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募集(公共下水道マンホールデザイン／第64回枕崎市少年野球大会出場チーム／市営住宅及び

特定公共賃貸住宅の入居者／大漁みこし参加団体／県立宮之城高等技術専門校入校生／第14

回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト／県立姶良高等技術専門校入校生)

募集(交通遺児育英会奨学生／第33回「健康増進月間」作文・標語／ハンセン病療養所訪問希

望親子／税務職員採用試験受験者)、相談(こころの健康相談会を開催／年金相談所を開設)、

お知らせ(市民会館耐震補強工事について)

お知らせ(７月25日～31日は県男女共同参画週間／「社会を明るくする運動」強調月間／新し

い保険証を７月下旬に郵送します／プールオープン情報／ふるさと美化活動を実施／甲種防

火管理新規講習を実施／ごみの出し方、分別について／事業所から出るごみの出し方について) 

お知らせ(農業用水路と農地の管理を適切に行いましょう／狩猟免許試験が実施されます／農

薬飛散による危害防止対策について／鳥獣被害防止施設整備の補助について／結婚披露宴の

お土産にかつお節パックはいかが？／10月１日から消費税の軽減税率制度が実施されます／

「九州版炭素マイレージ制度」事業を実施／道路改良工事に伴う通行止めについて) 

お知らせ(歯周病検診を実施／公園利用者の皆さんへ／ハチの巣の駆除について／セット健診

(複合健診)について)

お知らせ(第25回参議院議員通常選挙、市役所敷地内での禁煙のお知らせについて)、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２期7 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

休日市税納付・相談窓口開設日

７月 21 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15分

４・５
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14

12・13
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募   集

公共下水道マンホールデザイン

市では、市制施行70周年と公共下水道事業

認可区域全域の整備完了を記念して、下水道

デザインマンホールを設置します。

つきましては、広くマンホールのデザイン

を募集しますので、本市や下水道のイメージ

アップにつながるデザインをぜひご応募くだ

さい。

最優秀作品には賞金、副賞を贈呈します。

応募要項など詳しくは、市ホームページを

ご覧いただくか、市水道課へお問い合わせく

ださい。

募集期間 ７月12日(金)まで

問合せ・申込み 水道課下水管理係

TEL72-1111(内線412)

第64回枕崎市少年野球大会出場チーム

出場希望チームは、申込書(教育委員会及び

市民会館備付け)に参加料2,000円を添えて、教

育委員会生涯学習課または市民会館へ提出して

ください。

日程 ７月27日(土)、28日(日)

※予備日は、7月29日(月)、30日(火)

場所 市営野球場及び市営グラウンド(全面)

チーム編成 チーム編成は原則として次のとお

りとするが、下の学年で上の学年を補充するこ

とは可とする。

・６年生＝４名、５年生＝３名、４年生＝２名

・児童数が少なくてチーム編成のできない公民

館同士の合併参加は、各校区内の近隣の公民

館でチームを編成する。

※子ども会所属が基準。校区公連会長に相談の

上、市公連会長の承認を得るものとする。

・同一公民館からの参加は、２チームまでとする。

申込期限 ７月３日(水) 午後５時まで

■監督会議及び抽選会

日時 ７月19日(金) 午後６時30分～

場所 市民会館第１会議室

※各チーム監督及び主将は必ず出席すること。

主催 枕崎市自治公民館連絡協議会

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

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。

■市営住宅

募集期間 ７月８日(月)まで

募集戸数 ４戸

①亀沢団地314号(明和町62番地)

②亀沢団地512号(明和町75番地)

③俵積田団地202号(別府西町399番地)

構造(間取り)

・①、②＝中層耐火造３階建(３ＤＫ)

・③＝耐火造２階建(３ＬＤＫ)

建設年度 ①＝平成４年、②＝平成６年、③＝

平成25年

家賃 ①＝19,200円～、②＝24,900円～、③＝

22,600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

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅

募集戸数 １戸(随時募集)

グリーンライフ金山２号(田布川町471番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成９年

家賃(敷金) 33,000円(家賃３カ月分)

入居資格

・自ら居住するために住宅を必要としていること

・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円以上487,000円以下であること

・市税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

問合せ・申込み 建設課建築係

TEL72-1111(内線336)
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さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり

大漁みこし参加団体

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの

「大漁みこし」が、次の日程で開催されます。

参加希望の団体は、水産商工課に備え付けの

申込用紙で申し込んでください。多数の参加を

お待ちしています。

日時 ８月４日(日) 午後２時～４時(予定)

