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ー嘱託職員／サン・フレッシュ枕崎主事／放送大学４月入学生)

募集(県営住宅空き家待ち順位登録者)、相談(無料人権相談所を開設／年金相談所を開

設)、お知らせ(歯周病検診を受診しましょう／日本脳炎予防接種を未接種の方へ)

お知らせ(子宮頸がん検診(追加)を実施します／男性料理教室を開催／結婚披露宴のお土

産にかつお節パックはいかが？／第32回老人クラブ芸能大会を開催／確定申告は正しく

お早めに／「にせ税理士」にご注意！／申告所得税等の期限内納付と振替期日について) 

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／ヘリコプターの離着陸訓練を実施／体育施設利用計画について／ペッ

トボトルはラベルをはがして出しましょう／平成30年度市・県民税、国民健康保険税、

後期高齢者医療保険料の申告受付について) 、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、２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

家庭児童相談室の家庭相談員

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)を総務課職員係に提出してください。

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

募集人員 １名

勤務施設 家庭児童相談室(市役所内)

業務内容

・家庭問題や子育ての悩みの相談、児童虐待対

応等の訪問・指導業務

・配偶者からの暴力被害等に関する相談、被害

者の保護・支援及び関係機関との連携・調整

業務

応募資格

市内に居住し、４月２日から勤務できる満65

歳以下(平成30年４月１日現在)で心身ともに健

康な方であり、次の要件のいずれかに該当する

方

・学校教育法に基づく大学で児童福祉、社会福

祉、児童学、心理学、教育学・社会学を専修

する学科またはこれらに相当する課程を修め

て卒業した方

・医師免許を有する方

・社会福祉士として登録している方

・社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に

従事した方

・児童、婦人、母子家庭相談業務のいずれかに

２年以上従事した方

・上記に準ずる人で家庭相談員として必要な学

識経験を有する方

勤務日数 月14日間

選考方法 面接試験

応募締切 ２月16日(金) 午後５時15分

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

道路作業用重機械運転業務委託人

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、車両系機械運

転技能講習修了証の写しを総務課職員係に提出

してください。

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

募集人員 １名

業務内容 市道の作業用重機械(２ｔダンプ、

４ｔダンプ、タイヤショベル、バックホー等)

の運転業務

応募資格  

・市内に居住している方

・昭和28年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・大型特殊自動車及び普通自動車(平成19年４

月２日以降新たに免許を取得している場合は

中型免許)免許を有する方

・車両系建設機械の技能講習を修了している方

・４月２日から勤務できる方

選考方法 面接試験

応募締切 ３月15日(木) 午後５時15分

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234) 

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。

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

募集人員 １名

業務内容 市道等の維持補修作業業務

応募資格  

・市内に居住している方

・昭和28年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・普通自動車免許を有する方

・４月２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 ３月15日(木) 午後５時15分

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)
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市立病院の業務委託人(看護師) 

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、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。

なお、採用予定人員に達し次第、募集を中止

することがあります。

職種 看護師または准看護師

募集人員 ２名程度

応募資格

・看護師免許または准看護師免許を有する方

・昭和52年４月２日以降に生まれた方

・現在、市内医療機関に勤務していない方

・枕崎市立病院に通勤可能で健康な方

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発行の

健康診断書を提出)

受付期間 随時。午前８時30分～午後５時15分

(土・日、祝日を除く)

問合せ 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地

生涯学習成果展の作品

３月11日(日)に開催される生涯学習フェステ

ィバルの一環として、生涯学習講座や自主学習

グループ、個人等で学習した作品による学習成

果展を開催します。多数の皆さんの出品をお願

いします。申込書は市民会館、各地区公民館、

サン・フレッシュ枕崎に備付けてあります。

また、フェスティバルでは、歴史作家の桐野

作人さんを講師に招き、講演会を実施する予定

ですので、ぜひご来場ください。

出品点数 原則として１人１点

申込方法 出品申込書を市民会館へ直接提出し

てください。

申込締切 ２月16日(金)まで

展示会場 市民会館

展示期間 ３月10日(土)～11日(日) 午前８時

30分～午後５時

作品搬入 ３月９日(金)に出品者が市民会館へ

直接搬入し、展示を行う。

問合せ 生涯学習課公民館係(市民会館内)

