化した給水管

は早めに取り替えましょう。

またこれから冬場に入り、気温が０度以下に

なると、給水管が破損することがあります。特

に低温(凍結)注意報等が発令されているときは、

次のような防止策をとりましょう。

防止策

■少量の水を流しておく方法

この方法は、水道代が少額かかりますが、凍

結する恐れのある夜間や早朝等の時間帯に少量

の水を流しておくことにより凍結を防ぐことが

できます。

■給水管等を保温する方法

屋外の蛇口、水道メーター、給湯器等が凍り

やすいので、タオル等を巻き、保温してくださ

い。

問合せ 水道課管理係 TEL72-0224

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

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

は市役所へ届け出てください。

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。

なお、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)
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年末年始の交通事故防止運動と地域

安全運動を実施中

現在、年末年始の交通事故防止運動と地域安

全運動を実施しています。運動期間は、１月10

日(水)までです。この運動は、年末年始におけ

る交通事故や事件等の発生を未然に防止するこ

とを目的としています。

■交通事故防止運動

スローガン

「年末年始 マナーアップで 事故防止」

運動の重点

・早朝、夕暮れ時、夜間における交通事故防止

～「３(サン)ライト運動」の展開～夜光反射

材用品の着用の推進

・飲酒運転の根絶

・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

・自転車安全利用の推進

■地域安全運動

スローガン 「みんなでつくろう安心の街」

運動の重点

・市民の身近で発生する犯罪被害の防止

・うそ電話詐欺被害の防止

・子どもと女性の犯罪被害の防止

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

学校給食用物資納入業者「指定願」

受付開始

学校給食センターでは、平成30年度学校給食

用物資納入業者の「指定願」を受け付けていま

す。指定願用紙は、給食センターに備え付けて

あります。

対象物資 精肉、調味料、青果、生鮮食品、

冷凍食品他

※パン、牛乳等は対象となりません。

提出書類 指定願用紙、最新の検便証明書の写

し

申込期限 １月19日(金)

問合せ・申込み 学校給食センター

TEL72-3145

植物防疫法に違反した種バレイショ

の取扱いについて

バレイショの種イモの販売に当たっては、病

害虫の侵入や被害を防止するため、国の植物防

疫官による検査を受け、「合格証票」を取得す

る必要があります。

しかしながら、昨年から今年にかけて植物防

疫法に違反した種バレイショが販売されていま

した。

これらを購入した方は種イモの植付けを中止

し、違反した業者へ連絡して返却を行ってくだ

さい。すでに植付けしている場合は、県病害虫

防除所または南薩地域振興局農政普及課に連絡

をしてください。

種イモについては、家庭菜園用も含め、必ず

国の合格証票が添付されていることを確認し、

購入してください。

植物防疫法違反の内容

違反した業者
大石物産株式会社(福岡県八女市)

フリーダイアル0120-014-223

県内販売店、

品種、販売量

ハンズマン国分店(霧島市)

・28年秋販売：ニシユタカ160kg

・29年秋販売：デジマ860kg、ニ

シユタカ920kg

ハンズマン宇宿店(鹿児島市)

・29年秋販売：デジマ569kg、ニ

シユタカ506kg

問合せ

・県病害虫防除所 TEL099-245-1157

・南薩地域振興局農政普及課 TEL52-1348

蜜蜂を飼育するすべての方へ

蜜蜂を飼育する方は毎年１月末までに飼育届

の提出が必要です。

また、採蜜または越冬のために巣箱を動かす

場合は、転飼の２カ月前までに転飼許可を申請

し、許可を受けてください。

衛生的に蜜蜂を飼育するために、巣箱は放置

せず、日頃から蜜蜂や巣箱を観察し、自主的に

点検をしてください。

問合せ・飼育届、転飼許可申請書提出先

南薩地域振興局農政普及課畜産振興係

南さつま市加世田東本町８-13 TEL52-1344
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「年末火災予防特別警戒」を実施

火気を使用する機会が増加するこの時期、市

民の皆さん一人ひとりに、改めて防火意識を高

めてもらい、火災の発生を防止するため、「年

末火災予防特別警戒」を実施します。

寒さが厳しくなり、何かとあわただしいこの

時期、明るい新年を迎えるため「火の用心」を

お願いします。

なお、期間中は市内各地域において、火災予

防の啓発や巡回広報活動を行い、消防団と連携

し、防火パトロール等を実施します。

期間 12月25日(月)～31日(日)