応募締切 ７月12日(金)

問合せ・申込み 水産商工課観光交流係

       TEL72-1111(内線462)

県立宮之城高等技術専門校入校生

■令和元年度オープンキャンパス

中学生、高校生、一般を対象に木工・建築大

工の体験入校生を募集します。

中学生、高校生は、学校を通じて、事前に県

立宮之城高等技術専門校に確認の上、ＦＡＸま

たは郵送で申し込んでください。

なお、制作した作品は、お持ち帰りできます。

日時 ７月30日(火) 午前９時～12時30分

申込期限 ７月24日(水)

対象者 中学生、高校生、一般(概ね30歳まで

の方)

募集人員 先着30人

参加費 無料(１日傷害保険の加入を予定)

■令和２年度入校生推薦選考【室内造形科・建

築工学科】（高校卒業見込者）

木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし

た入校者を募集します。

詳しくは県立宮之城高等技術専門校募集案内

及びホームページをご覧ください。

受付期間 ９月２日(月)～27日(金)

応募資格 高等学校を令和２年３月に卒業見込

みの者

選考日 10月４日(金)

選考場所 宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(適性)及び面接

合格発表 10月15日(火)

問合せ・申込み

県立宮之城高等技術専門校

〒895-1804 薩摩郡さつま町船木881番地

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993

第14回「みどり香るまちづくり」企

画コンテスト

かおりの樹木・草花等を用いた、街区・近郊

地区等の「みどり香るまちづくり」を演出する

企画を募集します。環境大臣賞には50万円相当

の苗木等を副賞として提供します。また、本年

度は「特別賞」を創設し、上記に加えて東京20

20に向けた香り植物を用いたさまざまなまちづ

くりのアイデアを含めた企画を選定します。詳

しくは、環境省ホームページの第14回「みどり

香るまちづくり」企画コンテスト(http://www.

env.go.jp/press/106789.html)をご覧ください。

応募要件

①かおりの樹木・草花等(原則として総計30本

以上)を使用する企画であること。

②今後実施を想定しており、植栽場所を確保し

ている企画であること(既に実施している事

業については、植え替えや拡大などを想定し

ている事業であること)。

※特別賞については、①のみの要件で選定の対

象となります。

募集期間 ９月13日(金)まで

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

県立姶良高等技術専門校入校生

県立姶良高等技術専門校では、令和元年度の

一般入学生を次のとおり募集します。ただし、

定員になり次第募集を停止しますので、事前に

姶良高等技術専門校にお問い合わせください。

募集科名 メカトロニクス科、情報処理科(訓

練期間２年)

募集人員 各科20名程度

応募資格 令和２年３月に卒業見込みの方

・推薦選考＝高等学校を令和２年３月に卒業見

込みの方でかつ学校の推薦を受けた方

・一般選考＝高等学校を卒業した方、令和２年

３月に卒業見込みの方またはこれらと同等以

上の学力を有すると認められる方

出願受付期間

・推薦選考＝９月２日(月)～27日(金)

・一般選考＝９月２日(月)～２月28日(金)

問合せ

県立姶良高等技術専門校(担当：溝、階元)

TEL0995-65-2247
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交通遺児育英会奨学生

保護者が交通事故で死亡または重い後遺障害

となった家庭の高校生以上の生徒・学生(申込

時25歳までの人)を対象としています。

「海外語学研修」、「奨学生の集い」等の高

校生向けや「学生寮」、「家賃補助」等の大学

生、専門学校生向けの制度があります。入学前

に予約申請する制度もあります。募集案内や願

書はダウンロードできます (https://www.kots

uiji.com) 。

奨学金の貸付金額 月額２～10万円(無利息)

入学一時金貸与金額

20～80万円(一年次１回限り)

返還期間 最長20年

募集期限

・１次募集期限 ８月31日(土)

・２次募集期限 １月31日(金)

問合せ

公益財団法人交通遺児育英会

TEL03-3556-0773(直通)、0120-521-286(フリー

ダイヤル)