TEL72-2221

シルバー人材センター嘱託職員

希望者は、履歴書をシルバー人材センター

事務局(中央町６番地)に提出してください。

なお、試験の日時、場所については後日応募

者に連絡します。

職種及び採用予定人数

総務及び事業推進 １名

応募資格

・市内に居住している方

・４月１日から勤務可能な方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ２月23日(金) 午後５時

問合せ シルバー人材センター TEL72-6689

サン・フレッシュ枕崎主事

希望者は、履歴書をシルバー人材センター

事務局(中央町６番地)に提出してください。

なお、試験の日時、場所については後日応募

者に連絡します。

職種及び採用予定人数 主事(事務職) １名

応募資格

・市内に居住している方

・年齢が満60歳以上(平成30年４月１日現在)

の方

・４月１日から勤務可能な方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ２月20日(火) 午後５時

問合せ シルバー人材センター TEL72-6689

放送大学４月入学生

平成30年度第１学期(４月入学)の学生を募集

中です。

放送大学は、テレビやインターネットを通じ

て学ぶ通信制の大学です。働きながら大学を卒

業したい、学びを楽しみにしたいなど、さまざ

まな幅広い世代・職業の方が学んでいます。詳

細はホームページでも紹介しています。

出願期限 ３月20日(火)

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

  TEL099-239-3811
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相   談

県営住宅空き家待ち順位登録者

県営住宅(枕崎団地)については、抽選により

登録した空き家待ち順位に従って入居を案内し

ています。空き家待ち順位を決める抽選を次の

とおり実施しますので、入居を希望する方は申

し込んでください。

申込書配布・受付日時 ２月１日(木)～28日

(水) 午前８時30分～午後７時

抽選日時 ３月８日(木) 午前10時～

会場 県南薩振興局３階会議室

空き家待ち順位の登録有効期限 ４月１日～平

成31年３月31日

問合せ・申込先

㈱オーリック不動産南さつま支店(県営住宅指

定管理者) 担当：出来、神野 TEL52-1755

南さつま市加世田地頭所1707-1

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 ２月15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)

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 ２月15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

・２月22日(木) 南九州市川辺文化会館

国民年金は、あなたの助けになります。もし

ものため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)
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お 知 ら せ

歯周病検診を受診しましょう

歯周病は気づかないうちに進行し、歯を支え

ている骨(歯槽骨)を溶かす病気です。次の対象

者でまだ受診していない方には、12月にハガキ

で受診券(再通知)を送付しています。この機会

を利用し、ぜひ受診してください。検診料は無

料です。

対象の方でまだ受診券が届いていない方は健

康センターへお問い合せください。

実施期間 ３月17日(土)まで

対象者 平成29年４月２日～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、協力歯科医院に

申込みの上、受診してください。

協力歯科医院

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

日本脳炎予防接種を未接種の方へ

平成17～21年度の積極的な勧奨の差し控えに

より接種の機会を逃した方を対象に、平成29年

４月に日本脳炎予防接種(２期目)の通知を行い

ましたが、未接種の方が多数おられます。

未接種の方は４月に送付された予診票を使用

できますので、母子健康手帳をご確認の上、早

めに接種されることをお勧めします。

対象者

・平成19年４月２日～平成20年４月１日に生ま

れた者(小学４年生)

・平成11年４月２日～平成12年４月１日に生ま

れた者(高校３年生相当)

接種期限 ３月31日(土)まで

また、上記以外の方につきましても、日本脳

炎予防接種は１期(初回(２回)、追加)、２期の

接種がありますので、接種状況を再度母子健康

手帳で確認してください。また、転入された方

などで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。

日本脳炎予防接種の標準的な接種時期

・１期＝初回(３歳から７歳半まで(６日以上あ

けて２回))、追加(初回終了後概ね１年経過

後１回)

