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４月２６日、町立佐多小学校の児童４９人が東日
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本大震災の被災地へ贈る支援米の田植えを行いまし

●ふるさと宅配便・・・・・・・Ｐ９〜Ｐ１０

た。当日は、保護者や先生方の指導のもと、一列に
並んで地震で困っている人たちのために思いを込め
て稲の苗を一つ一つ植えました。８月には、稲刈り
を行い、支援米として被災地へ届けられる予定です。

若きも元気なまち創り
平成 23 年度予算と財政状況
歳入

自主財源 13.8％
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平成 年度一般会計
当初予算額は 億 千
百 万 千円となりま
した︒
歳入では上記グラフ
のとおり地方交付税交
付金が全体の ・ ％ で
す︒この地方交付税交付
金を含む依存財源が約
・ ％ となっています︒
一方︑自主財源は全体の
・ ％ に と ど ま り︑ 依
然として厳しい財政状況
が続いています︒
歳出では︑公債費︑扶
助費等削減が難しいもの
を含む義務的経費の割合
が大きい状況です︒
この厳しい財政状況の
中︑町の借金である町債
の残高は︑計画に基づき
年々減少し︑町の預金で
ある基金残高は︑年々増
加してきております︒
平成 年度も︑最小限
の経費で最大の効果を生
み出せるよう財政運営に
努め︑創意工夫により﹁子
や孫と一緒に暮らせるま
ち﹂の実現に向け︑効率
的な事業執行に努めてい
きます︒
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地域活性化で老いも
一般会計予算総額 57 億 4,401 万 8 千円
歳出

義務的経費 56.8％
性質別歳出の内訳

目的別歳出の内訳

【普通建設事業・災害復旧費】
478,020 千円（8.3%）
【維持補修費・積立
金・投資及び出資
金・繰出金・予備費】
688,616 千円
（12.0%）

【予備費】5,000 千円（0.09%）

【人件費】
1,419,287 千円
（24.7%）

【議会費】118,288 千円（2.06%）
【公債費】
1,184,562 千円（20.62%）
【総務費】
1,123,014 千円
【災害復旧費】
（19.55%）
1,950 千円（0.04%）
【教育費】
441,575 千円（7.69%）

歳出総額
5,744,018 千円

【消防費】
194,955 千円（3.39%）

【物件費】
563,498 千円
（9.8%）

【公債費】
1,184,562 千円
（20.6%）

【農林水産業費】
【衛生費】
459,325 千円（8.0%） 413,106 千円（7.19%）

【投資的経費】8.3％ 「普通建設事業・災害復旧費」の
ことで、支出の効果が最終的に資本形成に向けられるも
のです。支出総額に占める割合が財政の自由度を示して
いるといえます。

町の予算は、上記グラフのとおり、議会運営に係る経
費である「議会費」、高齢者福祉や子育て支援等の町民
福祉の向上に係る経費である「民生費」など、その目的
に応じて区分されています。
この目的別に歳出を見てみますと、「民生費」が全体
の 24.89％を占めています。
次に比率が高いのが「公債費」の 20.62％です。町債
として借り入れた資金の償還に充てるための経費です。
「総務費」は、19.55％です。職員管理や財産管理等、行
政運営に係る経費です。町の預金である基金への積立金
も総務費に含まれます。
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【民生費】
1,429,580 千円
（24.89%）

【商工費】
100,145 千円（1.74%）

【義務的経費】56.8％ 「人件費」・「扶助費」・「公債費」
のことで、法令やその性質により、支出が義務づけられ
ているものです。支出総額に占める割合が大きいほど、
財政の硬直度が高いといえます。
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5,744,018 千円

【扶助費】
659,511 千円
【土木費】
（11.5%）
272,518 千円（4.74%）

【補助費等】
750,524 千円
（13.1%）
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歳出総額
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まちの話題

