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募集(枕崎市立病院職員を随時募集／パソコン農業簿記記帳研修会参加者／第８回枕崎カ

ツオマイスター検定受検者／市営住宅の入居者)

募集(道路作業用重機械運転業務委託人(随時)／道路作業員業務嘱託員(随時))、相談(行

政相談所を開設／行政書士による無料相談会および無料セミナー／借金・債務整理に関

する無料法律相談会／司法書士・土地家屋調査士・税理士による無料法律・登記・税務

相談所／小児救急電話相談／労使間のトラブルに関する無料相談会)

相談(無料人権相談所を開設／年金相談所を開設)、お知らせ(住民税非課税世帯の乳幼児

医療費の窓口負担が無料になります／成人式を１月３日に実施します／消費税軽減税率

制度説明会／結核予防について／子宮頸がん・乳がん検診を実施) 

お知らせ(～知ってください、里親のこと～里親募集説明会を開催／お口の健康教室／ご

みを出す前にもう一度確認しましょう／住宅地等における農薬の使用について／インバ

ウンドと食の研修会「ムラの旨食」を開催／ビワの種子等を原料にした食品の安全確保

について／国民年金保険料の免除制度について) 

お知らせ(犬の登録および狂犬病予防注射を実施)、北海道胆振(いぶり)東部地震災害義

援金の募金箱を設置、南溟館イベント情報、キッズだより

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

平平平成成成 333000 年年年

９９９

２・３

８・９

６・７

市県民税３期

国民健康保険税４期
介護保険料・後期高齢者医療保険料４期

10 月の納税

・口座振替をされている方は、事前に残高確認を忘れずにお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」を活用ください。希望される方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.6％、１カ月経過後は年8.9％)が加算されますのでご注意ください。

・毎月第３日曜日に、休日納付・相談窓口を開設しています。お気軽にご利用ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(72)1111 内線152・153

休日市税納付・相談窓口開設日

10 月 21 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分

４・５
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募             集

枕崎市立病院職員を随時募集

■採用職種、予定人員および受験資格

職 種 採用予定人員 受   験   資   格

看護師 １名

①看護師免許を有する者

②昭和53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

試験の方法および内容

試験は第１次試験および第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)

試験の日時および場所

一定期間の応募者に対して、試験日時・場所を記載した受験票を送付します。

受験申込書用紙の請求および提出先

〒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

随時。病院での受付は午前８時30分から午後５時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除

く)。

合格発表

第１次試験、第２次試験とも合格発表は試験後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知

します。

採用 最終合格者は、合格発表後の翌月１日からの採用予定です。

給与 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。

問合せ 市立病院管理係 TEL72-0303
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パソコン農業簿記記帳研修会参加者

農業委員会では、関係機関の協力を得て農業

経営の基礎となるパソコンによる複式簿記記帳

研修会を実施します。自分の経営をパソコンに

入力して経営管理するとともに、青色申告に必

要な決算書を作成できるよう指導します。

対象者 農業者

持参するもの ノートパソコン(農業簿記ソフ

トがインストールされているもの)、通帳、伝

票など

※農業簿記ソフトについては、南薩地域振興局

農政普及課経営普及係(TEL52-1346)へ問い合

わせてください。

期日 10月16日(火)、11月13日(火)、12月４日

(火)、１月22日(火)、２月５日(火)、２月26日

(火)

※途中からでも参加できますが、事前に農業委

員会事務局へお申込みください。

時間 午後１時30分～４時

場所 市民会館和室

問合せ・申込み

農業委員会事務局 TEL72-1111(内線338)

第８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24日(土)、25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 11月２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

市営住宅の入居者

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みください。希望者が複

数の場合は抽選により決定します。また、抽選

日等は後日、申込者に連絡します。

募集期間 10月５日(金)まで

募集戸数 ２戸

①岩戸団地104号(岩戸町526番地)