第33回「健康増進月間」作文・標語

県国民健康保険団体連合会では、10月を「健

康増進月間」と定め、健康の保持増進を目的に

「体験に基づいた健康に関すること」をテーマ

とした作文・標語・川柳の作品を県内の小学

生・中学生・高校生及び一般から募集し、健康

に対する意識の向上を図ることとしています。

詳細については、鹿児島県国民健康保険団体連

合会ホームページ(https://www.kokuhoren-kag

oshima.or.jp)の募集要領をご覧ください。

応募資格 応募内容 締め切り

県 内 の 小 学

生・中学生・

高校生

作文、標語
８月６日(火)

必着

県内の一般の方 川柳
７月17日(水)

必着

問合せ・申込み

県国民健康保険団体連合会 保険者支援課 保

険者支援係

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町６-６鴨池南国

ビル５階

TEL099-206-1034

ハンセン病療養所訪問希望親子

療養所訪問を希望する親子を募集します。入

所されている方との交流をとおして、長い間の

誤った隔離政策による人権侵害の体験談から、

偏見・差別のない社会の大切さや生き方を学ぶ

貴重な機会です。

日程・対象及び募集期間

場所

星塚敬愛園

(鹿屋市星塚町

4204番地)

奄美和光園

(奄美市名瀬和光

町1700番地)

期日 ７月31日(水) ８月８日(木)

対象

小・中学生、高校

生とその保護者等

(先着130名)

小・中学生、高

校生とその保護

者等(先着30名)

日程

・

概要

８:15 県庁集合

10:25 現地着

10:30～14:50

敬愛園内で見学・

交流

納骨堂にて献花・

焼香

15:15 現地発

17:15 県庁解散

12:45 大島支庁

集合

13:10 現地着

13:30～15:50

和光園内で見学・

交流

納骨堂にて献花・

焼香

16:00 現地発

16:10 大島支庁

解散

※現地集合、現地解散も可能です。入所者との

交流は、会議室等でグループ形式での交流に

なる場合もありますのでご了承ください。星

塚敬愛園の参加者は、昼食を各自でご準備く

ださい。

募集期限 ７月12日(金)

参加料 無料

申込方法

ハガキ、電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれか

に、訪問施設名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、

性別、職業(または学年)、電話番号(携帯電話

等)、今までの参加経験の有無を記入または連

絡して申し込んでください。

※決定は後日、文書で通知します。

問合せ・申込み

県健康増進課ハンセン病問題担当(担当：宮ノ

下、前田)

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

TEL099-286-2720 FAX099-286-5556

Ｅメール kansensy@pref.kagoshima.lg.jp



             ５

お 知 ら せ

相   談

税務職員採用試験受験者

人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職

員採用試験の受験者を募集します。

税務職員採用試験に合格し採用されると、全

員が税務大学校に入校し、１年間、税務職員と

して必要な専門知識を修得するための研修を受

けることになります。その後、税務署に配属さ

れ、国税の仕事に従事することになります。

受験資格

・平成31年４月１日において高等学校または中

等教育学校を卒業した日の翌日から起算して

３年を経過していない者及び令和２年３月ま

でに高等学校または中等教育学校を卒業する

見込みの者

・人事院が前事項に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度 高校卒業程度

試験期日 ９月１日(日)

申込方法 人事院ホームページ申込専用アドレス

(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html)ま

たは「採用情報ＮＡＶＩ」をご利用ください。

受付期間 ６月26日(水)まで

※期間内に受信したものが有効となります。

問合せ

・人事院九州事務局 TEL092-431-7733

・熊本国税局人事第二課試験研修係

TEL096-354-6171(内線6046)

・知覧税務署 TEL83-2411(自動音声案内)

こころの健康相談会を開催

こころの不調や認知症、引きこもりなどでお

困りのご家族・ご本人を対象に、専門医による

無料相談会を開催します(事前予約制)。開催日

時、場所は相談者、相談医と調整の上、決定し

ます。

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、加世田保健所へ直接お電話ください。

問合せ・申込み

加世田保健所(担当：坂田、上室)

TEL53-8001(直通) 

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 ７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

・７月４日(木) 南さつま市役所会議室２-４、

２-５、２-６

・７月25日(木) 指宿市役所第１会議室

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)

市民会館耐震補強工事について

市民会館の耐震補強工事が始まりました。工

事期間中、市民会館のご利用の際は工事車両に

充分ご注意ください。

市民の皆さんには、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 ９月20日まで(予定)

