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市立病院職員採用試験を実施、募集(市立病院の業務委託人(看護師・看護助手)を随時募集／市制施行70

周年記念事業「枕崎市・稚内市青少年交流派遣事業」派遣団員／「少年の船」参加者)

募集(市立学校主事業務嘱託員／「鹿児島県青少年海外ふれあい事業～シンガポール交流コース」派遣団員

／生涯学習長期公民館講座受講生／公民館講座の受講生／市制施行70周年記念(冠事業)の募集について／か

らいも交流・夏～ホストファミリー)、相談(行政相談員に相談してみませんか／全国一斉特設人権相談所を

開設)

相談(年金相談所を開設／こころの健康相談会)、お知らせ(天皇陛下御即位に伴う慶祝記帳所の設置につ

いて／大型連休中の市の業務等について／大型連休における市内在宅医について／大型連休におけるごみ

収集について／Ｊアラート(全国瞬時警報システム)の訓練について／春の交通・地域安全運動を実施) 

お知らせ(第60回都道府県対抗なぎなた大会を開催／「血圧を測ろう祭り」を開催／長寿健康診査を実施

／国民年金基金の合併について／障害者相談員等について／身体障害者等の軽自動車税減免について／平

成31年４月以降の(特別)児童扶養手当額について／軽自動車の経年車重課について) 

お知らせ(児童手当制度について／平成31年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧につい

て／平成31年度固定資産課税台帳の閲覧について／私有地の管理は大丈夫ですか？／職業訓練指導員(48

時間)講習を実施／ウミガメの保護に努めましょう／ウミガメが上陸する海岸の清掃活動を実施します)

お知らせ(改元に伴う元号による年表示の取扱いについて／５月１日から31日は水防月間／水道管の漏水調

査にご協力をお願いします／犬の登録及び狂犬病予防注射を実施) 

お知らせ(市制施行70周年記念事業について)、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
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固定資産税１期

軽自動車税
５月の納税

・口座振替をされている方は、事前に残高確認をお願いします。

・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153
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休日市税納付・相談窓口開設日

５月 19 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分
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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

看護師 １名

①看護師免許(准看護師を除く。)を有する者

②昭和54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

事務職

(医師事務

作業補助)

１名

①学校教育法に基づく高等学校（同等資格を含む。）以上の学歴を

有する者

②昭和59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、作文試験、専門試験(専門試験は看護師のみ実施)

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：５月26日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市立病院

第２次試験 期日：６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 ５月10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)

■合格発表

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６月中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、平成31年８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卒業

見込みの者にあっては高等学校等を卒業できない場合、免許取得見込みの者にあっては免許を取得

できない場合は、採用を取り消します。

■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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募             集

市制施行70周年記念事業「枕崎市・稚内市青少年交流派遣事業」派遣団員

実施期間 ８月２日(金)～５日(月) ／訪問地 稚内市

募集人員 ６名(市内中学校及び市内高等学校各１名)

参加資格

・市内在住で市内の中・高等学校に通学している学生

・地域活動や生徒会活動に積極的に参加をしている者

・市の代表として積極的にコミュニケーションをとり、交流ができる者

・指定する事前、事後の研修会に参加し、レポート作成等ができる者

個人負担経費 135,000円程度(市から100,000円の補助があります。航空燃料費の変動などで金額が

変更になる場合があります。)

募集期限 ５月17日(金)まで ／申込書等の入手先 市内中学校、高等学校

応募方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、各学校に提出してください。

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

「少年の船」参加者

枕崎市にとって忘れてはならない「黒島流れ」。「少年の船」は、村営船「みしま」に乗船して

三島村黒島を訪れ、黒島流れの犠牲者の冥福を祈るとともに、交歓会等を通じ、黒島の方々や参加

者同士の親睦を深めるものです。海側から見る枕崎のまちや、雄大な海、島々の姿は大きな感動を

呼び、数々の苦労を力強く乗り越えてきた祖先の熱い思いを感じることでしょう。

日時 ５月19日(日) 午前８時～午後５時

募集対象 小・中学生、高校生、一般 ／定員 200名

参加料 小・中学生＝300円、一般(高校生含む)＝2,000円

応募期間 ４月26日(金) 午後５時まで ※平日の申込みは、午前８時30分から午後５時15分まで

問合せ・申込み 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170、市民会館 TEL72-2221

市立病院の業務委託人(看護師、看護補助者、医療事務)を随時募集

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。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２名程度、看護補助者１名程度、医療事務１名

応募資格

・看護師免許または准看護師免許を有する方(看護師または准看護師のみ)

・医療事務または診療記録管理業務の経験のある方(医療事務のみ)

