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市職員採用試験を実施、市立病院職員採用試験を実施

募集(第39回からいも交流・春～ホストファミリー／県立宮之城高等技術専門校入校生／市営

住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者)、 相談(年金相談所を開設／確定申告に関するご相談

は、確定申告電話相談センター「０」番へ／こころの健康相談会を開催)

相談(九州・沖縄地区相続登記相談会を開催／均等・均衡接遇に関する特別相談窓口を開

設)、お知らせ(お口元気歯ッピー検診の実施について／学校給食用物資納入業者「指定願」

受付開始／「年末火災予防特別警戒」を実施／ひきたよしあき(蟇田吉昭)氏講演会を開催／

市制施行70周年記念消防出初式を開催／第34回老人クラブ芸能大会を開催)

お知らせ(ご存知ですか？民事調停手続／お急ぎください！「年金生活者支援給付金」の手続き／令

和元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／ごみ

の野焼きは禁止！これからの時期は特に注意を！／電池等の「火災危険物」のごみ出しは確認を！) 

お知らせ(年末年始のごみ・し尿の収集日程／「民謡魂 ふるさとの唄」の放送予定について／難

病支援ボランティア養成講座を開催／子宮頸がん・乳がん検診(完全予約制)を実施)

お知らせ(税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？)、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」

巻 末 令和元年度市会計年度任用職員募集、市立病院会計年度任用職員募集

※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

令令令和和和元元元年年年
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固定資産税４期１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

市税休日納付・相談窓口開設日

１月 19 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15分

４・５

10・11
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12・13
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市職員採用試験を実施

■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

消 防 士

【性別不問】
２名程度

①平成６年４月２日以降に生まれた者で、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または令和２年３月までに卒業見込みの者

②平成４年４月２日以降に生まれた者で、救急救命士の免許を有する者

※この他、身体検査について、次のような採用基準があります。

・裸眼視力または矯正視力が両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3以上であ

ること

・消防士として職務に必要な色覚および聴力を有するもので、四肢、内臓等に

疾患がないこと

居住要件 採用後は、本市に居住できる者

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。

①日本国籍を有しない者 ②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 ③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 ④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、作文試験、消防適性試験、体力測定(※男女の体力差を考慮します)

第２次試験 面接試験(集団討論、個別面接)、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時及び場所

第１次試験 日時：１月26日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市市民会館

第２次試験 日程：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)／会場：枕崎市役所本庁

※応募者が少ない場合は、第１次試験及び第２次試験を１月26日(日)に行う場合があります。試験の

方法及び内容や試験会場の変更を含めて、第１次試験実施通知の際にお知らせします。

■受験手続き及び受付期間

受験申込書用紙の入手方法

①総務課職員係で直接入手、②市ホームページからダウンロード、③郵送請求で入手(郵送請求する場合は、返

信用封筒(角形２号・240㎜×332㎜)に切手(120円)を貼り、宛先(申込者住所等)を明記して同封してください。

申込方法 受験申込書に必要事項を記入し、94円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形３号・120

㎜×235㎜)を添えて、申込先に提出してください。なお、受験申込書には、必ず写真を貼ってくださ

い。郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。

請求先及び申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係

受付期間 １月８日(水)まで

※受付は午前８時30分～午後５時(土・日、祝日、12月29日から１月３日までの期間は除く。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２月上旬までに、第２次試験合格発表は２月下旬までに受験者全員に合否結果

を文書で通知します(第１次試験及び第２次試験を同時に行った場合は，２月中旬までの合格発表と

なります)。

・最終合格者は、令和２年４月１日付けで採用の予定です。なお、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は、原則として採用を取り消します。

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料及び諸手当が支給されます。また、学歴、職

歴等に応じて加算される場合があります。   

問合せ 総務課職員係 TEL72-1111(内線212)
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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

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和35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

看護師 １名

①看護師免許を有する者

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

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。

①日本国籍を有しない者

②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

③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

④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

教養試験、専門試験、作文試験、面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時及び場所

日時 ２月７日(金) 午後１時30分～

会場 枕崎市立病院

■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 12月23日(月)～１月22日(水) 午前８時30分～午後５時(土・日、祝日、12月29日から

１月３日までの期間は除く。郵送の場合は、締切当日の消印まで有効)