どうぶつランド開園

日︑根占保育園の敷地内に

◎根占保育園にヤギ贈呈
４月

ます︒

で︑保育園児以外も自由に見学でき

今後︑ウサギも仲間入りする予定

興味津々の様子でした︒

を﹁ミルク﹂と﹁メイ﹂と名付けて

園児たちはみんなで子ヤギの名前

が贈られました︒

この日︑花之木農場より子ヤギ２匹

骨鶏・インコ・カメが飼われており︑

この﹁どうぶつランド﹂には︑烏

うぶつランド﹂が開園しました︒

動物とのふれあいを目的とした﹁ど

26

よろしくお願いします！
◎南大隅町転入教職員宣誓式
４月８日︑南大隅町転入教職員宣
年度に南大隅町に転入さ

誓式が中央公民館文化ホールで行わ
れ︑平成
人の先生方が参加しました︒

また︑転入教職員を代表して︑佐
多小学校の長谷佳奈養護教諭が宣誓

長谷佳奈養護教諭（佐多小）が宣誓を行いました

頑張ってほしい︒﹂と挨拶しました︒

ながりも強い︒早く地域にとけこみ

小学校は小規模校が多く地域とのつ

式では田中純也教育長が﹁町内の

れた

23

を行いました︒

東北に届け！
谷渡るこいのぼり
日︑瀬戸山睦輪会︵会長

農大生と農家との交流

日から５月

日にかけて︑

◎東京農業大学アジア・
アフリカ研究会春合宿

４月

回 目 と な る︑﹁ 東 京 農 大 ア

人を

戸の受入農家

な成果を持ち帰りました︒

民の皆さんとの交流も含めて︑大き

学生のみなさんは︑受入農家や町

体験しました︒

が迎え入れ︑農業や農家の暮らしを

今年は学生

目的のもと実施されました︒

を磨き︑国際協力を目指す﹂という

こ の 合 宿 は︑﹁ 農 業 を 通 し て 自 己

年ぶりに行われました︒

ジア・アフリカ研究会春合宿﹂が２

今年で

15 30

◎瀬戸山坂のこいのぼり
４月

徳永和幸︶のみなさんの手によって︑
東日本大震災の被災地へ﹁元気を送
ろう﹂と谷を渡るこいのぼりが揚げ
られました︒

10

10

元気に泳ぐこいのぼり

こ の こ い の ぼ り は 長 さ２７ ０ｍ ︑
高低差 ｍ の谷を結び︑眼下に見え
匹のこいのぼりが揚げ

る錦江湾を泳ぐ様は迫力満点です︒
今年は約

楽しませていました︒

られ︑町内外から訪れた人々の目を

80

20

24

80

33

子ヤギに首かざりを贈る園児代表

農作業に汗を流す農大生
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農業者団体
﹁南風︵はえんかぜ︶﹂の活動

南大隅町の若手農業者団体﹁南風

︵はえんかぜ︶﹂が幅広い交流を目的

に企画した﹁なんぐうジャガイモの

収穫と料理体験﹂が５月３日に行わ

人が参加し

60

れました︒

当日は町内外から約

ました︒雨天のためジャガイモの収

穫ができませんでしたが︑農業施設

等を見学した後︑旬のジャガイモ料

理をみんなで作りました︒

ま た︑ 春 合 宿 中 の 東 京 農 大 ア ジ

ア・アフリカ研究会のメンバーも加

わり︑幅広い交流を深める良い機会

となりました︒

まちの話題

交流会の様子

関西南大隅会総会開催

５月８日︑大阪市なんば道頓堀ホ

テルで︑関西南大隅会総会が開催さ

れました︒

今年は︑創立 周年の記念総会で

約１５０人の本町出身者や関係者が

参加しました︒

会では︑中村睦朗会長があいさつ

し︑森田俊彦町長が本町の現況等を

報告した後︑懇親会が開催されまし

た︒集まった会員のみなさんは︑ふ

るさと南大隅への想いを語り大いに

盛り上がりました︒

10

森田町長のあいさつ

図書館からの
お知らせ
2011.MAY.