②亀沢団地409号(明和町62番地)

構造(間取り) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝昭和63年、②＝平成５年

家賃 ①＝17,100円～、②＝19,700円～

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者および同居者が暴力団員でないこと

■募集期間内に応募の無かった住宅も引き続き

入居を募集しています(随時)

募集戸数 １戸 第２金山団地206号(金山町

472番地)

構造(間取り) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 昭和60年

家賃 15,300円～

敷金 家賃３カ月分

問合せ・申込み

建設課建築係  TEL72-1111(内線336)
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相   談
道路作業用重機械運転業務委託人(随時)

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。

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)

の運転業務および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

・平成30年４月２日現在の年齢が満65歳以下で、

心身ともに健康な方

・大型特殊自動車および普通自動車(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)運転免許を有する方

・車両系建設機械の技能講習を修了している方

募集期間 随時

選考方法 面接試験

試験日・場所 一定期間の応募者に対して、試

験日時、場所等を連絡します。

採用 合格発表後の翌月１日から採用予定

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

道路作業員業務嘱託員(随時)

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

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

・平成30年４月２日現在の年齢が満65歳以下で、

心身ともに健康な方

・普通自動車運転免許を有する方

・農作業または土木作業等の経験のある方

募集期間 随時

選考方法 面接試験

試験日・場所 一定期間の応募者に対して、試

験日時、場所等を連絡します。

採用 合格発表後の翌月１日から採用予定

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

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人以

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。

日時 10月20日(土) 午後１時～４時

場所 市民会館応接室

行政相談委員 松山智さん

問合せ 鹿児島行政監視行政相談センター

TEL099-224-3247

行政書士による無料相談会および無

料セミナー

行政書士業務を地域の皆さんに知っていただ

くために、無料相談会およ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 10月28日(日)

①無料相談会 午後１時～５時

②無料セミナー 午後１時～２時、午後３時～

４時

定員 各15名

場所 南さつま市市民センター第１サークル

※①、②とも同一会場

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

家庭問題の円満解決の進め方をわかりやすく

解説します。

問合せ 県行政書士会南薩支部 担当:田畑

TEL72-3898
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借金・債務整理に関する無料法律相談会

県多重債務者対策協議会では、国の「多重債

務者相談強化キャンペーン2018」(９月～12月)

にあわせ、県弁護士会および県司法書士会の協

力のもと、「借金・債務整理に関する無料相談

会」を開催します。当日は、多重債務等により

不安を抱えている方への対応として、保健師に

よる「こころの悩み相談」も実施します。お気

軽にご相談ください。

※原則として事前予約制です。当日、会場での

受付も可能ですが、予約が優先されます。

日時 10月４日(木) 午後１時～４時

場所 ちらん夢郷館専門技術研修室

内容 弁護士および司法書士による面接相談

問合せ・申込み 県消費者行政推進室

      TEL099-286-2533

司法書士・土地家屋調査士・税理士

による無料法律・登記・税務相談所

県司法書士会、県土地家屋調査士会および南

九州税理士会鹿児島県連合会では、10月１日

「法の日」にちなんだ記念事業として、無料法

律・登記・税務相談所を開設します。

日時 10月６日(土) 午前10時～午後４時

場所

・南さつま市民センター第１サークル室

・コミュニティセンター頴娃文化会館

相談内容

・土地建物の登記

・土地の地籍、分筆、測量、境界

・会社の登記

・所得税、贈与税、相続税、その他税務一般

・遺言等

・成年後見手続き

・裁判手続きや裁判所に提出する書類の相談等

・消費者金融問題

・架空請求問題

・供託に関する事項

問合せ

・県司法書士会 TEL099-256-0335

・県土地家屋調査士会 TEL099-257-2833

・南九州税理士会鹿児島県連合会

TEL099-225-6148

小児救急電話相談

県では、夜間におけるお子さんの急な病気に

ついて、看護師等が応急処置や医療機関の受診

の必要性などの助言を行う「小児救急電話相談」

を実施しています。

相談対象者 おおむね15歳未満の子どもの保護

者等

受付時間

・平日、土曜日＝19時～翌朝８時

・日曜日、祝日、年末年始＝８時～翌朝８時

相談窓口の電話番号

「＃8000」番(または099-254-1186)