■合格発表

試験日後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、令和２年４月１日付けで採用予定です。

■給与 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、定年の年齢は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 市立病院管理係 TEL72-0303
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募   集

第39回からいも交流・春～ホストフ

ァミリー

日本にいる留学生を、全国から招いて、さま

ざまな交流体験をします。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８日(日)～22日(日)

申込締切 １月31日(金)まで

問合せ ＮＰＯ法人からいも交流事務局 担当

斉藤 TEL090-1926-8380

県立宮之城高等技術専門校入校生

令和２年度生一般選考(Ｃ日程)

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。

訓練科目 建築工学科、室内造形科

受付期間 １月10日(金)まで

応募資格

・建築工学科 高卒程度以上。高等学校を令和

２年３月卒業見込みの者を含む。

・室内造形科 義務教育終了程度以上。高等学

校または中学校を令和２年３月卒業見込みの

者を含む。

選考日 １月24日(金)

選考場所 県立宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(総合問題)及び面接

合格発表 ２月３日(月)

※詳しくは当校募集案内及びホームページをご

覧ください。

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

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 １月20日(月)まで

募集戸数 ４戸

①西之原団地304号(別府西町630番地)

②桜山団地404号(桜山町540番地)

③亀沢団地512号(明和町75番地)

④俵積田団地101号(別府西町399番地)

構造(間取り)

・①、②、③＝中層耐火造３階建(３ＤＫ)

・④＝耐火造２階建(３ＬＤＫ)

建設年度 ①＝昭和61年、②＝昭和62年、③＝

平成６年、④＝平成25年

家賃(敷金) ①＝15,200円～、②＝15,800円～、

③＝24,900円～、④＝22,600円～(いずれも家

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 ２戸(随時募集)

①遠見番住宅101号(岩戸町307番地)

②遠見番住宅102号(岩戸町308番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃(敷金) 40,000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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相   談

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

・１月16日(木) 南九州市知覧町ちらん夢郷館

・１月23日(木) 南さつま市役所会議室２-４、

２-５、２-６

・２月６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)

確定申告に関するご相談は、確定申

告電話相談センター「０」番へ

熊本国税局では、１月16日(木)から３月16日

(月)までの間、所得税・消費税・贈与税の確定

申告に関する電話相談に対応するため、「確定

申告電話相談センター」を開設しています。

最寄りの税務署に電話して、音声ガイダンス

に従って「０」番を選択した後、ご用件をお話

しください。相談会場や受付時間などのお問合

せについては、専用オペレーターがお答えしま

す。また、お問合せの内容によっては電話を転

送し、職員等がお答えします。

なお、おかけいただく時間帯によっては、つ

ながりにくい場合や少々お待ちいただく場合が

ありますので、あらかじめご了承願います。

また、確定申告以外の国税に関する一般的な

相談は、「熊本国税局電話相談センター」をご

利用ください。自動音声案内によりご案内しま

すので、「１」番を選択していただくと、熊本

国税局電話相談センターの職員がご相談をお受

けします。

問合せ 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23日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 １月20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、健康センターへ申し込みください。希

望者が多数の場合は、相談日を調整させていた

だくことがあります。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176
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お 知 ら せ
九州・沖縄地区相続登記相談会を開催

「未来につなぐ相続登記」プロジェクト(鹿

児島地方法務局、鹿児島県司法書士会、鹿児島

県土地家屋調査士会で構成)では、遺言や相続

に関する不動産の登記手続、相続に関連する建

物滅失登記、土地分筆登記等に関する無料の相

談会を開催します。

日時 ２月２日(日) 午前10時～午後３時

場所 鹿児島地方法務局

定員 50組

※相談時間は１組30分です(予約を優先します)。

相談内容

・相続・遺言に関する問題

・相続に関連する建物滅失や土地分筆登記

・法定相続情報証明

※相談は無料で、司法書士、土地家屋調査士及

び法務局職員がお受けします。

問合せ・申込み

鹿児島地方法務局

TEL099-259-0682 FAX099-286-0979

均等・均衡接遇に関する特別相談窓

口を開設

４月１日から、「パートタイム・有期雇用労

働法」において正規雇用と非正規雇用の間の不

合理な待遇差が禁止されます(中小規模におけ

る適用は2021年４月から)。パートタイム等で

働く方、パートタイム労働者を雇用されている

事業主の皆さんの相談窓口を開設しますので、

法律の内容等についてお気軽に相談してくださ

い。相談は無料です。

窓口時間 午前８時30分～午後５時15分(土・

日、祝日、年末年始は除く)