☆図書館の本は、予約やリクエストができます。お気軽にどうぞ！
根占図書館
●ぬばたま

あさのあつこ（新潮社）

●ストーリー・セラー

有川

◆社会教育課
■世界なんでもナンバー１
TEL：24-316
TEL：24-31
64
■現代版アストロボーイ鉄腕アトム
◆佐多図書室
佐多図書室
TEL：26-0511（代表）
●小学五年生

●は一般図書
■は児童書です。

浩（新潮社）

羽豆成二（ポプラ社）
手塚

治虫（手塚プロダクション）

重松

清（文藝春秋）

●地震イツモノート

地震イツモプロジェクト編
（木楽舎）

■イヌのヒロシ

三木

■せきとりしりとり

サトシン（文溪堂）

卓（理論社）

４月２３日の「おはなし会」
今回のおはなし会は、「うのはな会」の方々にして
いただきました。読みきかせや紙芝居、歌など子供た
ちもすべてに興味津々で楽しそうに聞いたり、歌った
りしていました。
当日は「うのはな会」の方が用意してくださったこ
いのぼりに、子どもたちが折り紙でうろこを付け、最
後はこいのぼりの歌を歌って終わりました。
休館日●根占図書館
5

６／６（月）・２０（月）
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●佐多図書室

土日・祝日はお休みです。

員を派遣しました︒その肝付町の支

んでいた肝付町が震災発生直後︑職

縁で大船渡市との間に災害協定を結

国６市町で組織する﹁銀河連邦﹂の

宇宙航空研究機構の施設がある全

でも詰めるのではなく︑種類ごとに

こと︒食料品については︑箱になん

イズ別︑種類別に箱単位で整理する

で感じたことは︑衣類は男女別︑サ

ごとに区分けを行いました︒物資班

トラックで運ばれてくる物資を種類

大隅半島４市５町復興支援チーム

援に協力する形で南大隅町を含む大

箱単位で︑整理して発送することが

警備班についてですが︑被害を受

隅半島４市５町による復興支援チー

南大隅町の第一陣として水流保健

けた自動車が二千台以上集められて

重要である事を感じました︒

課長と熊之細企画振興課主幹の２人

おり︑盗難防止の警備と︑ナンバー

ムが結成されました︒

が派遣されました︒以下︑熊之細主

プレートの残っている車の調査でし

チームとして岩手県大船渡市へ南大

身は自分で守る︑決して家族を探し

震が発生し避難するときは︑自分の

大船渡市民は︑小さいときから地

にくる方々が多数おられました︒

行方不明者の手がかりにと車を確認

た︒異臭の中での作業でしたが毎日︑

幹の活動報告です︒

支援チーム活動報告

○被災地の皆さんと共に

日まで復興支援

隅町から２人の職員が派遣されまし

にいかないという教育がされている

４ 月９ 日 か ら

た︒現地に行って見た状況は︑想像

との事でした︒防災に対する心構え

最後に︑ライフラインも日増しに

を絶するものでした︒大船渡市の繁

を参考に津波想定区域が設定してあ

改善され︑がれきの撤去も始まって

の必要性を改めて痛感しました︒

りましたが︑それをはるかに超える

張ってくださいではなく︑被災地の

いるようですが︑被災地の方々に頑

支援活動についてですが︑物資班︑

等

皆さんと共にできる事をがんばろう

熊之細

給水班︑警備班の３つが主な活動で

企画振興課主幹

と思います︒

の出し入れが主な業務でした︒大型

育館が物資の拠点施設となり︑物資

物資班については︑市内の小学校体

津波で︑一面がれきの山でした︒

華街が壊滅的な状況で︑以前の津波
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東日本大震災
がれきの残る大船渡市内（４月 12 日本町職員撮影）
４市５町復興支援チームによる給水作業

大隅半島４市５町
復興支援チーム活動報告

立根小学校体育館の物資
本町第３次派遣職員による自動車確認作業
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役場保健課から

