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市立病院職員採用試験を実施、募集(会計年度任用職員(学校給食センター)／公民館講座

の受講生)、相談(年金相談所を開設)、５月の納税

相談(こころの健康相談会を開催) 、お知らせ(イベント等の中止について／５月は「赤十字

会員」増強運動月間／障害者相談員等について／児童手当制度について／戦没者等のご遺族

の皆さんへ～第11回特別弔慰金が支給されます／軽自動車税の経年車重課について)

お知らせ(身体障害者等に対する軽自動車税の減免について／令和２年度固定資産課税台帳

の閲覧について／令和２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／

令和２年度職業訓練指導員(48時間)講習を実施／市営住宅入居者に対する家賃減免措置／ヤ

スデ駆除剤の購入について／森林の立木を伐採するときは届出を／５月は水防月間)

お知らせ(犬の登録及び狂犬病予防注射を実施)、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」、枕崎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２２２年年年
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新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお願い

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大されこ

と等を受け、市民の皆さんに以下の行動等のご協力をお願いします。

１ 不要不急の帰省や旅行を控えてください。なお、県をまたいだ移動は絶対に避けてください。

２ 不要不急の外出は控えてください。医療機関への通院、食料品、医薬品、生活必需品の買い出

し、職場への必要な出勤など、生活の維持に必要な行動にとどめてください。

３ 夜間における接客を伴う飲食店など密閉、密集が起こりやすい場所への外出は避けてください。

４ 落ち着いた消費行動をお願いします。飲食料品や生活必需品の小売店など、生活に必要な事業

は、通常どおり継続されますので、買いだめはしないでください。

５ 職場への出勤については、テレワークや時差出勤など工夫して、密閉、密接、密集を防ぐ環境

作りを行ってください。

６ 感染拡大につながるような多くの人が集まるイベント、不特定多数が参加するイベントなどの

開催は控えてください。

４・５

８・９

10・巻末
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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

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60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

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和36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 上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、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 受験票に記載する日時・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。

■受け付け手続き及び受付期間

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 随時。受付は午前８時30分～午後５時15分(土・日、祝日及び12月29日から１月３日まで

の期間は除く)。

■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、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。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以後にお

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

５月の納税
固定資産税１期

軽自動車税

市税休日納付・相談窓口開設日

５月 17 日(日)
午前８時 30 分～午後５時 15 分

・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」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関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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相   談募   集

会計年度任用職員(学校給食センター)

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(様式あり)を提出してください。採

用試験の日程等については、後日応募者に連絡

します。

※申込書兼履歴書は、市役所総務課、学校教育

センターに備え付けてあります。

募集人員 １名

応募資格

・心身ともに健康な方

・パソコンを使って、文書や表の作成ができる方

・５月11日から勤務できる方

勤務時間 午前７時45分～午後４時(７時間15分)

業務内容 給食費出納事務及び給食費会計全般、

給食物資の検収等

応募締切 ５月１日(金)正午

問合せ・申込み 学校給食センター

        TEL72-3145

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「手芸講座」と「健康講座」を実施し

ます。どうぞお気軽にご参加ください。

■手芸講座(可愛い季節の小物つくり)

期間 ６月～３月(全10回)

※毎月第４土曜日 午後１時30分～３時30分

講師 谷川友子氏

受講料 1,000円(最初の開講時のみ)

※別途材料代がかかります。

■健康講座(アレンジ体操)

期間 ６～10月(全10回)

※毎月第２・４火曜日 午前10時～正午

講師 上釜理恵子氏

受講料 1,000円(最初の開講時のみ)

申込締切 ５月31日(日)

問合せ・申込み

桜山地区公民館(城山センター) TEL72-2267

※受付は午前10時～午後５時(月曜日及び祝日

は休館日)

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。ただし、新型コロナウイルス感染症予防

対策により、下記日程の年金相談については中

止になる場合がありますのでご了承ください。

日時 ５月14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21日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

・５月28日(木) 南さつま市民会館第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)
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お 知 ら せ

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもり、認知症などでお

困りのご本人、ご家族を対象に、臨床心理士に

よる無料相談会を開催します。

日時 ５月21日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 ５月18日(月)

申込み方法 相談は事前予約制となります。相

談をご希望の方は、電話で健康センターへお申

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場合があります)。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

イベント等の中止について

５月に開催予定だった次のイベント等は、新

型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置

として、中止することとなりました。

■こどもの日かつおまつり(４、５日開催予定)

問合せ 南薩地域地場産業振興センター

TEL72-3133

■枕崎市少年の船(17日開催予定)

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

■市長と語る会

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

■行政相談(30日開催予定)