・市立病院に通勤可能で健康な方

・現在、市内医療機関に勤務していない方

選考方法

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。受付は平日午前８時30分から午後５時まで(土・日、祝日及び12月29日から１月

３日までの期間を除く)。

問合せ・申込み 枕崎市立病院管理係 〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 TEL72-0303
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市立学校主事業務嘱託員

希望者は、採用試験申込書(教育委員会総務

課備付け)を教育委員会総務課へ提出してくだ

さい。試験の日時、場所等は後日応募者へ連絡

します。

募集人員 １名 ／報酬 146,500円(月額)

保険等 厚生年金・社会保険・雇用保険等あり

応募資格

・心身ともに健康な方

・６月３日から勤務できる方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ５月15日(水)午後５時15分までに必着

問合せ 教育委員会総務課 TEL72-0170

「鹿児島県青少年海外ふれあい事業～

シンガポール交流コース」派遣団員

鹿児島県の青少年を開発途上国に派遣し、ホ

ームステイや学校、施設などでの交流を通して

相互理解を深めるとともに、現地での途上国の

国づくりに貢献している青年海外協力隊員の活

動現場の視察や現地での協力活動を通して、国

際協力に対する理解を深め、国際性豊かな人材

を育成することを目的として実施します。

実施期間 ８月28日(水)～９月４日(水)

訪問地 シンガポール

募集人員

10名程度(本市からの推薦者は２名以内)

※ただし、南薩地域振興局において面接等の選

考により決定されるので、必ずしも本市から

２名参加できるとは限りません。

参加資格

県内居住の高校生から30歳までの青少年

個人負担経費 ４万円程度

※市内に居住する就学中の生徒、学生等は市か

ら15,000円の補助があります。

※パスポートの取得は各個人で行っていただきます。

募集期限 ５月10日(金)まで

申込書等の入手先

県ホームページからダウンロードできます。

応募方法

所定の申込書に必要事項を記入の上、枕崎市

教育委員会に提出してください。

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

生涯学習長期公民館講座受講生

韓国語を楽しく学んでみませんか。申込みは、

先着順で定員になり次第締め切ります。

講師 岩尾洋乃さん

期日 ６月から７月までの毎週水曜日及び８月

７日(全10回)

※講師の都合により変更する場合があります。

時間 午後７時30分～午後９時

場所 市民会館

募集人員 20名

受講料 1,000円(最初の開講時のみ)

※一部学習内容によっては、実費負担があります。

申込期限 ５月27日(月)

※土・日、祝日を除く午前８時30分から午後５

時15分まで受け付けます。

問合せ・申込み 生涯学習課公民館係

TEL72-2221

公民館講座の受講生

桜山地区公民館では、今年度の長期公民館講

座として「料理教室」と「健康講座」を実施し

ますので、お気軽にご参加ください。

■料理教室～手軽にできる家庭料理

期間 ６月～３月まで全10回

※毎月第１水曜日の午前10時から正午まで

講師 梛木智子さん(キッチンナギ)

受講料 1,000円(最初の開講時のみ)

※別途材料代が必要となります。

■健康講座～太極拳教室

期間 ６月～10月まで全10回

※毎月第１・３金曜日の午前10時から正午まで

講師 松崎伸男さん(健康体操指導員)

受講料 1,000円(最初の開講時のみ)

申込締切日 両講座とも５月21日(火)

※受付は午前10時から午後５時まで(月曜日及

び祝日は休館日)

問合せ・申込み 桜山地区公民館 TEL72-2267
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相   談
市制施行70周年記念(冠事業)の募集

について

枕崎市は、９月１日に市制施行70周年を迎え

ます。

そこで、多くの市民の皆さんと一緒になって

お祝いしていくため、市制施行70周年を盛り上

げていただける記念の事業を募集します。

認定した事業は、市ホームページに開催日時、

場所、事業名、問い合わせ先を掲載します。

冠の呼称 「枕崎市制施行70周年記念」

冠の使用条件

４月１日から３月31日の期間に開催され、市

制施行70周年を祝い、盛り上げていただける催

しとします。

※営利を目的とする活動、政治活動及び宗教活

動は対象外となります。

申込方法

申請書に必要事項を記入し、総務課秘書広報

係にご提出ください。申請書は、ホームページ

よりダウンロードするか、総務課に備え付けて

あります。

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

からいも交流・夏～ホストファミリー

香港、マカオ、台湾、韓国の大学で日本語を

勉強している大学生を、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 ７月７日(日)～21日(日)