※携帯電話からも利用可能

問合せ 県くらし保健福祉部子ども家庭課

TEL099-286-2763

労使間のトラブル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

することが出来ます。

詳細は、県労働委員会のホームページをご覧

ください。

■出張相談会

日時 10月27日(土) 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23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、セクハラなど

問合せ 県労働委員会事務局

TEL099-286-3943
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お 知 ら せ
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18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 10月18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

・９月27日(木) 南さつま市総合保健福祉セン

ターふれあいかせだ２階相談室

・10月４日(木) 指宿市役所第１会議室

・10月25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)

住民税非課税世帯の乳幼児医療費の

窓口負担が無料になります

10月１日から、経済的な理由から受診を控え

ることによる症状の悪化を防ぐため、住民税非

課税世帯の小学校入学前のお子さんを対象に、

県内医療機関等での窓口における負担を無くす

制度が始まります。下記の内容や受給者証の交

付について不明な点は、福祉課社会係へお問い

合わせください。

対象者 住民税非課税世帯の未就学児(小学校

入学前)

無料となる医療費

保険が適用となる入院(食事の費用は除く)、

通院、お薬、訪問看護、柔道整復療養に係る費

用

制度を受けるための手続き

福祉課社会係で申請の手続きを行い受給者証

の交付を受け、医療機関等の窓口で提示する必

要があります。

窓口無料にならないとき

医療機関等の窓口で受給者証の提示がない場

合、県外の医療機関等を受診した場合は、窓口

無料の対象となりません。いったん窓口で自己

負担額を支払い、領収証等を福祉課社会係に提

出すると、払い戻しが受けられます。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)

成人式を１月３日に実施します

日時 １月３日(木) 午後１時30分～３時(受

付＝午後０時45分～１時20分)

場所 市民会館大ホール

対象者 平成10年４月２日から平成11年４月１

日までに生まれた方

※対象者へは12月上旬に案内ハガキを送付しま

す。

※式典へ出席する際の服装については、式にふ

さわしい服装とします。

※式典終了後、中学校ごとに記念撮影を行いま

す。

問合せ 市民会館 TEL72-2221

    (平日の午前８時30分～午後５時15分)
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消費税軽減税率制度説明会

