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募集(第34回「健康促進月間」作文・標語・川柳コンクールについて／市営住宅及び特定

公共賃貸住宅の入居者／会計年度任用職員(道路作業員)／会計年度任用職員(重機械運転

手))、相談(年金相談所を開設)

お知らせ(上下水道料金の支払猶予について／国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医

療保険料が減免される制度について／計量器(はかり)定期検査の延期について／７月のセッ

ト健診中止のお知らせ／軽自動車税納税証明書(継続検査用)について／６月１日～７日は

「水道週間」／５月21日～６月20日は「河川愛護週間」／６月１日～30日は「土砂災害防止

月間」)

お知らせ(お口元気歯ッピー検診実施について／６月21日～27日は「ハンセン病問題を正し

く理解する週間／６月23日～29日は男女共同参画週間)、６月の納税について、(戦没者遺骨

のＤＮＡ鑑定の実施について／「ＨＩＶ検査普及週間」におけるＨＩＶ夜間検査／長寿健康

診査のご案内／プール開設の中止について)

お知らせ(木造住宅の耐震診断・改修工事補助金交付制度について／高齢者の肺炎球菌予防

接種について／風しんの抗体検査・第５期の定期予防接種のクーポン券を送付／ウミガメの

保護にご協力を／夏の節電活動の参加者募集について)

お知らせ(農薬の適性の使用について／片平山公園グラウンド及び北側駐車場の利用制限

について／市道の道路改良工事に伴う通行止めについて／市道の法面変状対策工事に伴

う通行止めについて)、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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社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けて

５月14日、鹿児島県に出されていた新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されました。

市民の皆様には、これまで感染予防にご協力いただきありがとうございました。

今後は、引き続き、手洗いやマスクの着用、３密回避など基本的な感染対策を継続するととも

に、国が示している「新しい生活様式」の実践などにより、社会経済活動と感染拡大防止の両立に

向けた取組をしっかりと進めていく必要があります。今後ともご理解とご協力をお願いします。
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募   集

第34回「健康増進月間」作文・標

語・川柳コンクールについて

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・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、県国民健康保険団体連合会

ホームページ(https://www.kokuhoren-kagoshi

ma.or.jp)の募集要領をご覧ください。

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

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 ６月５日(金)まで

募集戸数 ５戸

①桜山団地206号(桜山町540番地-１)

②桜山団地209号(桜山町540番地-１)

③亀沢団地512号(明和町75番地)

④権現団地405号(岩戸町407番地)

⑤小山平団地104号(園見本町267番地)

構造(間取り) ①、②、③、④＝中層耐火造３

階建(３ＤＫ)、⑤＝簡易耐火造２階建(３ＤＫ)

建設年度 ①、②＝昭和58年、③＝平成６年、

④＝平成２年、⑤＝昭和55年

家賃 ①、②＝14,900円～、③＝24,900円～、

④＝17,500円～、⑤＝15,700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(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)

遠見番住宅101号(岩戸町307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)

応募資格 応募内容 締め切り

県内の小・中

学生・高校生
作文、標語

８月７日(金)

必着

県内の一般の

方
川柳

７月27日(月)

必着
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相   談
会計年度任用職員(道路作業員)

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)を建設課土木係に提出し

てください。

募集人員 １名

応募資格  

・市内に居住している方

・心身ともに健康な方

・普通自動車免許を有する方

・農作業または土木作業等の経験のある方

選考方法 面接試験、健康診査(合格者のみ公

的病院の健康診断書提出)

試験日及び場所 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) 

会計年度任用職員(重機械運転手)

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)を建設課土木係に提出し

てください。

募集人員 １名

応募資格  

・市内に居住している方

・心身ともに健康な方

・大型特殊自動車及び普通自動車免許(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)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

選考方法 面接試験、健康診査(合格者のみ公

的病院の健康診断書提出)

試験日及び場所 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) 

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、新型コロナウィルス感染症予防

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。

なお、詳しくは、市民生活課国民年金係にお問

い合わせください。

日時 ６月４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。日程は次のとお

りです。

・６月18日(木) 南九州市川辺文化会館

・６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)
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お 知 ら せ