申込締切 ５月20日(月)まで

問合せ

ＮＰＯ法人からいも交流かごしまブロック

事務局：斉藤 TEL0995-64-7751

行政相談員に相談してみませんか

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。

日時 ５月25日(土) 午後１時～４時

場所 市民会館

行政相談委員 松山智氏

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

上委嘱されており、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。

問合せ 鹿児島行政監視行政相談センター

TEL099-224-3247

全国一斉特設人権相談所を開設

昭和24年６月１日に人権擁護委員法が施行さ

れ、国民の基本的人権を擁護し見守るために民

間人による人権擁護機関が誕生しました。これ

が我が国における人権擁護委員制度の始まりで

す。

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法

の施行日である６月１日を「人権擁護委員の日」

と定め、この日に「全国一斉特設人権相談」を

実施することとしています。鹿児島県人権擁護

委員連合会においても、次のとおり特設人権相

談を開設します。相談は無料で、秘密は固く守

ります。

※人権擁護委員は、各市町村長から推薦され法

務大臣から委嘱を受けた民間の人たちです。

現在、市内には、６名の人権擁護委員が配置

されており、さまざまな啓発活動を行ったり、

地方法務局知覧支局等で人権相談を受ける等

の積極的な活動を行っています。

日時 ５月30日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 鹿児島地方法務局知覧支局

  TEL83-2208
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お 知 ら せ
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 ５月９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

・５月23日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

・５月30日(木) 南さつま市役所会議室2-4、

2-5、2-6

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)

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 ５月16日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 ５月14日(火)

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

天皇陛下御即位に伴う慶祝記帳所の

設置について

５月１日(水)の天皇御即位に伴い、次のとお

り市役所本庁舎内に慶祝の記帳所を設けること

となりました。市民の皆さんからの御祝意は、

後日、宮内庁にお届けします。なお、お祝いの

金品等はお預かりできません。

日 時 場 所

５月１日(水)

午前８時30分～午後５時15分

市役所本庁舎

正面玄関ロビー

５月７日(火)～10日(金)

午前８時30分～午後５時15分

市役所本庁舎

市民ホール

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

大型連休中の市の業務等について

４月27日(土)から５月６日(月)までの期間は

市役所の窓口は休業となりますが、次のとおり、

一部の業務は通常と異なる対応をするものがあ

りますので、お知らせします。

業務内容・

施設名
対応日時・場所 問合せ

住民票、印

鑑登録、戸

籍関係の証

明発行業務

５月１日(水)

午前８時30分～

午後５時15分

市民生活課市民

係窓口

市民生活課市民係

TEL72-1111

(内線149)

南溟館 全日開館
文化課文化係

TEL72-9998

市民会館 全日開館

生涯学習課

公民館係(市民会館)

TEL72-2221

総合体育館
４月29日(月)

のみ休館

総合体育館

TEL72-1116

※給水管の漏水等は指定当番店に連絡ください

(広報まくらざき４月号23ページに掲載して

あります)。
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大型連休における市内在宅医について

日曜、祝日の在宅医についてお知らせします。

診療時間は午前９時から午後５時まで(市立病

院(小児)は午前10時から午後５時まで)となっ

ています。

※４月30日、５月１日、２日については、通常

の診療を行っている医療機関もありますので、

各医療機関にお問い合わせください。

問合せ 健康センター TEL72-7176

大型連休におけるごみ収集について

４月27日(土)から５月６日(月)までの大型連

休中は、月曜日から土曜日まで通常どおりごみ

の収集を行います。

ごみは、きちんと分別をして午前７時から８

時までの間に各地域の集積所に出してください。

内鍋清掃センターへの持ち込みも、通常どお

り月曜日から土曜日まで、午前８時30分から12

時と午後１時から午後４時まで受け付けます。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

Ｊアラート(全国瞬時警報システム)

の訓練について

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達訓練が下記のとおり

実施されます。全国瞬時警報システム(Ｊアラ

ート)から送られてくる緊急情報を、さまざま

な手段を用いて確実に皆さんへお伝えするため

に行うものです。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など

の緊急情報を、国から市町村へ人工衛星など

を通じて瞬時に伝えるシステムです。詳細に

ついてはその都度お知らせします。

■訓練日時

武力攻撃等

５月15日(水)、８月28日(水)、12月４日(水)、

２月19日(水)

※時間はいずれも午前11時

緊急地震速報 ６月18日(火)、11月５日(火)

※時間はいずれも午前10時

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

春の交通・地域安全運動を実施

５月11日(土)から20日(月)まで春の交通・地

域安全運動を実施します。

この運動は、交通・地域安全思想の普及・浸

透を図るため、関係機関及び団体等と一体とな

り、街頭キャンペーンの実施や広報啓発活動を

積極的に推進し、交通事故防止と犯罪被害防止

の徹底を図ることを目的として実施します。

交通安全運動の重点

①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運

転者の交通事故防止

②自転車の安全利用の推進

③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

④飲酒運転の根絶

地域安全運動の重点

①子供、女性の犯罪被害防止

②うそ電話詐欺の被害防止

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)
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第60回都道府県対抗なぎなた大会を