事業者の方を対象として、消費税の軽減税率

制度に関する説明会を開催します。多くの事業

者に関係する制度ですので、ぜひお越しくださ

い。

なお、来場の際は、公共交通機関をご利用く

ださい。

また、会場の席数に限りがありますので、参

加の際は事前に申し込みをお願いします。

■消費税の軽減税率制度は、平成31年10月１日

から消費税率の10％への引き上げと同時に実

施されます。

■軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事

業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際

費として飲食料品等を購入する事業者の方や

消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用

税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、

制度の実施に向けた準備が必要となります。

日時 10月26日(金) 午後２時～４時

会場 南九州市商工会川辺本所

申込み 南九州市商工会川辺本所

TEL0993-56-0247

問合せ 知覧税務署

  TEL83-2411 ※自動音声案内

結核予防について

国内では今でも１日に、およそ50人の新しい

結核患者が発生し、５人が命を落としています。

「結核は過去の病気」というイメージがある

かも知れませんが、実は日本では、新しく結核

にかかる方が平成28年に17,625人、結核で亡く

なる方は1,889人といまだに重大な感染症の一

つです。

また、１年間に結核にかかる人の数は全国的

には減少傾向にある中で、鹿児島県では増減を

繰り返しており、決して過去の病気とは言えな

いのです。

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起

こる病気で、最初は、風邪に似た症状で始まり

ますが、次のような症状がある場合は早めに受

診しましょう。

・たんのからむ咳が２週間以上続いている。

・微熱、身体のだるさが２週間以上続いている。

問合せ 健康センター TEL72-7176

子宮頸がん・乳がん検診を実施

平成30年度の子宮頸がん・乳がん検診を次の

日程で実施します。対象者には個人に通知しま

すが、転入等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。

なお、がん検診等の通知が今後不要な方は、

検診受診票下部の「枕崎市が実施する検診通知

不要届」を記入し、健康課または健康センター

に提出してください。次年度以降通知をしない

ように設定します。

対象

・子宮頸がん検診＝平成11年４月１日以前に生

まれた女性

・乳がん検診＝昭和54年４月１日以前に生まれ

た女性

検診日 10月21日(日)～26日(金)

受付時間 午前８時～８時30分、午前９時30分

～10時、午後１時～１時30分

会場 健康センター

検診内容

・子宮頸がん検診＝視診および細胞診

・乳がん検診＝乳房Ⅹ線撮影(乳房Ｘ線撮影は

40歳代が２方向、50歳以降が１方向になりま

す)。

料金

検診名
国民健康保

険以外の方

国民健康

保険の方

子宮頸がん検診 600円 0円

乳がん検診
40歳代 1,600円 1,200円

50歳以降 1,000円 600円

※70歳以上の市民、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30年度のクーポン券を送付されている方

も無料で受診できます。検診当日に必ずご持

参ください。

※国民健康保険加入の方は、保険証をご持参く

ださい。

問合せ 健康センター TEL72-7176
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～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

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。

子どもの年齢は０歳児から18歳までで、養育

期間は数カ月から数年とさまざまです。県内に

は、何らかの事情により家族と暮らせないたく

さんの子どもたちが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12日(金)

・昼の部 午後３時～５時

・夜の部 午後６時半～８時半

場所 市民会館２階会議室

内容 ＤＶＤによる紹介、担当者からの概要説明

※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

・児童養護施設 南さつま子どもの家

TEL52-1131

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線137)

お口の健康教室

日時 10月６日(土) 午後２時～４時

場所 コミュニティセンター頴娃文化会館

テーマ 「健康は健口から」～おいしく頂き、

楽しく語り、大いに笑いましょう～

内容 お口の体操や歯科医師による講話

入場料 無料

問合せ 加世田保健所健康増進係 TEL53-2315

ごみを出す前にもう一度確認しましょう

ごみの分別や出し方には、ルールがあります。

空き缶、ペットボトル、びん類が混ざった資

源ごみや、ペットボトルのふたやラベルを付け

たままの資源ごみ等が集積所に残ったままにな

っています。空き缶・ペットボトル・びん類の

資源ごみ等は、それぞれ種類ごとに分別して指

定されたごみ袋(黄色)に入れて出してください。

特に、ペットボトルは、ふたとラベルをはず

してペットボトルだけを指定されたごみ袋(黄

色)に入れて、はずしたふたとラベルは「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」と一緒に指定されたごみ袋(黄色)

に入れて、決められた曜日にご自分の地域の集

積所へ出してください。

また、「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」の中に、汚れたまま

のごみが混ざっています。これらは、拭きとる

か洗い流して捨てるようにしてください。

汚れたごみが混在してしまうと、せっかく資

源として出し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。

これからも地域の方たちと声をかけあい、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)