２回の予防接種で “ はしか ” は予防できます
はしか・風しん（MR ワクチン）の予防接種を受けましょう。
６月に町内の各医療機関にて、MR ワクチン接種を実施します。
対象者は、１歳・小学校就学前・中学１年生・高校３年生相当の方々です。
過去に一度接種を受けている人も、もう一度接種を受けてください。予防接種で恐ろしいはしか（麻
しん）や風しん（先天性風しん症候群など）の罹患からあなたや家族を守れます。高校３年生の方は受
験等も関係あり、６月の接種をお勧めします。又、接種済証は進学時に提示を求める学校等もあります
ので、大切に保管しましょう。
【問い合わせ先】 役場

保健課

２４―３１２６（直通）

国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する各種手続き
こんなときは１４日以内に届出を！（加入の届出が遅れると国民健康保険税はさかのぼって課税され
ます。）
国保に加入するとき
こんなときは
届出に必要なもの
ほかの市町村から転入し ほかの市町村の転出証明
てきたとき
書・印鑑
職場の健康保険をやめた
資格喪失連絡票
とき
（職場で発行）
職場の健康保険の被扶養
印鑑
者からはずれたとき
国保の保険証・印鑑
子供が生まれたとき
母子健康手帳
生活保護を受けなくなっ
保護廃止決定通知書
たとき
印鑑
外国籍の人が入るとき
外国人登録証明書
変更があるとき
こんなときは
届出に必要なもの
世帯主や氏名が変わった
とき

国保をやめるとき
こんなときは
届出に必要なもの
ほかの市町村に転出する
保険証・印鑑
とき
職場の健康保険に加入し
国保と職場の保険証（該
たとき
職場の健康保険の被扶養 当者全員分）・印鑑
者になったとき
国保加入の方が死亡した
保険証（世帯全員分）
とき
印鑑
生活保護を受けるように 国保の保険証・保護開始
なったとき
決定通知書・印鑑
外国籍の人がやめるとき
外国人登録証明書
その他
こんなときは
届出に必要なもの
保険証をなくしたとき又
身分を証明するもの
は汚れて使えないとき
印鑑
修学のため、町外に住所 保険証・在学証明書・印
町内間で転居したとき
を定めるとき
鑑
学生用保険証の方が卒業
し、本町以外の住所地に
学生用保険証をお使いの 住む場合は、国保を喪失
方へ
し、進路に応じた手続き
保険証（世帯全員分）
が必要です。
印鑑
世帯が分かれたり、一緒
保険証・印鑑
になったとき（世帯分離・
７５歳になったとき
保険証・印鑑
世帯合併）
（後期高齢者医療制度へ）
認定証を病院窓口に提示
すると区分によって窓口
入院したとき（役場へ限
負担が限度額までとなり
度額認定証の交付申請）
ます。
保険証・印鑑

【問い合わせ先】 役場
7
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保健課国保係・後期高齢者医療係

℡

２４―３１２６（直通）

●家畜伝染病の侵入を阻止しよう！
畜産農家のみなさまへ
近隣諸国で「口蹄疫」「高病原性鳥インフルエンザ」が続発しています。消毒を徹底して大切な牛・豚・
鶏等と畜産経営を自ら守りましょう。
◎消石灰の散布
農場入口や外部車両が停車する場所、畜舎周
辺へ消石灰を散布します。
◎踏込消毒槽の設置
消毒槽に入る前に、長靴等の泥や糞便をきれ
いに落としましょう。
◎農場専用長靴、作業服の利用
病原体の多くは衣服や履物に付着して運ばれ
ます。

●２年ぶりに開催

◎車両消毒の徹底
家畜市場、食肉処理場など集合施設から戻っ
た場合は、車両洗浄・消毒を必ず行いましょ
う。
◎畜舎の清掃、消毒
糞便、クモの巣、ほこりを除去後に水洗し、
十分に乾燥させた後に消毒しましょう。
◎野鳥、野生動物による侵入防止
鶏舎には２ｃｍ角以下の網目防鳥ネットの設
置とネズミの侵入を防止しましょう。