開催

第60回都道府県対抗なぎなた大会が開催され

ます。この大会は、2020年の第75回国民体育大

会(燃ゆる感動かごしま国体)なぎなた競技のリ

ハーサル大会として開催され、47都道府県から

選手・監督が参加し、演技競技と試合競技(団

体試合・５人)が行われます。今大会より男子

選手の参加も認められ、これまでと違った戦い

が展開されます。

枕崎市民の温かいおもてなしの心で、全国各

地から来る選手・監督等をお迎えしましょう。

皆さんの応援をよろしくお願いします。

期日 ５月25日(土)、26日(日)

場所 市立総合体育館

問合せ 保健体育課国体推進係

TEL72-0170

「血圧を測ろう祭り」を開催

市民の健康増進を目的として、本年度から血

圧に特化した健康づくり事業「高血圧ゼロの街

枕崎」プロジェクトに取り組みます。プロジェ

クトの一環として、次の日程で「血圧を測ろう

祭り」を開催します。市民の皆さんの参加をお

願いします。

日時 ５月18日(土) 午後１時～

場所 市民会館

参加費 無料

講演 「血圧測定から始まる自分のための健康

づくり」 鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧

内科学教授 大石充先生

その他 血圧大測定会、高血圧予防栄養相談、

お薬・サプリメント相談など

問合せ 健康センター TEL72-7176

長寿健康診査を実施

平成31年度の長寿健康診査を、市内各協力医

療機関において、次の日程で実施します。

対象者

・75歳以上(昭和19年5月31日以前生まれ)の方

・65歳～74歳の障害認定を受けている方

期間 ６月１日(土)～２月29日(土)

場所 市内の５医療機関

医療機関名 住所 電話番号

尾辻病院 住吉町60 72-5001

小原病院 折口町109 72-2226

国見内科医院 折口町53 72-0066

サザン・リージョン病院 緑町220 72-1351

枕崎市立病院 日之出町230 72-0303

※必ず事前に電話で予約をしてから受診してく

ださい。

※市立病院は土曜休診です。

料金 無料(ただし、健診の結果、治療をされ

る方は一部負担金が必要です)

検査項目 身長・体重・血圧・検尿・診察・血

液検査(HDLコレステロール・LDLコレステロー

ル・中性脂肪・肝機能・血糖又はHbA1c・クレ

アチニン)

※必要に応じて心電図・眼底検査・貧血検査を

実施します。

持参するもの 「長寿健診受診通知書」(対象

者の方に個人郵送します)

問合せ 健康センター TEL72-7176

国民年金基金の合併について

国民年金基金は加入者や受給者の皆さんの、

利便性の向上や事業運営基盤の安定等を図るた

め、全国47都道府県の地域型基金と22の職能型

基金が合併し、「全国国民年金基金」として平

成31年４月１日よりスタートすることになりま

した。

この合併により、今後、鹿児島県国民年金基

金は「全国国民年金基金鹿児島支部」と名称が

変わることになりますが、基金制度や事務所の

所在地、連絡先は変わることはありません。

事務所所在地・連絡先 〒892-0828 鹿児島市

金生町７番８号４階 TEL0120-65-4192

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)
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障害者相談員等について

市から委託され活動している障害者相談員は、

次の５名(身体障害担当４名・知的障害担当１

名)です。障害に関することや日常生活などに

ついて相談を受けます。

氏  名 住  所 電 話 種別

中釜寿代 中町173番地 72-9282 身体

篭原奈保美 妙見町505番地 72-9862 身体

藤井夕姫子 立神本町487番地 72-7157 身体

永留博美 別府西町50番地 ― 身体

平田衣津子 明和町300番地 72-7194 知的

また精神障害等の相談は、地域活動支援セン

ターうえるふぇあで、家族等からの相談は南薩

地区精神保健福祉推進の会南風会で、相談を受

付けています。

・地域活動支援センターうえるふぇあ

TEL72-9242

・南さつま市ゆめぴか交流館内南薩地区精神保

健福祉推進の会南風会 TEL53-6116

問合せ 福祉課障害福祉係

TEL72-1111(内線471)

身体障害者等の軽自動車税減免について

障害者手帳の交付を受けている方が所有する

軽自動車(18歳未満の身体障害者の方や知的障

害者または精神障害者と生計を同じくする方が

所有する場合を含む)は、普通自動車税の減免

を受けている場合を除き、軽自動車税減免の制

度があります。次に掲げる書類等を持参のうえ、

申請期間内に税務課課税係(14番窓口)で減免申

請の手続きをしてください。前年度に減免を受

けた方も、毎年手続きが必要です。

なお、障害の等級や状態、また、運転する方

などの条件によって、該当しない場合もありま

すので、詳しくはお問い合せください。

申請期間 ５月７日(火)～24日(金) 