問合せ 鹿児島労働局雇用環境・均等室

   TEL099-223-8239

お口元気歯ッピー検診の実施について

県後期高齢者医療広域連合では、昨年度75歳

を迎えられた方を対象に、お口元気歯ッピー検

診(口腔検診)を無料で実施しています。

いつまでも元気で生き生きと過ごせるよう、

口腔検診を受けてお口から健康になりましょう。

対象者には、５月末に受診券(圧着ハガキ)を送

付していますが、お手元にない方は新たな受診

券を発行しますので、問い合わせてください。

受診の際は、次の市内の協力医療機関の他、

市外の県医師会に所属する歯科医療機関で受診

することができます。

検診期間 １月31日(金)まで

対象者 昭和18年４月１日～昭和19年３月31日

生まれの後期高齢者医療被保険者

協力医療機関 廣島歯科医院、ふぁみりー歯科、

北島歯科医院、峰元歯科医院、社会医療法人聖

医会サザン・リージョン病院、さめしま歯科、

山之内歯科医院、有山歯科医院、デンタルクリ

ニック有山、かわばた歯科医院、今給黎歯科医

院、草野歯科医院

問合せ 県後期高齢者医療広域連合業務課保健

事業担当 TEL099-206-1329

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、令和２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17日(金)

問合せ・申込み 学校給食センター

TEL72-3145
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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(水)～31日(火)

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。

・ガスコンロなど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｣は10年を目安に交換をお

すすめします。

「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049

ひきたよしあき(蟇田吉昭)氏講演会

を開催

朝日小学生新聞に人気コラム「大勢の中のあ

なたへ」を寄稿されているひきたよしあきさん

の講演会を開催します。

テーマ 「勉強のコツ 作文のコツ」

日時 ２月１日(土) 午前10時～11時30分(受

付開始＝９時30分～)

場所 市民会館第１会議室

入場 無料

対象 小学生、中学生、保護者

問合せ・申込み 市立図書館 TEL72-9254

市制施行70周年記念消防出初式を開催

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、枕崎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、はしご

車からの降下訓練及び消防車両等による色水の

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５日(日) 午前８時40分～

場所 塩浜公園運動場

内容

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

９:25 消防訓練(降下訓練)

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

※進行の状況により時間が前後することがあり

ます。

※今年は、色水を使用した放水訓練を行います

ので、風向きには注意して放水のかからない

位置でご観覧ください。

問合せ 消防本部消防総務課 TEL72-0049

第34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14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
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ご存知ですか？民事調停手続

～身近なトラブルを話し合いで解決を

民事調停手続は、貸家の家賃滞納や明渡し、

バイト代等の未払い、隣家の騒音、交通事故の

損害など、身近で起こった紛争について、裁判

のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合

いによって解決を図る簡易裁判所の手続きです。

裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が非

公開の場で話を伺い、当事者双方が話し合いを

進めながら、紛争の実情に応じた円満な解決を

目指します。

裁判所のウェブサイト(http://www.courts.g

o.jp/)に書式や手続の詳しい情報を掲載してい

ますのでご覧ください。

なお、離婚や相続など家庭内の紛争は家庭裁

判所で取り扱っています。

■民事調停手続の主な特徴

申立 窓口やウェブサイトにある書式で簡単に

申立てができます。

費用 裁判と比べて安い費用で済みます(例え

ば家賃10万円の請求なら、手数料500円と必要

な郵便料金)。

期間 多くの事件が申立てから３カ月以内に調

停が成立するなどして終了しています。

結果 調停が成立すると、その内容は裁判の判

決と同じ効果があります。

問合せ 加世田簡易裁判所 TEL52-2347

お急ぎください！「年金生活者支援
給付金」の手続き

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入

や所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援

するために、年金に上乗せして支給されるもの

で、令和元年10月(支給は12月)から始まりまし

た。

対象となる方には、９月上旬より日本年金機

構からハガキ(年金生活者支援給付金請求書)が

送付されています。

期限を過ぎて提出した場合は、受付した月の

翌月分からのお支払いとなりますので、ご注意

ください。

ハガキが届いていない場合や 紛失した場合

等、お手続きに関してご不明な点がございまし

たら、市民生活課国民年金係へご相談ください。

■対象者・条件

老齢基礎年金を受給している方

・65歳以上である。

・市民税非課税世帯である。

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円

以下である。

※上記３つの要件を全て満たしている必要があ

ります。

障害・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が約462万円以下である。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