問合せ 生涯学習課公民館係 TEL72-2221



６

７月25日～31日は県男女共同参画週間

県では７月25日から31日を「鹿児島県男女共

同参画週間」と定め、集中的な啓発活動を行っ

ています。今年度は「21世紀社会の新たな価値

の創造 男女共同参画社会基本法制定から20年、

そのリアルとビジョン」をテーマに、基調講話

やワークショップ、展示が行われます。

性別にかかわりなく一人ひとりの生き方や働

き方の多様な選択が尊重される「男女共同参画

社会」について考えてみませんか。詳しい内容

は県男女共同参画センターのホームページをご

覧ください。

■基調講話 男女共同参画社会基本法20年を迎

えて

日時 ７月27日(土) 午後１時30分～４時30分

場所 かごしま県民交流センター西棟２階中ホ

ール

講師 名取はにわ氏(学校法人日本社会事業大

学理事長)

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)

「社会を明るくする運動」強調月間

７月は「社会を明るくする運動」強調月間で

す。この運動は、すべての国民が犯罪や非行の

防止と、罪を犯した人たちの更生について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせて

犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こ

うとする全国的な運動です。

犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、

また、罪を償い、改善更生を果たす場もまた地

域社会にほかなりません。

犯罪や非行のない安全・安心な社会を築くに

は、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちの

意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、見守り、

支えていくことが必要です。

行動目標

・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築

くための取組を進めよう

・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ

新しい保険証を７月下旬に郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は７月31日ま

でとなっていますので、７月下旬に新しい保険

証を各世帯に郵送します。

昨年度から国民健康保険加入者で70歳から74

歳までの方の「高齢受給者証」はなくなり、保

険証と一体化されています。

なお、保険税(料)の全部または一部が未納と

なっている方については、保険証を郵送できな

い場合があります。

また、高額な入院・外来診療を受けるときに

医療機関へ提示する「限度額適用・標準負担額

認定証」を現在お持ちの方は、有効期限が７月

31日までとなっています。８月１日以降の「限

度額適用・標準負担額認定証」が必要な方は、

８月以降に健康課保険医療係で手続きをし、交

付を受けてください(手続きの際は、印鑑・保

険証をお持ちください)。

ただし、後期高齢者医療保険加入者(主に75

歳以上の方)で、現在「限度額適用・標準負担

額認定証」をお持ちの方は、８月１日以降の

「限度額適用・標準負担額認定証」を保険証と

あわせて郵送しますので、手続きの必要はあり

ません。

問合せ 健康課保険医療係

TEL72-1111(内線147・148)

プールオープン情報

期間 ７月19日(金)～９月１日(日)

■市営プール

時間 午前10時30分～正午／午後１時15分～３

時30分／午後４時～６時15分

問合せ

・保健体育課保健体育係 TEL72-0170

・市総合体育館 TEL72-1116

■火之神公園プール

時間 午前10時～正午／午後１時～７時

問合せ 水産商工課観光交流係

TEL72-1111(内線462)

■台場公園海水プール

時間 午前10時～正午／午後１時～６時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)
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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

民館をはじめ各団体の協力のもと、「ふるさと

美化活動」が実施されます。ぜひ、自分のお住

まいの地域での活動に参加してください。市民

の皆さんのご協力をお願いします。

なお、各公民館の都合により別の日に行うと

ころもありますので、それぞれの地域で確認し

てください。

実施日 ７月７日(日) ※予備日14日(日)

作業上の注意点

・この日は、一般家庭ごみ及び事業所ごみの内

鍋清掃センターへの持込みは出来ません。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。

・ごみの搬入時間は、午前８時～正午です。

※予備日に実施の時も同様です。

・作業中は皆さんで声を掛け合って、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)

甲種防火管理新規講習を実施

市消防本部では甲種防火管理新規講習を実施

します。受講希望者は消防本部までお申し込み

ください。

日時 ８月22日(木)、23日(金)の２日間 午前

９時～午後５時

会場 消防本部会議室

受付期間 ７月１日(月)～22日(月) 午前９時

～午後５時

定員 50人(定員に達した時点で締め切ります)

問合せ・申込み 消防本部警防課予防係

TEL72-0049

ごみの出し方、分別について

ごみの出し方や分別にはルールがあります。

ごみは、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」、

「資源ごみ」に分けて出すことになっています。

各集積所では、おおむねきれいに分別されて出

されていますが、一部に分別されていないごみ

や、指定袋に入れずに捨てられているごみが見

受けられます。

また、資源ごみの中に、汚れたごみが混ざっ

ていたり、ペットボトルのラベルやふたをつけ

たまま出していると資源として商品にならない

ばかりか、取り除くために大変な労力がかかり

ます。

ごみは、出す前にもう一度、分別されている

か確認し、自分の公民館の集積所へ決められた

曜日、時間に捨ててください。

これからも、地域の方たちと声をかけあって、

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・327)