申請場所 税務課課税係(14番窓口)

申請に必要なもの 軽自動車税納税通知書、運

転免許証、車検証、マイナンバーカード(通知

カードで可)、印鑑、身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

問合せ 税務課課税係

  TEL72-1111(内線154・155)

平成31年４月以降の(特別)児童扶養

手当額について

(特別)児童扶養手当額は、毎年の消費者物価

指数の変動に応じて手当額を改定するスライド

措置がとられており、平成30年全国消費者物価

指数の実績値は対前年比＋1.0％となりました

ことから、平成31年４月分からの手当額につい

ても1.0％の引き上げとなります。具体的な手

当額は、次のとおりです。

●児童扶養手当(月額)

区 分 平成30年度
平成31年

４月～

本体額

全部支給 42,500円 42,910円

一部支給
42,490円～

10,030円

42,900円～

10,120円

第２子

加算額

全部支給 10,040円 10,140円

一部支給
10,030円～

5,020円

10,130円～

5,070円

第３子

加算額

全部支給 6,020円 6,080円

一部支給
6,010円～

3,010円

6,070円～

3,040円

●特別児童扶養手当(月額)

平成30年度 平成31年度

１級 51,700円 52,200円

２級 34,430円 34,770円

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線137)

軽自動車の経年車重課について

地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から

国のグリーン化施策を進めるために、平成28年

度以降順次、最初の新規検査(新車の登録)から

13年を経過した軽四輪車等について「経年車重

課」が適用されています。

今年度は、平成18年３月以前に最初の新規検

査をされた車が対象となります(新規検査の年

月は車検証の初度検査年で確認できます)。

車種区分 重課税率

三輪 4,600円

四輪

乗用
自家用 12,900円

営業用 8,200円

貨物用
自家用 6,000円

営業用 4,500円

問合せ 税務課課税係

TEL72-1111(内線154･155)
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児童手当制度について

児童手当は、父母その他の保護者が子育てに

ついての第一義的責任を有するという基本的認

識のもとに、子どもを養育している者に手当を

支給することにより、家庭等における生活の安

定と、次代の社会を担う子どもの健やかな育ち

に資することを目的とし手当を支給する制度です。

受給資格者

中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の

３月31日まで)の児童を養育している方

支給額

・３歳未満＝一律15,000円

・３歳以上小学生修了前＝10,000円(第３子以

降は15,000円)

・中学生＝一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度

額以上の場合は、特例給付として月額一律

5,000円を支給します。

※「第３子以降」とは、高校卒業まで(18歳の

誕生日以後の最初の３月31日まで)の養育し

ている児童のうち、３番目以降をいいます。

認定請求

子どもが生まれたり、市外から転入した時は

「認定請求書」を提出すること(申請)が必要と

なります。申請が遅れると、原則、遅れた月分

の手当を受けられなくなりますので、ご注意く

ださい。

■児童手当現況届について

６月分以降の児童手当を受け取るには現況届

が必要です。現況届は、毎年６月１日の状況を

把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受け

る要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)

を満たしているかどうかを確認するためのもの

です。この届出がないと、６月分以降の手当が

受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類

・請求者が被用者(会社員など)の場合は、健康

保険被保険者証の写し

・今年の１月１日に本市に住民登録のなかった

方は、マイナンバー(通知書) 

・子どもの住所が市外にある方は、申立書と子

どもが属する世帯全員の住民票など、必要に

応じて提出する書類があります。

※申請書類等は郵送にて６月上旬にお届けいた

します。

問合せ 福祉課社会係 72-1111(内線136)

平成31年度土地価格等縦覧帳簿及び

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

固定資産税の納税者の方は、土地価格等縦覧

帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をすること

ができます。印鑑及び本人と確認できる書類を

ご持参ください。

場所 税務課固定資産税係(12番窓口)

期間 ５月31日(金)まで(ただし、土・日曜日

及び祝日を除きます)。

時間 午前８時30分～午後５時15分

手数料 無料

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156)

平成31年度固定資産課税台帳の閲覧

について

納税義務者等の方が自己の資産について、固

定資産台帳に登録された内容を確認することが

できます。印鑑及び本人と確認できる書類をご

持参ください。

場所 税務課固定資産税係(12番窓口)

期間 年間を通して閲覧は可能です(ただし、

土・日曜日及び祝日を除きます)。

時間 午前８時30分～午後５時15分

手数料 有料

※ただし、納税義務者は縦覧期間中の５月31日

(金)までは無料

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156)