問合せ 鹿児島行政監視行政相談センター

    TEL099-224-3247

５月は「赤十字会員」増強運動月間

日本赤十字社は、地震や台風等の自然災害や

大事故に見舞われた被災地で、被災者への医療

救護活動、医療インフラが回復するまでの継続

的な支援や、被災者に配布する毛布や救急セッ

ト等の備蓄を行っています。

また、近年多発する自然災害や紛争が絶えな

い海外において、各国の関係機関と連携し、さ

まざまな支援活動に取り組んでいます。

このような国内外での活動を展開していくた

めには、赤十字の目的に賛同していただき活動

資金を提供していただく会員をはじめ、多くの

ボランティアの支えが必要となります。

５月は「赤十字運動月間」として活動を支え

る会員増強運動を実施しますので、市民の皆さ

んのご理解とご協力をお願いします。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

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
090-5741-

3605
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、家族等からの相談は、南

風会(南薩地区精神保健福祉推進の会)で相談を

受けます。

・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)
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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。

申請

子どもが生まれたり、市外から転入した時は

15日以内に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、マイナンバーカード(通知カードで可)

・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月上旬にお届けします。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

戦没者等のご遺族の皆さんへ   
～第11回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の

礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、

国として改めて弔慰の意を表するため、支給す

るものです。

支給対象者が居住する市町村役場の窓口で手

続きを行ってください。

支給対象者 令和２年４月１日において、「恩

給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺

族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦

没者等の妻や父母等）がいない場合に、先順位

の遺族１人

※遺族とは、戦没者等の死亡当時に既に生まれ

ていた遺族(子は胎児を含む)で、３親等内の

親族に限られ、法律により支給順位や要件が

定められています。

支給内容 額面25万円、５年償還の記名国債

請求期間  令和５年３月31日まで

お願い

・請求期間を十分にとっていますので、あわて

ずに時間に余裕をもってお越しください。

・実際に特別弔慰金を受け取れるのは令和３年

度からになります。

問合せ  福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

軽自動車税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19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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身体障害者等に対する軽自動車税の

減免について

障害者手帳の交付を受けている方の所有する

軽自動車(身体障害者で18歳未満の方や知的障

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)については、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、５月25日

(月)までに税務課課税係(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、税務課課税係(14番窓口)へ

お問い合わせください。

申請期間 ５月７日(木)～25日(月)

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)

令和２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。印鑑及び本人確認書類をご持参くだ

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６月１日

(月)までは無料

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156)

令和２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。印鑑及び本人確認書類をご持参く

ださい。

場所 税務課固定資産税係(12番窓口)

期間 ６月１日(月)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)

令和２年度職業訓練指導員(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。

受講案内、受講申請書は県職業能力開発協会

のホームページよりダウンロードできます。

なお、講習修了後に鹿児島県知事に申請する

ことで職業訓練指導員免許を受けることができ

ます。

期日 ７月28日(火)～30日(木)、８月４日(火)

～６日(木) 計６日間(午前９時～午後５時)

場所 鹿児島高等技術専門校 鹿児島市草牟田

２丁目36-39

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～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

受付期間 ５月18日(月)～29日(金) (土・日

曜日は除く)

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 担当者：中山
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市営住宅入居者に対する家賃減免措置

市営住宅の入居者で、新型コロナウイルス感

染症の影響で収入が著しく低下した方は、市営

住宅の家賃の減免ができる場合があります。

対象となる方の例

・勤め先や自営の会社等が、新型コロナウイル

ス感染症の影響により事業活動を縮小して休

業等を行った結果、収入が著しく低下した方

(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上

げの減少など)

・新型コロナウイルス感染症に関する対応とし

て小学校等が臨時休業した場合等に、保護者

が子どもを世話するために休暇を取得したこ

とにより、収入が著しく低下した方

手続き等

・収入が低下したことを証明する書類のほか、

所定の書類を添えて申請してください。

※収入額によっては、家賃が減免とならない場

合もありますので、詳しくは、建設課建築係

までお問合せください。

問合せ・申込み 建設課建築係

TEL72-1111(内線326)

ヤスデ駆除剤の購入について

今年度からヤスデの駆除剤の購入に係る助成

金額が増額となりました(購入費用の２分の１

以内の額を補助)。

手続き(購入)の際は、印鑑をご持参ください。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325)

森林の立木を伐採するときは届出を

森林の立木を伐採するときは、森林法の規定

により、事前に市町村長へ「伐採及び伐採後の

造林の届出書」を提出、また、伐採後の造林が

完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造

林による森林の状況報告書」を提出することが

義務づけられています。災害防止や森林資源を

循環利用するため、スギやヒノキ等の伐採跡地

には再造林しましょう。

なお、森林の地目が保安林の場合や、１ヘクタ

ールを超える林地の開発行為は、事前に県知事へ

許可申請書の提出が必要ですので、南薩地域振

興局林務水産課林務係(TEL52-1335)までお問合

せください。

届出義務者 森林所有者と伐採事業者（立木買

受者等）が連名で提出

届出時期  伐採を開始する90日～30日前まで

届出提出先 伐採する森林がある市町村の林務担

当課

問合せ 農政課耕地林務係

TEL72-1111(内線314・315)

５月は水防月間

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。水防活動に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)
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犬の登録及び狂犬病予防注射を実施

令和２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12日(火)

金 山 公 民 館 9:00～ 9:20

５月14日(木)

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13日(水)

塩 屋 公 民 館 9:00～10:15

５月15日(金)

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)及び済票の交付手数料(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。