・内鍋清掃センター TEL72-6816

事業所から出るごみの出し方について

ごみには家庭から生じる「家庭ごみ」と事業

活動(事業所、飲食店、商店等)によって生じる

「事業系ごみ」があります。

市が収集しているごみは、家庭から生じる家

庭ごみだけですが、一部特定の集積所で事業系

と思われるごみが見受けられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条第

１項に「事業者は、その事業活動に伴って生じ

た廃棄物を自らの責任において適正に処理しな

ければならない」と定められています。

事業所ごみは、直接、内鍋清掃センターへ持

ち込むか、市の許可を受けた一般廃棄物収集運

搬業者に依頼して処理してください。

詳しくは、市ホームページの「くらしの情報」

→「ごみ・リサイクル」→「事業所のごみ」を

ご覧ください。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)
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農業用水路と農地の管理を適切に行

いましょう

大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料袋、

農業用廃ビニール、土手の刈り草等が詰まり、

災害を引き起こす原因となります。これらのも

のは適正に処分してください。

また、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除

去すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は極力草払い機等で刈り払い、刈り払っ

た雑草は、水路詰まりの原因となりますので、

必ず除去してください。

近年の災害復旧事業では、原因の一つが維持

管理不足の場合、国からの補助が受けられない

傾向にあります。農地の排水管理は確実に行い、

表土の流出や土手の崩壊等を防止しましょう。

農道・農業用水路は、地元の皆さんの管理に

なっています。災害が起きないように適切に管

理しましょう。

問合せ

・農政課耕地林務係 TEL72-1111(内線314)

・建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

狩猟免許試験が実施されます

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律に基づき、狩猟免許試験が下記のとお

り実施されます。狩猟免許を取得して農作物被

害防止に努めましょう。

試験会場 試験日時 申請期間

南薩地域振興

局指宿庁舎

７月28日(日)

午前９時～

７月12日(金)

まで

南薩地域振興

局本庁舎

８月25日(日)

午前９時～

７月16日(火)～

８月９日(金)

県庁講堂
１月26日(日)

午前９時～

12月９日(月)～

１月10日(金)

申請受付時間 午前８時30分～午後５時15分

問合せ・申込み 南薩地域振興局農林水産部林

務水産課林務係 TEL52-1335

■狩猟免許試験前の事前講習会費用補助について

狩猟免許試験前には事前講習会があり、１万

円の講習会費が必要です。講習会費に対し、国

と市がそれぞれ２分の１ずつ補助をするため、

実質負担は０円となります。

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)

農薬飛散による危害防止対策について

農薬の散布回数が増えるこの時期は、農薬飛

散による危害防止に一層努めましょう。

農薬の飛散防止対策

①最も基本的な対策として、風の弱い時に風向

きに注意して散布しましょう。

②散布はできるだけ対象作物だけにかかるよう

に注意して行わなければなりません。特に高

さのある作物に対する散布は、水平方向や斜

め上方向に向けた散布になるため、作物をと

びこえたり、隙間から散布液が突き抜けるの

をできるだけ少なくするよう注意しましょ

う。高い作物への散布は、外側から内側に向

かって散布するよう心掛けましょう。

③適切なノズルを用い、適正な圧力で散布しま

しょう。

本市の茶業における取り組み

安心・安全な農産物生産のための新たな取り

組みとして、農薬の飛散を防止するため、風

量、風向きが一目でわかる「ドリフト(農薬の

飛散)防止旗(桃色)」を収穫10日前の茶園に設

置します。このことにより、農薬が飛散しない

よう、生産者同士でコミュニケーションをと

り、お互いが注意し合える取り組みを実施して

います。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線332・333)

鳥獣被害防止施設整備の補助について

有害鳥獣の農作物への被害については、年々

増加の傾向にあり、対策が急がれています。

県および市では、侵入防止施設整備への補助

を行っています。設置を検討される方は農政課

農政係までお問い合せください。

対象 侵入防止柵の整備(電気柵、ネット柵、

金網柵等)

■県の補助対象

補助率 １／２以内(侵入防止柵の自力施工を

行う場合は、資材費の定額補助)