私有地の管理は大丈夫ですか？

私有地に生えている樹木等は土地所有者が管

理しなければなりません。敷地内の樹木等が隣

地や道路に張り出していませんか。

毎年、手入れされずに放置されている土地の

苦情が多く寄せられています。土地の所有者は

定期的な除草や剪定、刈り取り後の草木の処分

など年間を通じて適正な管理をお願いします。

地域の皆さんがお互い気持ちよく過ごせるよ

うな環境づくりに努めましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)
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職業訓練指導員(48時間)講習を実施

この講習は、職業訓練指導員(職業訓練にお

いて訓練を担当する者)として必要な能力を付

与するため、厚生労働大臣の指定する講習実施

要領により実施するものです。

なお、講習終了後に県知事に申請することで

職業訓練指導員免許を受けることができます。

日時 ７月23日(火)、24日(水)、30日(火)、31

日(水)、８月８日(木)、９日(金)の６日間(午

前９時～午後５時)

場所 鹿児島市勤労者交流センター(予定) 鹿

児島市東中央町10番地 キャンセビル７階

受講資格(主なもの)

①技能検定(国家検定)の１級、単一等級合格者

②職業能力開発校修了者で４年から10年の実務

経験者

③学校教育法による免許職種に関する学科を修

めた者で、大学卒者は２年、短期大学・高等

専門学校卒者は４年、高等学校卒者は７年の

実務経験のある者

申込期間 ５月20日(月)～31日(金)必着

定員 30名(定員になり次第締め切ります) 。

受講料 15,600円(テキスト代込み)

問合せ・申込み 県職業能力開発協会

〒892-0836 鹿児島市錦江町９番地14

TEL099-226-3240 担当：中山

ウミガメの保護に努めましょう

県では、ウミガメを守るために「鹿児島県ウ

ミガメ保護条例」を制定しています。県内全域

の海岸で許可なくウミガメを捕獲したり、卵を

採取したりすることは禁止されています。

本市では２名の方にウミガメ保護監視員を委

嘱し、保護活動にあたっています。

ウミガメは非常に警戒心が強いので、次のこ

とに注意していただき、ウミガメの保護にご協

力をお願いします。

・上陸中のウミガメに近づくことや、光をあて

たりすることはやめましょう。

・砂浜ではむやみに歩き回らないようにしましょう。

・海岸でライトやマッチをむやみにつけたりせ

ず、タバコもひかえましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325)

ウミガメが上陸する海岸の清掃活動

を実施します

東白沢から板敷にかけての海岸線は、小さな

入り江に砂浜が点在し、そこにウミガメが上陸

し産卵します。

そこで、本格的なウミガメの上陸シーズンを

前に、今年も白沢地区の方々を中心に、ボラン

ティアを募って海岸清掃を実施します。

開聞岳の美しい風景を見ながら、気持ちの良

い汗をかきませんか。簡単なごみ拾いが中心の

作業で、短時間で終了する予定ですので、ぜひ

ご参加ください。

※荒天(波が高い場合等)時は中止します。

日時 ５月18日(土) 午前８時30分(集合)～10

時頃

集合場所 東白沢の長浜海岸(長沢川河口から

西側の高い煙突が目印)

作業場所

・東白沢地区＝長浜海岸、中の瀬

・西白沢地区＝十瀬海岸、馬殺海岸

※当日の参加人数次第で、分かれて作業します。

作業内容

・ごみ拾い

・流木(竹ガラなど)集めとサンゴ等の石ころ除去

・砂浜の雑草除去

準備等

・軍手は各自準備してください。

・ごみ袋は市で準備します。

・熊手、ぶり篭、テミ、鍬などをお持ちの方は

持参してください。

・短時間で終了する予定ですが、飲み物は各自

準備してください。

ウミガメについて

ウミガメは、とても警戒心が強い生き物です。

夜、海岸で騒いだり、ライトで照らされると、

上陸や産卵ができません。やさしく、そっと見

守りましょう。

※ウミガメが上陸、産卵しやすい環境を維持す

るため、ごみは持ち帰るなど環境美化に努め

ましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係

    TEL72-1111(内線325・327)
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５月１日から31日は水防月間