令和元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

令和２年度固定資産税の課税業務に向けて家屋の現況調査を行っています。

令和元年中に家屋を取り壊された方、売買・相続等で未登録家屋の所有権の変更のあった方は届

け出てください。

法務局で登記されている家屋を取り壊し、滅失登記の手続きをされた方は市役所への届け出は必

要ありません。

新たに建物の新築や増築をされた方には、家屋調査のお願いの通知を順次送付しています。１月

末までに通知が届かない場合には、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。納税通知書を相続

人の代表者に送付するための届け出です。代表者を変更する場合は、代表者変更届の提出が必要と

なります。この手続きは固定資産税関係書類の送付先の変更であり、相続登記については、別に法

務局への申請が必要となります。

問合せ 税務課固定資産税係 TEL72-1111(内線156・157)
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電池等の「火災危険物」のごみ出しは確認を！

内鍋清掃センターで燃えないごみを処理するときは機械で破砕します。電池等を入れたまま不燃

物の処理をすると、火災や爆発事故の原因になることがありますので、時計、懐中電灯、玩具等は

電池が入っていないか確認をお願いします。

電池以外にも、スプレー缶・ライターを出す時は、必ず使い切ってから、缶は穴を開け「火災危

険物」として｢黄色のごみ袋｣に分別して出しましょう。

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

ごみの野焼きは禁止！これからの時期は特に注意を！

野焼き(ごみを燃やすこと)は一部の例外を除いて法律で禁止されており、ダイオキシン類の発生

による人の健康へ影響が心配されることや、大量の煙や臭いが発生し近所の迷惑になります。

少量ならと安易に考えず適切に処理をしてください。特に今の時期は空気が乾燥しており火災が

発生し、拡大しやすい気象となっています。

これから年末にかけて、大掃除等で多くのごみが出ることが予想されますが、ごみ処理に関する

正しい知識を持ち、きれいで住みよい生活環境に努めましょう。

焼却が禁止されている行為

・家庭から出たごみの焼却

・事業活動で出た紙くず・木くず等の焼却

・解体した家屋の木くずの焼却

・農業でビニールハウス等に使用したビニール類の焼却

上記のほか、燃やすものの多少に関わらず、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は禁止されて

います。

野焼きの例外行為

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(鬼火焚き等の地域の行事にお

ける不要となった門松、しめ縄等の焼却)

・農業・林業・または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行

う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却)

・日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(風呂焚きや暖をとるための薪

や木くずの焼却、たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却)

野焼きの例外行為に対する留意事項

・例外行為であっても、野焼きを行う場合は火災に十分留意してください。

・周囲の住宅環境に配慮して、苦情が出ないように努めてください。

・野焼きの例外行為による焼却は、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得

ず焼却する場合は、「煙や臭いが近所の迷惑にならないように努める」、「風向きや強さ、時間

帯を考える」、「草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える」、「燃やしたまま放置しない」、

「プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと」などに十分注意してください。

問合せ 市民生活課環境整備係 72-1111(内線325・327)
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「民謡魂 ふるさとの唄」の放送予定について

ＮＨＫ鹿児島放送局と枕崎市は、枕崎市制施行70周年を記念して、12月15日(日)に「民謡魂 ふる

さとの唄」の公開収録を実施しました。その模様が下記の予定で全国放送される予定です。ぜひご覧

ください。

※放送予定は予告なく変更となる場合があります。

放送日時 ２月２日(日) 午後３時５分～３時49分(ＮＨＫ総合)

問合せ

・ＮＨＫ鹿児島放送局 TEL099-805-7070(平日 午前９時30分～午後７時)

・総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)