上下水道料金の支払猶予について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により上

下水道料金の支払いが困難な方につきましては、

５月以降の請求について猶予することができま

す。猶予を希望される方は、水道課へ電話で相

談ください。

対象者 新型コロナウイルス感染拡大の影響

で収入や収益が減少したなどの理由により、

一時的に上下水道料金の支払いが困難となっ

た個人・事業所等

猶予期間 最長４カ月

※猶予した月分の料金は、猶予期間の経過後

お支払いいただくことになりますので、ご

注意ください。

問合せ 水道課管理係 TEL72-0224

国民健康保険税・介護保険料・後期

高齢者医療保険料が減免される制度

について

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」により、感染症の影響により世帯の主たる

生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件の全

て(介護保険料は①と③)にあてはまる場合、ご

本人の申請により保険税(料)が減額されます。

要件

①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損

害賠償等により補填されるべき金額を控除

した額)が前年の当該事業収入等の額の10分

の３以上であること。

②前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第

314条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに法施行令に規定する他

の所得と区別して計算される所得の金額(地

方税法第314条の２第１項各号及び第２項の

規定の適用がある場合には、その適用前の

金額)の合計額が1,000万円以下であること。

③減少することが見込まれる事業収入等に係

る所得以外の前年の所得の合計額が400万円

以下であること。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154)

計量器(はかり)定期検査の延期につ

いて

計量器(はかり)を商売等で取引または証明上の

計量に使用する場合は、法律で２年に１回の定期

検査が義務付けられています。

今年はその定期検査の年になっており、６月に

実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、８月に延期することになりま

した。詳しい日程は、６月号もしくは７月号の広

報紙等でお知らせします。

※前回の定期検査に合格した「はかり等」には定

期検査済証印(定期検査済み証印を印刷した青

色のシール)が付されていますが、８月の検査

まで有効となっていますので、ご安心ください。

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線 421)

７月のセット健診中止のお知らせ

市では、市民の皆さんの生活習慣病対策やが

んの早期発見等を目的に、各種健(検)診を実施

しています。今年度も７月から集団健診を開始

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策

のため、７月１日から16日までのセット健診を

中止といたします。

健診を再開する際には、広報紙、お知らせ版、

ホームページ、防災無線放送等によりお知らせ

する予定です。

中止するセット健診(Ａ日程：７月１日～16日)

・特定健診(枕崎市国民健康保険)

・長寿健診(後期高齢者医療制度)

・胃がん・腹部超音波・肺がん・大腸がん・前立

腺がん・肝炎ウイルス・骨粗しょう症の各検診

※「特定健診」、「長寿健診」のうち、協力医

療機関での個別健診を希望する方は、各協力

医療機関にお問い合わせください。

※「長寿健診」は、令和２年度以降セット健診

に含めて実施する予定でしたが、今年度は個

別健診のみといたします。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、

再度の変更も考えられますので、ご了承をお

願いします。

問合せ 健康センター TEL72-7176
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軽自動車税納税証明書(継続検査用)

について

６月１日は軽自動車税の納期限です。

あらかじめ送付した納付書で納付される方は、

領収書が継続検査用の納税証明書になりますの

で、車検証と一緒に保管し、継続検査に備えて

ください。

また、口座振替を利用している方の軽自動車

税は、６月１日に指定の口座から引き落とされ

ます。

そのため、下記の期間については、納税の確

認が取れず、軽自動車税納税証明書(継続検査

用)の発行ができません。証明書の必要な方は、

軽自動車税の引き落とされた通帳を記帳の上税

務課13番窓口で申請してください。納税証明書

は、全ての金融機関から引き落とし結果データ

を処理後送付いたします。

期間 ６月１日(月)～３日(水)

必要なもの 軽自動車税引き落としが記帳され

た通帳、印鑑

※証明書発行手数料は無料です。

問合せ 税務課課税係

TEL72-1111(内線154・155)