〜南大隅町春季畜産共進会〜

４月 25 日・27 日に花之木畜産集合施設、旧農協佐多繁殖センターにおいて、南大隅町根占地区・佐多
地区の春季畜産共進会が開催されました。
昨年は、宮崎県で発生した口蹄疫の影響で開催されず、２年ぶりの開催となりました。この共進会は、若
雌を対象に審査を行い、育成技術の向上と優良雌牛の発掘を目的に実施されています。両地区とも優良牛が
多数出品され、審査の結果三賞が選出されました。

根占地区三賞

●根占地区三賞
グランドチャンピオン賞（写真中央）
はなひめ１９号
柿迫 輝夫 さん（柿迫自治会）
町長賞（写真右）
やすかねしらき号
大中原 正明 さん（大中原自治会）
鹿児島きもつき農協長賞（写真左）
たかひら８１５号
高平 洋 さん（西本自治会）

佐多地区三賞

●佐多地区三賞
グランドチャンピオン賞（写真右）
たく９７号
浜田 勇三 さん（川北自治会）
町長賞（写真中央）
かねたか３号
立切 勝己 さん（上村自治会）
鹿児島きもつき農協長賞（写真左）
さや１７号
浜田 勇三 さん（川北自治会）
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チャリティーコンサート

＆

新茶まつり 2011
■日
■会

時
場

５月２９日（日）
花の木農場内
特設イベント・コンサート会場
■入場料
無料
◆ステージプログラム（変更になる場合もあります）
10：55 〜 11：00 主催者挨拶
11：00 〜 11：15 高山コーラス
11：25 〜 12：05 むらなが吟ライブ
12：10 〜 12：20 共催両町長挨拶
12：30 〜 13：15 カラオケタイム
13：30 〜 14：30 佳卓舞踏絵巻
主催

社会福祉法人

白鳩会

共催

南大隅町

南大隅町教育委員会

錦江町

錦江町教育委員会

問い合わせ先
社会福祉法人

白鳩会

℡０９９４―２４―２５１７

とどけます。あなたの声を行政に
大浜中自治会の寺園洋一氏（平成２３年４月１日付け再任）と竹
之浦自治会の石田幸子氏（平成２３年５月１日付け新任）が総務大
臣の委嘱を受け、本町の行政相談委員に選任されました。
行政相談委員は地域での皆さんの身近な相談相手として、相談を
委嘱状を受け取る寺園委員（写真中央）

受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕事を無
報酬で行っています。
相談日は下記のとおりですので、お気軽にご利用ください。