・内鍋清掃センター TEL72-6816

住宅地等における農薬の使用について

今般、県内の公営住宅地で清掃作業時に除草

剤を散布したことが原因と疑われる健康被害の

事案が発生しました。

農薬(除草剤、殺虫剤、土壌消毒剤等)は、下

記のことに留意して使用しましょう。

・農薬散布に当たっては、事前に周辺住民に対

し広く周知し、農薬の飛散防止に努めること。

・散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合

には、万が一にも子どもが農薬を浴びること

がないよう散布の時間帯に最大限配慮すること。

・クロルピクリン(土壌消毒剤)は、人畜に被害

及ぼす恐れのある場所での使用は避け、使用

後は地表面を必ずポリエチレンフィルム等で

きちんと被覆を行うこと。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線333)
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インバウンドと食の研修会「ムラの

旨食」の開催

インバウンド(訪日外国人旅行者)に地域の食

文化をどのように伝えるか、体験してもらうか

をテーマにインバウンド(訪日外国人旅行)受入

体制の研修会を次の日程で開催します。

開催時期 10月24日(水) 午前10時～午後３時

研修場所 城山センター

定員 20名

対象者

インバウンド(訪日外国人旅行)受入や民泊、

地域の特色を生かした食文化に触れてみたい等、

興味がある方ならどなたでも参加できます。

研修経費 無料

準備品 エプロン

申込方法

電話または市ホームページより参加申込用紙

をダウンロード(https://www.city.makurazaki.

lg.jp/soshiki/nousei/)し、必要事項を記入の

上、市役所農政課まで提出してください。

申込締切 10月23日(火) 午後３時まで

問合せ 農政課農政係 TEL72-1111(内線316)

ビワの種子等を原料にした食品の安

全確保について

ビワの種子、亜麻の実、杏子の種子、梅の種

子、ビターアーモンド、キャッサバ、キャッサ

バの葉などには有害物質であるシアン化合物が

含まれています。これらを原料に使用する食品

の製造・販売に当たっては、安全確保のためシ

アン化合物濃度の自主検査を行うようにしてく

ださい。

■原料・最終製品または摂取する状態でのシア

ン化合物の濃度について

・自主検査を実施し、シアン化合物の濃度が青

酸換算で10㎎/kg以下であることを確認する

こと

・青酸換算で10㎎/kgを超えて検出された場合

には、速やかに管轄の保健所に相談し、その

指導に従うこと

■原料のシアン化合物の濃度が青酸換算で10㎎

/kg以下であっても、エキス、粉末等の場合

には乾燥、濃縮等の加工により、最終製品で

10㎎/kgを超える可能性があることに留意す

ること

■実施可能な場合には、シアン化合物の低減対

策を実施し、青酸換算で10㎎/kgを超える商

品が市場に流通することがないよう品質管理

を徹底すること

■消費者が多量にシアン化合物を摂取すること

がないよう、消費者の健康リスクを考慮し、

製品の摂取目安量の設定や摂取方法に関する

注意喚起等ついても検討すること

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線333)

インバウンドと食の研修会「ムラの旨食」を開催

インバウンド(訪日外国人旅行者)に地域の食文化をどのように伝えるか、体験してもらうかをテ

ーマにインバウンド(訪日外国人旅行者)受入体制の研修会を次の日程で開催します。

開催日時 10月24日(水) 午前10時～午後３時 ／ 研修場所 城山センター ／ 定員 20名

対象者 インバウンド(訪日外国人旅行者)受入や民泊、地域の特色を生かした食文化に触れてみた

い等、興味がある方ならどなたでも参加できます。

研修経費 無料 ／ 準備品 エプロン

申込方法

電話または市ホームページより参加申込用紙をダウンロード(http://www.city.makurazaki.lg.j

p/soshiki/nousei/10159.html)し、必要事項を記入の上、農政課農政係まで提出してください。

申込締切 10月23日(火) 午後３時

問合せ 農政課農政係 TEL72-1111(内線316)