梅雨を控え、水害から大切な生命や財産を守るための月間です。日頃の十分な備えと、一人ひと

りの水防に対する心構えが、被害を最小限にくい止めます。水防活動へのご協力をお願いします。

市内の１時間雨量、主要河川の水位の状況等を電話で知ることができます。また、県河川砂防情

報システムで、県内各地の降水量、土砂災害危険指標などの情報を確認することができます。

南薩地域振興局管内河川情報テレホンサービス TEL099-214-7070

■県河川砂防情報システムのアドレス

パソコン版 http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/

携帯電話版 http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/mobile/

スマートフォン版 http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/smart/

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

水道管の漏水調査にご協力をお願いします

水道課では、大切な水を安定的に供給し、道路陥没等の２次災害を防止することを目的に、市内

の水道管の漏水調査を実施します。この調査は、水道課が委託した業者(身分証明書を携帯し腕章

を付けた調査員)が作業を行います。

調査区域 上水道(市営)の給水区域全域 ／調査期間 ５月初旬～７月下旬

調査時間 主に道路は午後10時から翌日午前３時、ご家庭や事業所のメーター付近は昼間

調査方法 ご家庭や事業所の水道メーター付近、道路に埋設されている水道管・バルブ及び仕切弁の

音聴調査

受注業者名 ㈲サンロック ※調査業者が、ご家庭の水道工事などの勧誘をすることはありません。

問合せ 水道課施設係 TEL72-0224

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて

市が作成する文書等の日付及び年度の表示については、従来から原則として元号(和暦)を使用し

ています。平成31年４月１日に元号を改める政令が公布され、５月１日から元号が「令和」に改め

られますが、これに伴い、市が作成する文書等の年表示については、次のとおり取り扱いますの

で、お知らせします。

元号による年表示について

①本年４月30日までに市が作成する文書等については、改元日(５月１日)以降の日付等についても

原則「平成」と表示します。

(例)平成31年10月１日、平成32年度

②改元日以降に市が作成する文書等については、原則「令和」と表示します。

(例)令和元年10月１日、令和２年度

※市税の納税通知書や税に関する証明書などの年表示については、事務処理の関係上、「平成」と

表示するものがあります。

「平成」が表示された文書等の効力について

「平成」が表示された市からの文書等については、改元後も法律上の効果は変わることはありま

せんので、改元日以降も有効なものとして取り扱います。

(例)国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者証、限度額認定証や市税の納税通知

書、税に関する証明書など

問合せ 総務課行政係 TEL72-1111(内線213)
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犬の登録及び狂犬病予防注射を実施

平成31年度の犬の登録及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)並びに第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。

  狂犬病は、犬や人に感染し発病すると必ず死に至る恐ろしい病気で、海外では毎年４万人以上が

亡くなっています。自分の飼い犬から狂犬病が発生しないように必ず予防注射を受けてください。

日程・会場

月日・曜日 場   所 時   間 月日・曜日 場   所 時   間

５月９日(木)

金 山 公 民 館 9:00～ 9:20

５月13日(月)

板 敷 公 民 館 9:00～ 9:30

道 野 公 民 館 9:35～10:00 東白沢公民館 9:45～10:20

山 下 公 民 館 10:15～10:45 俵積田公民館 10:35～11:05

木 場 公 民 館 11:00～11:50 中 原 公 民 館 11:20～11:40 

小 園 公 民 館 13:30～14:00 下 山 公 民 館 13:30～14:10

宝寿庵公民館 14:15～15:00 新 町 公 民 館 14:30～15:10

岩 崎 公 民 館 15:15～16:00 市 役 所 15:30～16:30

５月10日(金)

塩 屋 公 民 館 9:00～10:15

５月14日(火)

児童館(旭町) 9:00～ 9:45

田 畑 公 民 館 10:30～11:40 東本町公民館 10:00～10:35

大 塚 公 民 館 13:30～14:45 木 原 公 民 館 10:50～11:40

大 堀 公 民 館 15:00～15:50 上 釜 会 館 13:30～14:15

市 役 所 14:30～16:00

・料金は注射(2,850円)及び済票交付料(550円)合計で3,400円です｡

※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｡

・今まで飼っていた犬が死亡した場合は、必ず犬の死亡届(印鑑必要)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(印鑑必要)が必要になります。死亡届・変更届の用紙は

当日も準備してあります。

・枕崎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をしてくださ

い。

・その他、犬の登録や死亡・飼い主の変更等に関することは、下記までお問合せください。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL 72-1111(内線327)
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市制施行70周年記念事業について

昭和24(1949)年９月１日に鹿児島県下では４番目、戦後初の市としてスタートした枕崎市は、今

年、市制施行70周年を迎えます。

これまでの本市の歩みを振り返るとともに、記念事業をとおして市民の皆さんと70周年を祝い、

新たなスタートとしたいと思います。

平成31(2019)年４月から平成32(2020)年３月までの１年間を記念の年とし、さまざまな事業を実

施します。

そこで、平成31年度中に実施予定の主な事業についてお知らせします。

なお、各事業の詳細につきましては、「広報まくらざき」、「お知らせ版」、「市ホームペー

ジ」等で、その都度お知らせします。

■市制施行70周年記念式典

期日 ９月１日(日)