・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。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、会場ではできるだけマスクを着用し、係員の指示に従っ

てほかの人との間隔を広めにとって順番に並んでください。

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

抽象絵画の先駆者～山口長男展

1956年にベネチアビエンナーレに日本代表と

して出品するなど、日本の抽象絵画の先駆者と

して国際的に活躍した山口長男の展覧会を開催

します。

南溟館の収蔵品の中から、油彩画、水彩画作品

の他、貴重な陶器の絵付け作品を展示します。

会期 ４月25日(土)～５月29日(金)

会場 南溟館

観覧料 無料

しゃらくたてがみ写真展の中止について

４月28日(火)から５月29日(金)まで予定して

いました「しゃらくたてがみ写真展」は、中止

となりました。

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

５月の行事(午前10時から)

８日(金) 母の日プレゼント作り(要予約)

11日(月) 骨盤体操(要予約３名まで)

12日(火) 読み聞かせ「プーたん」

13日(水) ママのための有酸素運動

16日(土) 立神海の風こども園(小運動会)参加

19日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

20日(水) ベビーマッサージ(要予約)

21日(木) いも植え

26日(火) 食育講座(要予約)

27日(水) 誕生会

28日(木) 音楽遊び

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更、または中止することがありますの

で、予めご了承ください。

※19日(火)の園庭遊び、21日(木)のいも植えが

雨の場合は、キッズルームで遊びます。16日

(土)の小運動会が雨の場合は23日(土)に延期

(23日が雨の場合は中止)します。

※要予約の活動は、人数に制限があるものもあ

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 非凡です
                                             

■ 謎かけの答え＝○ ○ ○

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

11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

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

72-7176

15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

16日(土)

親子で作る郷土料理
桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

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

18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

21日(木) ◎男性料理教室 健康センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

24日(日) ホタルの研究
田布川ビオトープ 18:00～20:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

まちのカレンダー

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

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。



令和２年度

枕崎市立病院会計年度任用職員募集

1 応募受付期間  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（土曜日，日曜日，祝日及び 12

月 29 日から１月３日までの期間を除く）。

２ 採用職種，予定人数，職務内容等

  「枕崎市立病院会計年度任用職員募集職種一覧」（以下「病院職種一覧」）をご覧ください。

３ 受験資格

  「病院職種一覧」の応募資格のほか，地方公務員法第16条の規定に基づき，次のいずれ

かに該当する者は受験できません。

ア 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなる

までの者

イ 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

ウ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又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,又はこれに加入した者

４ 試験の方法及び実施日

ア 試験方法  面接試験（面接試験結果による合格予定者のみ健康診査）

イ 試験実施日 受験票に記載する日時・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。

５ 最終合格者

  試験日後 14 日以内に，郵送で受験者全員に合否結果を文書で通知します。

合格予定者は医療機関発行の健康診断書を提出し，問題がなければ最終合格となります。    

また，免許等の保有要件のある職種の最終合格者については，その免許等の写しの提出が

必要となります。

６ 応募方法

「枕崎市立病院会計年度任用職員申込書兼履歴書」（様式あり）に必要事項を記入し（写

真貼付），84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号）を添付して市立病院管理係

に提出してください。

≪申込書兼履歴書の入手方法≫

  市立病院管理係で直接入手するか，市ホームページからダウンロードできます。

≪提出方法≫

   提出書類を入れた封筒の表に「会計年度任用職員申込書在中」と朱書きし，封筒の裏に差出

人の住所及び氏名を明記の上，郵送又は持参してください。

≪問合せ・申込先≫

  〒898-0034 枕崎市日之出町 230 番地

   枕崎市立病院 管理係 Tel 0993(72)0303 Fax 0993(72)0438



【枕崎市立病院　会計年度任用職員募集職種一覧】
加入保険

休日

健 厚 雇 労

土 日 祝 他

健 厚 雇 労

他　 　 　 

看護師

202,700円～

225,300円

准看護師

195,400円～

216,600円

他　 　 　 

3
看護師業務職員
(市立病院)
※夜間勤務あり

1人

6:45～15:30
8:30～17:15

10:00～18:45の
うち7時間30分
16:30～9:00の
うち15時間

看護師免許又は准看護師免許を有す
る方
現在，市内医療機関に勤務していな
い方

健 厚 雇 労

枕崎市立病院
管理係
72-0303

164,600円～
　193,300円

179,700円～
　203,000円

2
看護補助者業務職員
(市立病院)
※夜間勤務あり

1人

6:45～15:30
8:30～17:15

10:00～18:45の
うち7時間30分
16:30～9:00の
うち15時間

現在，市内医療機関に勤務していな
い方

看護師と共同して行う看護補助者
業務等

1
医療事務職員
(市立病院)

1人
8:30～17:15の
うち7時間30分

医療事務又は診療記録管理業務の実
務経験がある方
現在，市内で医療事務として勤務し
ていない方

医療事務，窓口業務等

看護師業務等

仕事の内容等 問合せ・申込
職種
番号

職種
(勤務場所)

募集
人数

勤務時間 報酬 応募資格