ビワの種子等を原料にした食品の安全確保について

ビワの種子、亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバ、キャッサバの

葉などには有害物質であるシアン化合物が含まれています。これらを原料に使用する食品の製造・

販売に当たっては、安全確保のためシアン化合物濃度の自主検査を行うようにしてください。

■原料・最終製品または摂取する状態でのシアン化合物の濃度について

・自主検査を実施し、シアン化合物の濃度が青酸換算で10㎎/kg以下であることを確認すること

・青酸換算で10㎎/kgを超えて検出された場合には、速やかに管轄の保健所に相談し、その指導に

従うこと

■原料のシアン化合物の濃度が青酸換算で10㎎/kg以下であっても、エキス、粉末等の場合には乾

燥、濃縮等の加工により、最終製品で10㎎/kgを超える可能性があることに留意すること

■実施可能な場合には、シアン化合物の低減対策を実施し、青酸換算で10㎎/kgを超える商品が市

場に流通することがないよう品質管理を徹底すること

■消費者が多量にシアン化合物を摂取することがないよう、消費者の健康リスクを考慮し、製品の

摂取目安量の設定や摂取方法に関する注意喚起等についても検討すること

問合せ 農政課特産振興係 TEL72-1111(内線333)

国民年金保険料の免除制度について

平成30年度の国民年金保険料の免除制度の受付が７月１日から始まっています。お早目に手続き

をお願いします。

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が

生じたときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」また「一部

免除」する制度があります。

全額免除 保険料の全額を免除

一部免除 保険料の一部を免除（４分の３免除、半額免除、４分の１免除）

保険料の納付が難しい時には、未納のまま放っておかずに国民年金保険料免除制度をご利用くだ

さい。申請・手続きについては、市民生活課国民年金係にお問い合わせください。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL72-1111(内線144・145)
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セット健診(複合健診)を実施

北海道胆振
い ぶ り

東部地震災害義援金の募金箱を設置

９月６日の北海道胆振東部地震により、多数の方々が犠牲となり、甚大な被害が発生していま

す。全国で支援の取り組みが広がってきており、本市においても被災地の一日も早い復興を支援す

るため、義援金の募金箱を設置しました。市民の皆さんのご協力をお願いします。

義援金の名称 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

募集期間 10月19日(金)まで

・募金箱は市役所正面玄関の階段横に設置しています。

・集まった義援金については、日本赤十字社を通じて、被災地に配分されます。

・今回の義援金については、市で預かり証等の発行はしませんので、義援金の拠出について証明

書(領収書)等が必要な場合は、手数料無料の金融機関からの振込み、または、社会福祉協議会

へご持参ください。

※なお、西日本豪雨災害の義援金は福祉課で９月28日(金)まで受付を行っています。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

犬の登録および狂犬病予防注射を実施

平成30年度の犬の登録およ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)および第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。

※今回は、今年度中に予防注射を受けていない犬が対象となります。

実施日 場 所 時 間 実施日 場 所 時 間

10月25日(木)

田布川公民館 9:00～ 9:15

10月26日(金)

大 塚 公 民 館 9:00～ 9:25

木 場 公 民 館 9:30～ 9:55 下野原公民館 9:40～10:00

城山センター 10:10～10:40 田 中 公 民 館 10:15～10:35

山 口 公 民 館 10:55～11:25 塩 屋 公 民 館 10:50～11:20

瀬戸口公民館 11:40～11:55 上 釜 会 館 11:35～11:55

亀 沢 公 民 館 13:10～13:30 東白沢公民館 13:10～13:25

新 町 公 民 館 13:45～14:05 俵積田公民館 13:40～14:05

木 原 公 民 館 14:20～14:45 下 山 公 民 館 14:20～14:35

市 役 所 15:00～16:00 市 役 所 15:00～16:00

・料金は、注射料2,850円および済票料550円の計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。おつりがないように、ご協力をお願いします。

・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。同じく他人から譲

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、届け出

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きをしてくださ

い。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線327)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

薩摩の偉人展～西郷どんが生きた時代～

会期 10月２日(火)～25日(木)

会場 南溟館第１展示場

観覧料 無料

せんじ会小品展

会期 10月２日(火)～25日(木)