６月１日～７日は「水道週間」

今年のスローガン「飲み水を 未来につなご

う ぼくたちで」です。

水道は、ほとんどの世帯が利用できるまでに

普及しており、健康で文化的な生活やさまざま

な社会活動を支える必要不可欠な生活基盤とな

っています。水道事業の現況や水道について理

解を深め、今後の水道事業の取り組みについて

皆さんの協力を得るために設けられた週間です。

この機会に水の大切さを再認識し、安全でお

いしい水を未来まで永久に残していくため河川

や森林の環境をみんなで守っていきましょう。

問合せ 水道課管理係・施設係

TEL72-1111(内線321・323)

５月21日～６月20日は「河川愛護月間」

５月21日から６月20日までを河川愛護月間と

し、県下一斉に河川愛護運動を実施しています。

この運動は、広く県民の皆さんに川を大切にし、

また、川をきれいにする河川愛護作業に参加し

ていただくことによって、美しい郷土づくりを

実現しようとするものです。皆さんの近くを流

れる川はきれいですか。川は私たちみんなのも

のです。川にゴミや空き缶など投げ捨てないよ

うにしましょう。

地域で行われている川の清掃作業に自主的に

参加し、運動の成果が上がるようご協力をお願

いします。また、各地域や公民館での取り組み

もお願いします。

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

６月１日～30日は「土砂災害防止月間」

６月１日から30日までの期間は、「土砂災害

防止月間」です。

梅雨期に入り、集中豪雨などによる土砂災害

が心配されるこの時期に、土砂災害防止に対す

る市民の理解と関心を深め、防災知識の普及を

図るとともに、警戒避難体制の整備等を促進し、

被害の防止や軽減を図ることとしています。

大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩

れ等の土砂災害が発生すると、多くの尊い人命

が失われます。土砂災害から生命を守るため、

日ごろから十分に注意しましょう。

また、被害を防止するためにも、危険な箇所

等に気づいたら、建設課までご連絡ください。

なお、鹿児島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

を確認することが出来ます。

■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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お口元気歯ッピー検診実施について

県後期高齢者医療広域連合では、今年度76歳

及び80歳の誕生日を迎えられる方を対象に、お

口元気歯ッピー検診(口腔検診)を無料で実施し

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(オレンジ封筒)を

送付します。

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。予約の上、受診ください。

ただし、緊急事態宣言期間中は、検診を受診で

きませんので、ご了承ください。

検診期間 ６月１日(月)～１月31日(日)

対象者

・今年度76歳のお誕生日を迎える方(昭和19年

４月１日から昭和20年３月31日生まれの後期

高齢者医療被保険者)

・今年度80歳のお誕生日を迎える方(昭和15年

４月１日から昭和16年３月31日生まれの後期

高齢者医療被保険者)

注意事項 新型コロナウイルス感染症の感染状

況を踏まえて、体調を第一に考え、無理のない

範囲で受診してください。

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、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

６月21日～27日は「ハンセン病問題

を正しく理解する週間」

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るた

めに、県では「ハンセン病問題を正しく理解す

る週間」を定めています。

誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、

ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、

かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。

病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰

が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、

療養所での生活を余儀なくされています。

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン

病であった方々等が、平穏に安心して生活でき

る地域づくりのために、また、二度とこのよう

な悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一

人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく

理解することが大切です。

問合せ 健康センター TEL72-7176

６月23日～29日は男女共同参画週間

６月23日から29日の１週間は「男女共同参画

週間」です。今年度のキャッチフレーズは「そ

っか。いい人生は、いい時間の使い方なん

だ。」、「ワクワク・ライフ・バランス」です。

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家

庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男

女共同参画社会」を実現するためには皆さん一

人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの

男女のパートナーシップについて、この機会に

考えてみませんか。

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)