会場 市民会館大ホール

■記念事業

事 業 名 開 催 日 会 場

スクールコンサート(※児童・生徒のみ参加) ７月12日(金) 市民会館

第２回枕崎国際芸術賞展 ７月21日(日)～９月16日(月) 南溟館

郷土芸能大会 11月24日(日) 市民会館

ＮＨＫ公開番組収録「民謡魂 ふるさとの唄」 12月15日(日) 市民会館

その他の事業

・稚内市青少年交流派遣事業(８月２日～５日、中・高校生対象)

・デザインマンホール設置事業(５～６月デザイン公募)

・アートストリート「青空美術館」記念事業(９月８日除幕式)

・市制施行70周年記念市勢要覧作成事業

■冠事業

既存の下記事業を、枕崎市制施行70周年記念事業として、工夫を凝らし、内容の充実を図り実施

します。

事 業 名 開 催 日 会 場

第12回枕崎ぶえん鰹スタンプラリー ６月２日(日)まで 市内一円

さつま黒潮きばらん海枕崎港まつり ８月３日(土)、４日(日) 枕崎港一帯

市民健康教室 未定 市民会館

市民運動会 10月20日(日) 総合グラウンド

市民芸能祭(文化祭) 11月３日(日) 市民会館

消防フェスタ(交通・防犯・防災フェスタ) 11月９日(土) 総合体育館

駅伝競走大会 11月10日(日) 総合グラウンド

消防出初式 １月５日(日) 総合グラウンド

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

親子スケッチ＆写真教室作品展

内容 ４月21日(日)に実施する「親子スケッチ

＆写真教室」の作品を展示します。

会期 ４月23日(火)～29日(月)

会場 南溟館研修室

観覧料 無料

枕崎せんじ会小品展

会期 ４月23日(火)～５月６日(月)

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

枕崎国際芸術賞展関係

第２回「枕崎国際芸術賞展」がいよいよ７月

21日(日)から開催されます。

その準備のため、５月７日(火)から７月20日

(土)までの期間は、南溟館を臨時休館とさせて

いただきます(ただし、公開審査日は除きます)。

これまでの取組み

第２回「枕崎国際芸術賞展」の作品公募は、

１回展を超える945点もの応募があり、４月２

日、３日に東京藝術大学にて１次審査が行われ

ました。

審査の結果、公募数945点から333点が厳選さ

れました。

２次審査は公開審査

２次審査は６月３日(月)、４日(火)に実施さ

れます。

審査の様子を肌で感じてもらえるように公開

審査となっています。

また、審査の様子は無料で観覧できますので、

ぜひご来場ください。

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

５月の行事(午前10時から)

８日(水) 母の日のプレゼント作り(要予約)

10日(金) いも植え

13日(月) 骨盤体操(要予約５組まで)

14日(火) 食育講座(要予約)

15日(水) ベビーマッサージ(要予約)

18日(土) 園行事に参加(小運動会)

20日(月) ママのための有酸素運動

22日(水) 誕生会

24日(金) 読み聞かせ「Smile Mama Book」

28日(火) 園庭遊び後試食会(要予約20組まで)

30日(木) 音楽遊び

  

※10日(金)、28日(火)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

申込みください。

※活動の内容は変更する場合がありますので、

予めご了承ください。
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■謎かけの答え＝まんよう(万葉、まだよう)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

７日(火) 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

11日(土)

◎

フラワーアレンジ

メント教室

枕崎地区公民館 13:30～15:00

【対象】小・中学生、一般

枕崎地区公民館

72-9289

ニュースポーツを

楽しもう

立神小学校体育館 13:30～15:00

【対象】小・中学生

立神地区公民館

72-1693

料理教室
桜山地区公民館 13:30～15:00

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

12 日(日)
母の日プレゼント

作り

片平山児童センター 10:00～12:00

【対象】小学生※要予約(５/７まで)

片平山児童セン

ター 73-1333

13日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

14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

16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

17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

18日(土) 親子おやつ作り
別府地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

19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】19～39歳の方

健康センター

72-7176

20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

21日(火)

◎

食生活改善推進員に

よるクッキング教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

22日(水)

幼児親子体験

こむぎこ紙粘土で

遊ぼう～ちょこっ

とミニランチ

児童館 10:00～14:00

【対象】幼児親子

材料費実費※要予約(５/15まで)

児童館72-1362

24日(金)

◎

食生活改善推進員に

よるクッキング教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

25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)

26日(日) ホタルの研究
田布川ビオトープ 17:00～19:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

30日(木)
◎

男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

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５月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