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

主催 枕崎せんじ会

後援 枕崎市文化協会

第52回市総合文化祭

【展示部門】

期間 10月27日(土)～11月４日(日)

会場 市民会館、南溟館

展示品 絵画、水墨画、写真、陶芸、書道、生

花、学習成果作品など

観覧料 無料

【芸能部門】

日時 11月３日(土) 午前10時～

会場 市民会館大ホール

特別出演

敏いとうとハッピー＆ブルー(「ムード歌謡

の帝王」の異名を持つ歌謡グループ)のベース

ギター・ボーカル担当の宮本弘美さん

※代表曲＝「星降る街角」、「わたし祈ってます」

問合せ 南溟館 TEL72-9998

第４回RYOKOピアノソロ・コンサート

日時 11月11日(日) 午後２時～(開場＝午後

１時30分)

会場 南溟館第２展示場

■第2回枕崎国際芸術賞展作品を募集

本展は国内外を問わず広く作品を募集してい

ます。創意あふれる作品をお寄せください。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

        TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児ま

たは幼児および保護者が相互の交流を行う場を

開設しています。子育て中の親子であればどな

たでも無料で利用できます。

場所 立神海の風こども園(中央町261)

開放日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

10月の行事(午前10時から)

５日(金)公園遊び(若葉第一公園)

９日(火)ママのための有酸素運動

12日(金)公園遊び(松之尾公園)

16日(火)園庭遊び後試食会(要予約12組まで)

17日(水)ベビーマッサージ(要予約)

19日(金)いも掘り

22日(月)なんちゃって運動会(要予約)

24日(水)誕生会

25日(木)読み聞かせ「Smile Mama Book」

26日(金)ママちゃれんじデー「羊毛フェルトの

マグネットづくり」(要予約８組まで)

30日(火)音楽遊び

31日(水)骨盤体操

※５日(金)、12日(金)の公園遊びは現地集合です。

※公園遊び、園庭遊び、いも掘りが雨天の場合

はキッズルームで遊びます。

※要予約の活動は、定員がありますので早めに

申し込みください。

※活動の内容は変更する場合もありますので、

予めご了承ください。
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■謎かけの答え：ようじん(用心・要人)は大事です

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

２日(火) ◎男性料理教室 立神センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

５日(金) ◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

６日(土) 何でもチャレンジデー
枕崎児童館 13:30～15:30

【対象】小学生 ※予約不要

枕崎児童館

72-1362

９日(火) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

11日(木) 昔の遊び
立神小学校 9:40～12:00

【対象】小学生(低学年)

立神地区公民館

72-1693

13日(土) 校区ふるさと発見
立神校区内 13:30～15:00

【対象】小・中学生

立神地区公民館

72-1693

14日(日)
スライムを作って

遊ぼう

片平山児童センター 10:00～17:00

【対象】小学生 ※予約不要

片平山児童センター

73-1333

15日(月)

母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

◎食生活改善推進員

による料理教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

18日(木) 子育てサロン 健康センター 9:45～11:30
健康センター

72-7176

19日(金) 市民あいさつ運動の日
市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう

生涯学習課

72-0170

20日(土)

行政相談 市民会館応接室 13:00～16:00
総務課秘書広報係

72-1111(内線 211)

抹茶を楽しむ会
枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-9289

21日(日) ◎市民運動会 塩浜公園運動場 8:45～
保健体育課保健体育係

72-0170

27日(土)
仮装大歓迎

ハロウィンパーティ

枕崎児童館 13:30～15:30

【対象】小学生(定員10名)

材料費実費 ※要予約(10/20まで)

枕崎児童館

72-1362

28日(日)
ツキイチ

クッキング教室

健康センター 10:00～12:30

【対象】概ね19～39歳の方

健康センター

72-7176

10 月

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

まちのカレンダー
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