６月の納税
市民税１期

国民健康保険税２期

後期・介護保険料２期

市税休日納付・相談窓口開設日

６月 21 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



             ７

戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定の実施につ

いて

遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨

の身元特定のため、令和２年４月から、硫黄島

及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁

の戦没者の御遺骨について、御遺族だと思われ

る方からの申請を募り、厚生労働省の審査後、

ＤＮＡ鑑定を実施することになりました。申請

用紙等は厚生労働省社会・援護局事業課にご請

求いただくか、厚生労働省のホームページから

ダウンロードできます。

問合せ

厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室

TEL03-5253-1111(内線4519・3506)

県くらし保健福祉部社会福祉課調査援護係

TEL099-286-2830

「ＨＩⅤ検査普及週間」におけるＨ

ＩⅤ夜間検査

全国的に展開される「ＨＩⅤ検査普及週間」

(６月１日～７日)に合わせて県は、ＨＩⅤ検査

について広く周知することにより浸透・普及を

図るとともに、県内各保健所において平日夜間

にＨＩⅤ検査(原則無料)を実施して、ＨＩⅤ感

染者・エイズ患者の早期発見に努めています。

加世田保健所では下記の日程で実施されますの

で、検査をご希望の方は５月29日(金)17時15分

までに加世田保健所へ電話にてご予約ください。

検査日時 ６月１日(月) 午後５時15分～７時

場所 加世田保健所(南さつま市加世田村原２

丁目１-１)

検査内容及び所要時間 ＨＩⅤ検査後、結果告

知(概ね１時間程度)

問合せ・申込み 加世田保健所 TEL53-2315

長寿健康診査のご案内

令和２年度 長寿健康診査の個別健診を、市

内各協力医療機関において、下記の日程で実施

予定です。

※新型コロナウイルス感染症対策により、長寿

健診の、集団健診は中止します。個別健診は

実施予定ですが、緊急事態宣言発令中は受診

できません。また、今後の感染状況等により、

予約を受け付けられない場合や、変更をお願

いする場合がありますので、あらかじめご了

承ください。

対象者 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの

方(満75歳以上の市民または65歳から74歳の障

害認定を受けている方)

期間 ６月１日(月)～２月27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、健診の結果により治療を

行う場合は、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)必要な場合は、心電図、眼底検

査、貧血検査も行います。

持参する物 「後期高齢者医療被保険者証と長

寿健診受診通知書(対象の方に通知)」の両方

問合せ 健康センター TEL72-7176

プール開設の中止について

市内にある３施設のプールについては、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を徹底するた

め、今年度の開設を行わないことに決定しましたのでお知らせします。

市民の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

・市営プール 問合せ 保健体育課保健体育係 TEL72-0170

・火之神公園プール 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 問合せ 建設課都市計画係 TEL72-1111(内線236)



８

木造住宅の耐震診断・改修工事補助

金交付制度について

市では、地震による人的被害及び経済的被害

を防止・軽減するため、木造住宅の耐震診断及

び耐震改修工事に対し、予算の範囲内において

補助金を交付します。

補助の要件

・木造の専用住宅または併用住宅(住宅の用途

に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１

を超えるもの)であり、現に居住の用に供し

ていること。

・自己の所有または居住の用に供していること。

借家は所有者が同意していること。

・昭和56年５月31日以前に建築されたもの、ま

たは着工されたものであること。

・耐震改修工事の施工者は、市内に事業所を有

する法人または市内に住所を有する個人事業

主であること。

・市税の滞納がないこと

補助額

・耐震診断の場合は、国と市で対象事業費の３

分の２を補助しますが、上限を１棟につき６

万円とします。

・耐震改修工事の場合は、国と市で対象事業費

(１平米あたり上限33,500円)の100分の23を

補助しますが、上限を１棟につき30万円とし

ます。

・補助金の交付回数は、木造住宅１棟につきそ

れぞれ１回とします。

受付期間 10月30日(金)まで(先着順)

※令和３年２月末までに事業完了すること。

※すでに耐震診断、改修工事を終えている場合

は対象外です。

問合せ 建設課建築係 TEL72-1111(内線326)

高齢者の肺炎球菌予防接種について

平成26年10月１日から、65歳以上の方を対象

とする肺炎球菌の予防接種が定期接種となりま

したが、令和元年度から令和５年度までの５年

間引き続き実施され、これまで一度も接種した

ことがない方に改めて接種機会が設けられまし

た。令和２年度の対象になる方には個人に通知

しておりますが、転入者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、これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッ

カライドワクチンの予防接種を受けたことがあ

る方は対象となりません。任意接種されている

方は健康センターまでお電話ください。

対象者

■次の生年月日に該当し、これまでに23価肺炎

球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの予防接

種を受けたことが無い方

・昭和30年４月２日～昭和31年４月１日生

・昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生

・昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生

・昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生

・昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生

・昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生

・大正14年４月２日～大正15年４月１日生

・大正９年４月２日～大正10年４月１日生

■60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または

呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が

極度に制限される程度の障害を有する方及び

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日

常生活がほとんど不可能な程度の障害を有す

る方。

接種期限 ３月31日

接種場所 有山内科、ウエルフェア九州病院、

尾辻病院、小原病院、茅野内科医院、国見内科

医院、サザン・リージョン病院、立神リハビリ

テーション温泉病院、枕崎こどもクリニック、

枕崎市立病院、溝口クリニック

接種方法 接種を希望する医療機関に申し込み、

成人用肺炎球菌ワクチンを１回接種する。

料金 医療機関の設定した料金から3,000円を

差し引いた額(3,000円を公費助成します)。

問合せ 健康センター TEL72-7176



             ９

風しんの抗体検査・第５期の定期予

防接種のクーポン券を送付

これまで公的な風しんの定期接種を受ける機

会がなかった世代の男性を対象に、風しん抗体

検査及び予防接種を受けることができる制度が

昨年度から開始されています。妊娠中の女性が

風しんに感染することで起こる子どもの眼や耳

等の障害を含む先天性風しん症候群の発生を防

ぐために、全世代で集団免疫を獲得することが

必要とされています。

風しんの抗体検査を実施し、その結果十分な

量の風しんの抗体がないことが判明した方に、

風しんの第５期の予防接種を行います。クーポ

ン券を受け取られた方は、ぜひこの機会にお受

けください。また転入などでクーポン券をお持

ちでない方や、昨年度クーポン券を送付した昭

和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男

性でクーポン券を紛失された方は健康センター

までご連絡ください。

対象者 昭和37年４月２日～昭和54年４月１日

に生まれた男性で、抗体検査や予防接種実施日

に本市に住民登録のある方。

実施期間 ２月28日まで(ただし医療機関の診

療時間内）

※現在交付されているクーポンの使用期限です。

実施方法

・実施機関に電話での確認・予約を行ってください。

・クーポン券(抗体検査券)を使用し抗体検査を

実施します。抗体検査の結果、抗体価が基準

値以下であった場合、クーポン券の予防接種

券を使用し、麻しん風しん混合ワクチンを接

種します。

費用 無料

持参する物

クーポン券、本人確認書類(運転免許証、健

康保険証など)、抗体検査受診票

※記録がある方は、過去に受けた抗体検査また

は予防接種もしくは風しんの罹患の記録

実施機関

有山内科医院、ウエルフェア九州病院、小原病

院、茅野内科医院、国見内科医院、サザン・リ

ージョン病院、枕崎こどもクリニック、立神リ

ハビリテーション温泉病院、枕崎市立病院、溝

口クリニック、森産婦人科

※市外の医療機関については、希望する医療機

関に直接お問い合わせください。

問合せ 健康センター TEL72-7176

ウミガメの保護にご協力を

県では、「鹿児島県ウミガメ保護条例」が制

定されており、県内全域の海岸で許可なくウミ

ガメを捕獲したり、卵を採取することは禁止さ

れています。

本市でも海岸への上陸が確認されております。

ウミガメは非常に警戒心が強いので、次のこ

とに注意し、ウミガメの保護にご協力をお願い

いたします。

・ウミガメの活動する夜間に砂浜を歩き回った

り、ライトやマッチを点けないようにしまし

ょう。

・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。

・タバコや花火はひかえ、ゴミは持ち帰るなど

海岸の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)