・２期＝９歳から12歳時に１回

実施機関 市内の協力医療機関(２週間前まで

に予約が必要です)

料金 無料

持参するもの 母子健康手帳、予診票、保険証

等(住所が確認できるもの)

問合せ 健康センター TEL72-7176
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子宮頸がん検診(追加)を実施します

10月の子宮頸がん検診を受診されなかった方

を対象に、次の日程で検診を実施します。

対象者には個人通知しますが、転入等で通知

が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 平成10年４月１日以前に生まれた女性

検診日 ２月27日(火)

受付時間 ①午前８時～８時30分 ②９時30分

～10時 ③午後０時30分～１時

会場 健康センター

料金 600円

※国民健康保険の方、70歳以上の方、市民税非

課税世帯・生活保護世帯で証明書を提示した

方は無料です。

※平成29年度のクーポン券(無料券)をお持ちの

方は必ず持参してください。

問合せ 健康センター TEL72-7176

男性料理教室を開催

健康のためには毎日の食事が大切です。料理

の初心者からベテランの方まで料理のコツを学

びながら、楽しく調理をしてみませんか。そし

て、おいしく栄養バランスのとれた昼食をいた

だきましょう。原則、各月１人１回の参加とな

ります。開催日の２日前までに電話でお申込み

ください。２月の日程は次のとおりです。

期日・会場

・２月１日(木)、14日(水)、22日(木)＝健康セ

ンター

・２月６日(火)＝立神センター

・２月７日(水)＝別府センター

時間 午前10時～午後１時

対象者 おおむね65歳以上の市内に居住の男性

持ってくるもの エプロン・三角巾、材料費

200円

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

結婚披露宴のお土産にかつお節パッ

クはいかが？

かつお節は、雄節と雌節を合わせると夫婦一

対となり、その形が亀の甲に似ていることから

縁起の良いものとされ、古くから結婚式の引出

物に使われてきました。

さつま鰹節協会では、さつま鰹節普及事業と

して、新郎新婦が披露宴で招待者をお見送りす

る際、お土産として配布するかつお節パックの

提供を行っています。

対象者(いずれかに該当する方)

・新郎新婦いずれかが枕崎市または指宿市地区

の住民で結婚後も同地区内に居住する方

・枕崎市及び指宿市内の結婚式場で披露宴を開

催する方

パック提供数 披露宴招待者数プラス30個

申込方法 住所、氏名、連絡先(電話)、披露宴

会場(所在地・施設名)、披露宴開催日、パック

必要数(招待者数)をお知らせください。

問合せ・申込み

さつま鰹節協会(水産商工課商工振興係)

〒898-0001 枕崎市松之尾町64番地

TEL72-1111(内線421)、FAX73-1747

第32回老人クラブ芸能大会を開催

高齢者の方々が、自らの健康づくり、生きが

いづくりのために、各地域で歌や踊りの練習を

しています。その成果を発表する芸能大会が今

年も開催されます。

ご近所お誘い合わせのうえ、皆さんのご来場

を心からお待ちしております。

なお、本大会は高齢者元気度アップ・ポイン

ト事業の対象です。

日時 ２月16日(金) 午後１時～

会場 市民会館大ホール

問合せ 市老人クラブ連合会事務局(社会福祉

協議会内) TEL72-7450



             ７

確定申告は正しくお早めに
  

平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確

定申告の期間は、２月16日(金)から３月15日

(木)までとなっています。

所得税は、納税者自身が所得金額等や税額を

正しく計算して申告・納税する「申告納税制度」

を採用していますので、申告と納税は期限内に

お済ませください。申告期限が間近になると申

告相談会場は大変混雑し、長時間かかる場合も

ありますので、お早めに申告を済ませください。

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作

成コーナー」で作成した確定申告書は印刷して

所轄税務署へ郵送等により提出できますが、そ

のままｅ－Ｔａｘで送信することもできますの

で、ぜひご利用ください。

■確定申告会場を開設

会場 知覧税務署１階会議室

期間 ２月16日(金)～３月15日(木)