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お越しくださ

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(火)から１月３日(金)まで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(土)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26日(木) 資源ごみ(桜山・立神・金山地区) 通常通り

12月27日(金) 燃えないごみ(市内全域) 午前中のみ持込み可

12月28日(土) 燃えるごみ(市内全域) 午前中のみ持込み可

12月29日(日) 収集及び内鍋清掃センターは休み

12月30日(月) 燃えるごみ(市内全域) 持ち込みできません

12月31日(火)

～１月３日(金)
収集及び内鍋清掃センターは休み

１月４日(土) 燃えるごみ(市内全域) 通常通り

※燃えないごみの収集は、１月10日(金)からになりますのでご注意ください。

※各地区のごみ集積所にも同様の案内を貼り出してありますのでご確認ください。

問合せ(ごみの収集) 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

■し尿のくみ取り業務

・年末 受付は12月25日(水)まで、くみ取り業務は12月28日(土)まで

・年始 １月６日(月)から

問合せ(し尿のくみ取り) 枕崎清掃社 TEL72-1539
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インターネットによる予約(24時間受付)

枕崎市ホームページから「女性検診」と検索

する方法と、次のＱＲコードを読み込んでいた

だく方法の２通りがあります。

問合せ 健康センター TEL72-7176

子宮頸がん・乳がん検診(完全予約制)を実施

10月の子宮頸がん検診・乳がん検診を受診されなかった方を対象に、次の日程で追加検診を実施し

ます。完全予約制になりますので、検診希望の方は事前予約が必要です。

検診日 ２月９日(日) ／検診会場 健康センター

区 分 対象者 検診内容 料 金

子宮頸がん

検診

平成12年４月１日以前

に生まれた女性
視診・細胞診

・国民健康保険以外の方＝600円

・国民健康保険の方＝無料(保険証を提示

してください)

※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。

乳がん検診

昭和53年４月２日～昭

和54年４月１日生まれ

の女性

乳房Ｘ線撮影
「令和元年度無料クーポン券」を当日ご持

参ください(９月に個別通知しています)。

難病支援ボランティア養成講座を開催

県難病相談・支援センターでは、難病を持ちながら地域で生活している患者さんやご家族を支援す

るボランティアを募集しています。養成講座を２日間とも受講された方のうち、希望者は「難病支援

ボランティア」として登録していただくことが可能です。１日のみの参加も可能ですが、修了証は２

日間受講された方のみに授与します(難病支援ボランティア登録はできません)。

日時

・１回目 １月27日(月) 午後１時～４時(受付＝０時30分～)

・２回目 １月28日(火) 午前10時～午後３時30分(受付＝９時30分～)

場所 鹿屋市社会福祉会館１階大会議室／主催 県難病相談・支援センター／受講料 無料

対象者 難病に関心のある一般県民(先着20名)

講座内容 講話、難病当事者による体験発表、グループワーク、福祉体験等

申込締切 １月10日(金)

申込方法 電話(受付は火曜日、祝日、年末年始を除く午前９時から午後４時まで)、ＦＡＸ、Ｅメール

問合せ・申込み 鹿児島県難病相談・支援センター

TEL099-218-3133、FAX099-228-5544、Ｅメール nanbyou@pref.kagoshima.lg.jp

■予約

電話による予約

・博愛会健診事業部(相良病院) TEL099-224-1821

・ヘルスサポートセンター鹿児島 TEL099-267-6292

※受付＝１月７日から１月14日(土・日、祝日、年末年始は除く)までの午前９時～午後５時
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税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？

令和元年分の税の申告が２月から始まります。申告時間を短縮できるように領収書などをまとめ

集計するなど、早めの準備と確認をお願いします。必要書類が整っていない場合、当日に受付でき

ないことや長時間お待たせすることになります。

申告日程などの詳細は、広報紙１月号の折込みチラシまたはお知らせ版１月号をご覧ください。

■営業所得、農業所得、不動産所得等を申告する方

必要書類

必ず事前に作成した収支内訳書や収入金額と必要経費をまとめた帳簿等をお持ちください。

準備の仕方

①売り上げなどの収入金額、仕入れや必要経費について帳簿やノート等に記載しましょう。

②必要経費は科目ごとに分類し、科目ごとの金額を合計して記載しましょう。

注意事項

・収支内容をまとめていない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・領収書やレシートは、ご自宅で保存してください。