夏の節電活動の参加者募集について

県では九州各県と共同で家庭や地域でのCO２

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。どなたでも参加できま

すので、お気軽にご参加ください。

募集期間 ７月17日(金)まで

特典 募集期間内に申込みをし、３カ月分(７

月～９月)の電気の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円分のポ

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

ページからお申込みいただけます。

詳細につきましては「九州エコライフポイン

ト」のホームページ(https://q-ecolife.com/)

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)
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農薬の適正使用について

農薬等の使用回数が増えるこれからの時期は、以

下の点に特に注意しながら適正に使用しましょう。

・決められた対象作物、使用時期、回数、使用

濃度等を守ること。

・適切な防除衣、保護具(マスク、手袋など)を

着用すること。

・散布時には薬剤がほ場の外に飛散したり、流

出したりしないよう十分注意すること。

・クロルピクリンの使用にあたっては、人畜に

被害及ぼす恐れのある場所は避け、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。

・使用期限の切れた農薬、不要になった農薬及

び使用済みの空容器は適正に処分すること。

・農薬は食品と区別し、容器はきちんと封をし

てから鍵をかけて保管し、農薬の散布記録を

つけておくこと。

問合せ 農政課特産振興係 TEL72-1111(内線333)

片平山公園グラウンド及び北側駐車

場の利用制限について

片平山配水池更新事業の工事用仮設道路設置

及び工事用現場事務所設置に伴い、グラウンド

と北側駐車場の一部が利用禁止になります。

市民の皆さんにはご迷惑をおかけいたします

がご理解とご協力をお願いします。

制限期間 ５月20日～令和４年12月(予定)

問合せ 建設課都市計画係 TEL72-1111(内線236)

市道の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、港町と中町沿いに

ある市道の一部が車両通行止めとなります。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。

通行止め期間 ５月中旬頃～９月(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234)

市道の法面変状対策工事に伴う通行

止めについて

市営墓地北側交差点から篭原集落に通ずる市

道若葉篭原線法面変状対策工事に伴い、市道の

一部が歩行者・車両ともに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。

通行止め期間 ６月上旬頃～11月(予定)

規制時間 午前８時30分～午後５時

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

駐車場

利用禁止

利用禁止

(仮設道路)
南
溟
館

片平山公園グラウンド

トイレ
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

インスタグラム展

～南薩のインスタグラマーより～

南薩地域の「人・食・景色・暮らし」に密着

したインスタグラマー(写真)展です。

会期 ６月16日(火)～７月３日(金)

会場 南溟館(第１展示・市民ギャラリー)

時間 午前９時～午後４時30分

観覧料 無料

南薩で活躍されているインスタグラマー11名

に協力いただき、作品を展示します。

同時開催

「南薩とりっぷインスタグラムフォトコンテス

ト」作品展示

南薩の新たな魅力を再発見することを目的と

して、南薩で撮影された「南薩の人・食・景色

・暮らし」に関する写真をインスタグラム上で

募集した写真の中から、50点を選び展示します。

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

６月の行事(午前10時から)

２日(火) 読み聞かせ「プーたん」

11日(木) 骨盤体操(要予約３名まで)

12日(金) 父の日プレゼント作り

16日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

17日(水) ベビーマッサージ(要予約)

25日(木) ママのための有酸素運動

26日(金) 誕生会

30日(火) 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。

※16日(火)の園庭遊びが雨の場合は、キッズル

ームで遊びます。

※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 避けよ、咲けよ、とねっかいが言う

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１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

８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

14日(日) ◎六月灯の灯篭つくり
金山地区公民館 9:00～12:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

15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

18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

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

72-2221

20日(土)

枕崎の史跡めぐり
枕崎市内 13:30～15:30
【対象】小学4～6、中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

映画を楽しもう
別府地区公民館 13:30～15:30
【対象】幼児、小学1～3、保護者

別府地区公民館

76-2010

七夕飾りと読み聞

かせ

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

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

※ 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。

                                             

■ 謎かけの答え＝○ ○ ○
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。
まちのカレンダー６ 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