重点要綱

・ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で

使用しましょう。

・ガスこんろ等のそばを離れるときは必ず火を

消しましょう。              

・家具などの裏にあるコンセントプラグを清掃

しましょう。

・家の周りに燃えやすい物を置かないようにし

ましょう。

・外出前、就寝前には必ず火の元を確かめまし

ょう。

※「住宅用火災警報器」を設置しましょう。ま

た、10年を目安に交換することをおすすめし

ます。

「火の用心 ことばを形に 習慣に」

問合せ 消防本部警防課 TEL72-0049

「宗前岳de初日の出」を実施

大塚公民館とまくらざき探検隊の共催イベン

トです。

宗前岳から美しい初日の出を見ませんか。湯

茶の振る舞いもあります。多数の参加をお待ち

しております。

期日 １月１日(月)

集合時間 午前６時40分

集合場所 国道226号線沿い 春日鉱山㈱下(枕

崎市と南さつま市坊津町の境界付近)

※車は駐車場にご案内します。

費用 無料

問合せ・申込み まくらざき探検隊(北川)

TEL080-3139-8585

消防出初式を開催

新春恒例の消防出初式を開催します。

当日は、消防団、消防署のほか、妙見幼年消

防クラブ、ふじ幼年消防クラブ、立神海の風幼

年消防クラブ、桜山小学校金管バンドの皆さん

の参加により行います。

オープニングセレモニーとして、火の神乙女

太鼓 爽の演奏、また消防訓練として、ドロー

ンを活用した災害対応訓練及び消防車両等によ

る一斉放水訓練が披露されます。ぜひご観覧く

ださい。

日時 １月７日(日) 午前８時40分～

場所 塩浜公園運動場

８:40
オープニングセレモニー

火の神乙女太鼓爽

９:00 式典開始

９:20 消防訓練(災害対応訓練)

10:00 放水披露(市営プール付近)

10:15

市中パレード

小川橋～小江平交差点～桜木交差点

～市民会館下交差点～枕崎市役所交

差点

※火災のおこりやすい季節です。火の元、火の

取扱いは十分注意しましょう。

問合せ 消防本部消防総務課 TEL72-0049

ペットボトルはラベルをはがして出

しましょう

ペットボトルを資源ごみとして出す場合は、

ラベルをはがして出しましょう。現在、ラベル

を貼ったまま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引き取り品質ガイド

ラインの変更によるものです。平成30年３月31

日までは移行期間で、４月１日からラベルがは

がされていないペットボトルは収集されなくな

りますので、ご理解とご協力をお願いします。

はがしたラベルはキャップと同様、プラマー

クが表示されたその他のプラスチック容器・包

装紙と一緒に資源ごみで出すことになります。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)



７

年末年始のごみ・し尿の収集日程

毎年、年末は内鍋清掃センターへごみの持ち込みが集中し、大変混雑します。通常、集積所に出せ

るごみは持ち込めませんので、年末に慌てて持ち込むことのないよう大掃除は計画的に済ませましょ

う。また、集積所に出せないごみを持ち込む方は、分別を徹底し、時間にゆとりを持って搬入してく

ださい。年末に集中しないよう公民館や隣近所を通じて呼びかけをお願いします。

12月31日(日)～１月３日(水)は収集を行いませんので、集積所にごみは出さないでください。

年明けのごみの収集と内鍋清掃センターの受け入れは、１月４日(木)から始まります。

■ごみの収集日程及び内鍋清掃センターへのごみの持込みについて

月 日 収集するごみの内容 内鍋清掃センターへの持込み

12月27日(水) 燃えるごみ(市内全域)  終日持込み可

12月28日(木) 資源ごみ(桜山・立神・金山地区) 午前中のみ持込み可

12月29日(金) 燃えるごみ(市内全域) 午前中のみ持込み可

12月30日(土) 燃えるごみ(市内全域) 収集許可業者のみ持込み可

12月31日(日)～

１月３日(水)
※収集及び内鍋清掃センターは休み 休み

１月４日(木) 燃えるごみ(市内全域) 終日持込み可

※各ごみ集積所にも同様の案内を貼り出してあります。

■し尿のくみ取り業務

・年末 受付は12月25日(月)まで、くみ取り業務は12月28日(木)まで

・年始 １月５日(金)から

問合せ

・ごみの収集に関すること 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

・し尿のくみ取りに関すること 枕崎清掃社 TEL72-1539