要件 一地区当たり３戸以上での申請が対象

■市の補助対象

補助率 １／３以内(上限３万円まで)

要件 10ａ以上の販売目的作物の農地であること

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)
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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。希望される方は、さつま

鰹節協会までお申込みください。

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の住民で結婚後も

同市内に居住する方

・枕崎市内の結婚式場で披露宴を開催される方

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・申込先

さつま鰹節協会(水産商工課商工振興係内)

〒898-0001 松之尾町64番地

TEL72-1111(内線421) FAX73-1747

10月１日から消費税の軽減税率制度

が実施されます

本年10月１日から消費税及び地方消費税の税

率が８％から10％に引き上げられ、同時に消費

税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率の

対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒類・

外食等を除いたもの)、②週２回以上発行され

る新聞(定期購読契約に基づくもの)の２つです。

軽減税率制度の実施に伴い、事業者の方は、

帳簿や請求書等を税率ごとに区分して作成する

必要があるほか、レジやシステムの導入・改

修・入替えが必要になる場合もありますので、

早めのご準備をお願いします。

軽減税率制度に関する詳しい情報は、国税庁

ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト

「消費税の軽減税率制度」をご覧ください。

問合せ

・軽減コールセンター TEL0120-205-553

・知覧税務署 TEL83-2411(自動音声案内に従

い「２」を選択)

「九州版炭素マイレージ制度」事業

を実施

県では、九州各県と共同で家庭や地域でのＣ

Ｏ₂排出削減を推進するため、電気の使用量の

削減などに寄与する活動等に対して、ポイント

を付与し商品やサービスと交換する「九州版炭

素マイレージ制度(愛称：九州エコライフポイ

ント)」事業を実施しています。詳細につきま

しては、「九州エコライフポイント」ホームペ

ージ(http://q-ecolife.com/)をご覧下さい。

募集期間 ７月19日(金)まで

取組期間 ７月～９月

特典

募集期間内に申し込みをし、３カ月分(７～

９月)の電気検針票を提出した方全員に、スー

パーやコンビニなどで使える500円のポイント

券を進呈します。

申込方法

「九州エコライフポイント」ホームページ内

の申込フォームから申し込んでいただくか、市

民生活課環境整備係に参加申込書を用意してい

ますのでご利用ください。

問合せ 市民生活課環境整備係

   TEL72-1111(内線325・327)

道路改良工事に伴う通行止めについて

中央交差点南側の街路３・６・15号線(台場

通線)道路改良工事に伴い、港町にある市道の

一部が車両通行止めになります。市民の皆さん

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。

通行止期間 ９月まで(予定)

規制時間 午前８時30分～午後５時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)
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歯周病検診を実施

受診券を使って歯周病検診を無料で受けるこ

とができます。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)をとかす病気で

す。この機会を利用し、ぜひ受診してください。

対象の方へは、個人通知しておりますが対象

の方で届いていない方は健康センターへお問い

合わせください。

実施期間 ７月１日(月)～３月19日(木)

対象者 平成31年４月２日～令和２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

申し込みのうえ受診してください。

協力歯科医院 有山歯科医院、今給黎歯科医院、

かわばた歯科医院、サザン・リージョン病院歯

科、さめしま歯科、ヒロシマ・デンタルクリニ

ック、廣島歯科医院、ふぁみりー歯科、松原歯

科医院、峰元歯科、山之内歯科医院、草野歯科

医院

問合せ 健康センター TEL72-7176

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、弁当が

らなどは、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)

ハチの巣の駆除について

「家の庭にハチの巣を見つけた」「家の周りでハチが飛び回っている」といった相談が多くなる

時期となってきました。

ハチは春から初夏にかけて活動を開始します。スズメバチとアシナガバチは、軒下や換気扇など

の外から見えやすい場所に巣を作ります。またスズメバチは屋根裏や戸袋の中など狭い空間にも巣

を作るので注意が必要です。夏から秋には活動が活発になり、巣に近づくだけでもハチは刺激され

たと感じて攻撃してくる可能性があります。庭木の手入れや茂みに入る際は十分気をつけてくださ

い。

アナフィラキシーの症状に注意してください。

ハチ毒が体内に入って起こるハチ毒アレルギーでは、アナフィラキシーという全身性のアレルギ

ー反応を起こすことがあります。寒気、じんましん、嘔吐のほか、呼吸困難、意識障害なのでショ

ック症状が短時間(早いときは数分)のうちに現れます。

ハチに刺されたときは、速やかに医療機関を受診してください。

ハチの巣の駆除について

市では蜂の巣の駆除を行っておりません。ハチの巣のある土地や建物の所有者もしくは管理して

いる方から、直接業者へ駆除を依頼してください。

駆除費用は依頼された方の負担となりますので、あらかじめ業者に内容等を確認し依頼するよう

にしてください。

ハチの巣の駆除業者 枕崎清掃社 TEL72-1539

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)
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セット健診(複合健診)について