※土・日曜日及び祝日を除く

受付時間 午前９時～午後４時

・駐車場には限りがあり混雑が予想されますの

で、なるべく公共交通機関をご利用ください。

・バス(鹿児島交通バス)をご利用の場合は、中

郡バス停で下車し、徒歩３分です。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

「にせ税理士」にご注意！

税理士でない人が、税務代理、税務書類の作

成及び税務相談の税理士業務を行うこと(いわ

ゆる「にせ税理士」行為)は、税理士法で固く

禁じられています。

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方

消費税の確定申告書や決算書などの税務書類の

作成や税務相談を依頼する場合は、税理士であ

ること(「税理士証票」を携行し、「税理士会

員章(バッジ)」を着けている)を確認の上、相

談してください。

「にせ税理士」へ相談することは、あなた自

身が不測の損害を被るおそれがありますので、

十分にご注意ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

申告所得税等の期限内納付と振替期

日について

申告所得税等の納税は、お近くの銀行(日本

銀行歳入代理店)などの金融機関(ゆうちょ銀行

を含む)、納税地を管轄する税務署の窓口で受

け付けています。

平成29年分確定申告の納付期限

・申告所得税及び復興特別所得税＝３月15日

(木)

・消費税及び地方消費税(個人事業者)＝４月２

日(月)

また、申告所得税及び復興特別所得税、消費

税及び地方消費税(個人事業者)の納税は、金融

機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替

納税」が大変便利です。利用されていない方は、

ぜひご利用ください。

なお、これまで口座振替により納付していた

だいた方には、金融機関から領収書を送付して

いましたが、平成29年１月からは送付していま

せん。書面による証明が必要な方には、口座振

替がされた旨の証明を行います。

振替期日

・申告所得税及び復興特別所得税＝４月20日

(金)

・消費税及び地方消費税(個人事業者)＝４月25

日(水)

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内



８

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)

ヘリコプターの離着陸訓練を実施

枕崎ヘリポートでは、海上保安庁に納入され

る新型ヘリコプターを使用した操縦士に対する

慣熟訓練を予定しています。

近隣の方々のご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。

訓練期間 １月22日(月)～２月２日(金)(天候

等で前後する場合があります)

訓練内容 離着陸訓練

問合せ 企画調整課企画調整係

   TEL72-1111(内線225)

体育施設利用計画について

平成30年度に教育委員会所轄の社会体育施設

の利用を予定している団体は、日程調整を行い

ますので、保健体育課及び総合体育館備付けの

体育施設利用計画書を提出してください。

なお、利用の最終決定をする連絡調整会を３

月１日(木)の午後６時から行いますので、各団

体の代表者は出席をお願いします。

提出期限 ２月９日(金)まで

問合せ・提出先(ＦＡＸによる申込みも可)

・保健体育課 TEL72-0170、FAX72-0677

〒898-0051 枕崎市中央町184番地

・総合体育館 TEL・FAX72-1116

〒898-0051 枕崎市中央町26番地

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、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)



９

平成30年度市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の申告受付に

ついて

平成30年度の市･県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に係る所得(平成29年中の所得)

の申告を受け付けます。また、簡易な所得税の申告相談についても対象地域の会場で受け付けます。

日時・会場等は、別紙綴込みチラシをご覧いただくか税務課課税係までお問い合わせください。昨

年、道野公民館・真茅公民館で申告された方は、今年から会場が変更になりますのでご注意ください。

対象地域の指定日に都合が悪い方は、別地域の日時、会場にて申告することも可能です。３月15日

(木)までに都合の良い日の会場にお越しください。

なお、市役所以外に申告会場を設けた日は各申告会場に担当職員が出向くため、税務課の窓口は混

雑が予想されます。税務課窓口で申告される方は、長時間お待たせする場合がありますので、できる

だけ「市内全域」の日にお越しください。

申告受付期間 ２月７日(水)～３月15日(木)

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)