■医療費控除を申告する方

必要書類

平成30年度の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケー

ション税制の明細書」の添付が必要となりました。必ず事前に領収書を集計した医療費明細書をお

持ちください。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

準備の仕方

①領収書を個人ごとに分けましょう。

②個人ごとに分けた領収書を病院や薬局ごとに分けましょう。

③「①、②」で分けた領収書ごとに１年間の支払った医療費を集計しましょう。

注意事項

・領収書を集計していない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・対象月は、申告する前年の１月から12月に支払った医療費です。

・集計した領収書は５年間保存してください。

・補填された医療費があれば、その金額が分かるものをお持ちください。

■その他注意事項

・収入がない場合も申告は必要です。収入がない旨の申告をしてください(扶養対象親族は除く)。

・年度途中で退職された方や年末調整されていない方は申告が必要です。

・申告がない場合、所得証明書の発行や課税上不利益な取り扱いを受ける場合があります。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

野鳥写真展

鹿児島県は面積が広く、中国大陸や台湾にも

近いため、多くの野鳥が生息しています。野鳥

の宝庫ともいわれる鹿児島県の各地で撮影され

たさまざまな野鳥たちの姿をぜひご覧ください。

期間 １月７日(火)～19日(日)

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

主催 野鳥の会 鹿児島

神 雅乃調
かむさびのしらべ

音楽会

日本の最古典文学である古事記、日本書紀、

延喜式の内容のうち「いのちの起源と意味」に

着目し、その祝詞の朗詠と合奏即興演奏を披露

します。

日時 １月12日(日) 開場＝午後２時30分、

開演＝午後３時

会場 南溟館第２展示場

鑑賞料 1,000円(当日券500円増、中高生及び

65歳以上は割引あり、小学生以下無料) 

主催 アートスクランブルオブ鹿児島、枕崎国

際芸術賞展支援協会

問合せ ちゃんサネ♪ TEL080-5493-8218 Ｅ

メール wkuni92@gmail.com

枕崎市文化協会新春イベント

市文化協会加盟団体による新春イベントを開

催します。今回は枕崎せんじ会(美術)、しゃら

くたてがみ(写真)、楓窯(陶芸)、枕崎水墨画会

(水墨画)、華道連合会(生花)、ＩＴ研究会(映

像)による合同展示を行います。19日(日)11時

からはギャラリートークも行います。詳しくは

南溟館までお問い合わせください。

期間 １月15日(水)～30日(木)

会場 南溟館第１展示場、研修室

観覧料 無料

主催 枕崎市文化協会

※12月28日(土)から１月４日(土)まで南溟館は

年末年始の臨時休館となります。また、１月

６日(月)は休館日です。

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

たは幼児及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

１月の行事(午前10時から)

９日(木) ママのための有酸素運動

10日(金) たこ作り

14日(火) 骨盤体操(要予約５名まで)

15日(水) ベビーマッサージ(要予約)

17日(金) 読み聞かせ「Smile Mama Book」

21日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

22日(水) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)(要予約)

23日(木) 音楽遊び

24日(金) 誕生会

28日(火) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

(要予約)

  

※22日(水)、28日(火)は、どちらとも鬼のお面

作りです。

※21日(火)園庭遊び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＝よかない(余暇ない、良かない)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

３日(金) 鬼火焚き

田布川 田の神様前

17:00～20:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

６日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

７日(火)

三世代交流～たこ

あげとガネ天づく

り～

枕崎児童館 13:00～15:00

【対象】小学生

枕崎児童館

72-1362

12日(日)
お餅を焼いて、ぜ

んざい作り

片平山児童センター

10:00～12:00【対象】小学生

片平山児童センター

73-1333

14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

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

◎男性料理教室 健康センター 10:00～13:00
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

20日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

23日(木) ◎男性料理教室 城山センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

24日(金)

◎食生活改善推進

員による料理教

室

健康センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

25日(土)
◎小原國芳先生の

勉学の道歩こう会

桜山小学校～久志

８:00～13:00

【対象】小・中学生、一般

桜山地区公民館

72-2267

26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

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。１ 月


