枕崎市国民健康保険の方を対象にした特定健診をはじめ、胃がん検診、腹部超音波検診、肺がん

検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう検診を実施します。同日、

同会場で各種の健(検)診が受けられる、またとない機会ですので、ぜひご受診ください。

対象者には、各地区の保健推進員を通じて受診票を配布しています。まだ、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、市役所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

うにします。

対象者 昭和55年４月１日以前生まれの方

会場 南薩地域地場産業センター(松之尾町37-１)

受付時間 午前８時～10時

健診機関 鹿児島県民総合保健センター

健(検)診日程

健診日 対象地区(公民館)

７月２日(火) 岩戸・木原・美初・住吉町

７月３日(水) 山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町

７月４日(木) 新町・宮前町・日之出町・泉町・折口町

７月５日(金) 恵比須町・旭町・中町・西本町・千代田町

７月７日(日) 石ヶ嶺・桜木町・亀沢

７月８日(月) 高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟

７月９日(火) 塩屋・田中・火之神・牧園

７月10日(水) 大堀・下野原

７月11日(木) 大塚・春日・田畑

７月12日(金) 木場・木場住宅・水流・岩崎

７月13日(土) 板敷・俵積田・東白沢・西白沢・水産高校

７月16日(火) 中原・瀬戸・茅野・小塚・駒水・下山・松崎・真茅・山崎

７月17日(水) 山下・湯穴・通山・山口・小園・宇都・桜馬場

７月18日(木) 田布川・金山・界守・寺田・木口屋・上竹中・奥ヶ平・道野・富岡・潟山

７月19日(金) 下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵・西堀・篭原

※指定日に都合の悪い方は、上記日程の都合のよい日に受診してください。また、９月20日、21日

にもセット健診(健診機関＝ＪＡ鹿児島県厚生連健康管理センター)を実施します。ただし、肺が

ん検診はありません。

当日持参するもの

各健(検)診受診票(必要事項を記入してください)、保険証(枕崎市国民健康保険の方)、バスタオ

ル(腹部超音波検診を受ける女性の方)、めがね(必要な方)

問合せ 健康センター TEL72-7176



12

第25回参議院議員通常選挙

投票日(予定) ７月21日(日)

投票時間 午前７時～午後６時(道野/真茅/下山/金山/木口屋/田布川の各投票所は午後５時まで)

■期日前投票 投票日当日に仕事や旅行等の予定がある方はご利用ください。

期日前投票期間(予定) ７月５日(金)～20日(土)

投票時間 午前８時30分～午後８時 ／ 投票場所 枕崎市役所北別館会議室

■投票できる方

本市に平成31年４月３日以前から在住している平成13年７月22日までに生まれた方で、本市の住

民基本台帳に記録されている方です。

※住所要件は枕崎市役所に転入届を届出た日から３カ月以上経過された方です。

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・施設長など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。

■投票所入場券について

今回の選挙から投票所入場券の裏面が、期日前投票の宣誓書になります。期日前投票を行う方は

ご自分の入場券の裏面に署名、生年月日、投票される日を記載してお持ちください。

なお、投票日当日に投票される方は裏面には何も記載せず、指定の投票所にお持ちください。

入場券裏面に記載される期日前投票宣誓書の内容は次のとおりです。

期日前投票宣誓書 ※必要事項をご記入ください。

○とき □月□日(□)～□月□日(□)午前８時30分～午後８時   ○ところ 枕崎市役所

氏名(自署) 生年月日   年  月  日

住 所 枕崎市 町     番地

事 由

(番号に○)

1 仕事・学業・その他 2 市外、投票区外に外出・旅行・滞在

3 病気・出産・歩行困難 4

5 他市町村に住所移転 6 天災・悪天候で到達困難

私は、□月□日執行の□□□選挙の当日、上記の事由に該当する見込みです。以上、事実と相違ないことを宣誓します。

令和  年  月  日                            枕崎市選挙管理委員長 殿

問合せ 選挙管理委員会 TEL72-1111(内線310・311)

市役所敷地内での禁煙のお知らせについて

健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るために、多くの方が利用する施設等の区

分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等につい

て定められました。2020年(令和２年)４月からの原則屋内禁煙に先立ち、今年７月から行政機関の

庁舎等(学校、医療機関、認定こども園等)では、「特定屋外喫煙所」(屋外で受動喫煙を防止するた

めに必要な措置がとられた場所に設置した喫煙所)を除き、原則、敷地内禁煙となります。

市の施設等の取組み(今年７月１日から)

市役所本庁の敷地内は、「特定屋外喫煙所」を除き喫煙はできません。健康センターと南溟館

は、敷地内全面禁煙です。

その他の施設でも、受動喫煙防止に向けた取組みが行われますので、各施設を利用される皆さん

のご理解とご協力をお願いします。

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

第２回「枕崎国際芸術賞展」を開催

第２回「枕崎国際芸術賞展」の開催までいよ

いよ１カ月となりました。

その準備のため、南溟館は７月20日(土)まで

臨時休館となっています。

今回の作品公募では、第１回展を超える945

点もの応募があり、１次審査を通過した333点

から、６月３日の２次審査において78点の入賞

入選作品が選出されました。大賞は全民玉(チ

ョン・ミノギ)さん(東京都在住・韓国籍)の作

品「雲隠れ１」「雲隠れ２」が受賞されました。

詳細は、市ホームページに掲載していますの

でご覧ください。

■第２回「枕崎国際芸術賞展」

会期 ７月21日(日)～９月16日(月・祝)

会場 文化資料センター南溟館

審査員

・千住博氏(画家・京都造形芸術大学大学院教授)

・保科豊巳氏(画家・東京藝術大学副学長)

・曲德益氏(画家・台北芸術大学名誉教授)

■前売チケットを販売中

観覧チケットの前売りが始まりました。

価格

・大人＝1,000円(前売800円)

・高校・大学生＝800円(前売600円)

※中学生以下は無料。団体割引等あり。

販売場所 南溟館、市役所売店、薩摩酒造「明

治蔵」、高木画荘、大谷画材、集景堂、チケッ

トぴあ(Pコード769-791)

問合せ 南溟館 TEL72-9998

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

７月の行事(午前10時から)

２日(火) 作って飾ろう(七夕)

３日(水) 園庭遊び後試食会(要予約12組まで)

５日(金) 救急講座

６日(土) 園行事に参加(夕涼み会)※夜７時集合

８日(月) 骨盤体操(要予約５組まで)

12日(金) ママのための有酸素運動

17日(水) ベビーマッサージ(要予約)

19日(金) 誕生会

23日(火) 子育てについてお話しませんか！(要

予約５～６組まで)

25日(木) 読み聞かせ「Smile Mama Book」

26日(金) シャボン玉遊び

31日(水) 音楽遊び

  

※３日(水)、26日(金)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。

※活動によっては午前10時30分に始まるものも

あります。

※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＝こうしんりょうがかかります(香辛料、更新料)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(月)
初妊婦講座・母子

手帳交付
健康センター 9:00～11:40

健康センター

72-7176

３日(水)
◎

男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

10 日(水) 中学校弁論大会 市民会館 14:00～16:15
生涯学習課

72-0170

11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

14日(日)
別府校区少年野球

大会

瀬戸グラウンド 9:00～14:00

【対象】小学生

別府地区公民館

76-2010

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

21日(日) 川で遊ぼう

金山地区公民館～滑川

9:00～13:00【対象】小・中学生

参加費200円

金山地区公民館

72-9690

22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

23日(火)

◎

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

24日(水)
枕崎の海の生物の

お話

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

26日(金) 水生生物調査

枕崎児童館集合～花渡川上流

8:00～12:00

【対象】小学4～6年・中学生(定員15名)

雨天等の場合は中止

着替え等持参※要予約(７/19まで)

児童館

72-1362

27日(土)

28日(日)

第64回枕崎市少年

野球大会

市営球場及び市営グラウンド

8:30～【対象】小学生

生涯学習課

72-0170

28日(日) お楽しみ映画会

片平山児童センター

10:00～12:00 【対象】小学生

※要予約(７/21まで)

片平山児童センター

73-1333

まちのカレンダー７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

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