新任の石田委員

心身障害者相談員について
︵お知らせ︶

23

左記の方々が心身障害者相談員と

して平成 年４月１日付けで委嘱さ

れました︒

障害についての日常生活上の問題

や日ごろの悩みなどご相談くださ

い︒

72

岩倉次男 相談員

番 地︵ 馬 場 川 ︶

︱２３５２

根占川南

℡

24

中央公民館和室（担当 寺園委員）
会議室
（担当 石田委員）

○根占地区

本庁
支所

上薗利昭 相談員

︱３７４２

24

根 占 川 北３ ８ ４ ６ 番 地 １ ︵ 西 本 ︶

℡

牧内ユキ子 相談員

︱００３９

26

佐 多 伊 座 敷４０ ９ ５ 番 地︵ 垂 水 ︶

℡
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田原勇一 相談員

︱１６１５

佐 多 馬 籠１ ８ ２ ９ 番 地１︵ 馬 籠 ︶

℡
26

○佐多地区

●行政相談
根占地区 毎月第３水曜日
佐多地区 毎月第３金曜日

１期
１期
２期
２期

２期
３期

３期

３期
４期

４期

４期
５期
６期
随期

安心・便利な口座振替

国民健康保険税
１期（仮賦課）

納税は口座振替で！

全期

固定資産税

納付月を
お 忘 れな く

町県民税

仕事などで納付する時間がとれない︑あるい

税目別納期表

はうっかり納付を忘れたなどの心配がありませ

ん︒

軽自動車税
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

◆口座振替取扱金融機関

・鹿児島銀行

・鹿児島きもつき農業協同組合

・︵株︶ゆうちょ銀行

・鹿児島相互信用金庫

・鹿児島興業信用組合

◆口座振替の手続き方法

各金融機関・南大隅町役場本庁・佐多支所に

口
備えてある
｢ 座振替依頼書﹂に記入・押印
の上︑希望する金融機関にお出しください︒

平成２３年度

税金滞納ダメ！
税は、町民の皆さんが健康で豊かな暮らしができるよう、福祉・教育・道路・消防などさまざまな
事業を進めていくための大切な財源です。
税収確保のために、滞納者に対し、文書や電話による催告などにとりくんでいます。しかし、残念
なことに税金を納めていない人がいることも事実です。

滞納処分により、執行される差押は

不動産の差押え・公売
自宅の捜索・動産公売

自動車の差押え・公売

預貯金・給与の差押え
生命保険・補助金の差押え
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平成２３年度
地籍調査実施のお知らせ

地籍調査事業は、明治以来の絵図を近代的
測量により正確な地図として整備します。
これにより大切な財産として適正に管理で
きるようになります。
本年度は佐多郡地区の一部を調査予定で
す。調査日程につきましては、6 月から１０
月頃までを予定しています。
詳細につきましては、該当者の方へ後日通
知しますので、
皆様のご協力をお願いします。

調査対象地区
役場佐多支所

平成２３年度は下記の地区を調査します。
◎前期６月〜７月
佐多郡の一部（勝地〜宮園） 調査面積
字・筆数

１７字

約５０ha

１，１３６筆

◎後期９月〜１０月
佐多郡の一部（坂元〜濱尻） 調査面積
字・筆数

１２字

約５９ha

１，０５９筆

調査前に説明会を開催します。土地所有者の皆様
へ事前に文書にてご連絡いたしますのでご出席くだ
さい。
※実線で囲ってある部分が 予定地ですが、おおよその
目安として囲ってあります。

【問い合わせ先】
税務課

地籍調査係

℡２４―３１１１（内 114）

軽自動車税が減免されます
町では、身体等に障害のある方が所有する軽自動車等について、申請により軽自動車税の減免を受ける
ことができます。（※軽自動車税減免申請は毎年申請が必要です）
※障害の内容によっては減免できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
減免の対象となる自動車
●身体等に障害のある方がお使いの軽自動車など
●身体等に障害のある方が所有していて、通院・通学・通所・生業などの為に生計を同じくする方が運転
するもの（ただし１８歳未満の方または精神に障害がある方と生計を同じくする方が所有する軽自動車
等を含みます）
●身体等に障害のある方が所有していて、常時介護する方が運転するもの
●構造上、障害のある方のために変更された軽自動車など
●減免は、一人一台に限りますので、普通自動車と重複の減免はできません。
申請に必要なもの
①車検証
②運転者の運転免許証
③印鑑（ご本人の印鑑と、生計同一者又は介護者が運転する場合はその方の印鑑も必要）
④「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」等いずれか
⑤減免を受ける軽自動車税の納付書
申請期間・場所
平成２３年５月２４日まで（納期限７日前）に税務課または支所住民グループへ。
【問い合わせ先】 税務課 ℡２４―３１１６（直通）
支所住民グループ ℡２６―０５１１（代表）
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大隅肝属地区消防組合職員
採 用 試 験︵ 消 防 実 務 経 験 者
等︶について
若干名

○職種及び人員
消防職員
年４月２日以降に生まれた

○受験資格
①昭和
者
②現に消防職員である者又は救急救

九州電力からのお知らせ
このたびの東北地方太平洋沖地震

月

日︵水︶

の講座すべてを受講できる方を募集
します︒
日︵水︶から

○開催期間
６月

分まで

までの毎月１回第３水曜日の計５

時

により被災されたお客さまに︑心か
○時間

時から午前

回

同地震の影響により︑東北地方及

午前

国 家 公 務 員 採 用 Ⅲ 種︵ 税 務 ︶
試験のお知らせ

人事院九州事務局と熊本国税局で

は︑国家公務員採用Ⅲ種︵税務︶試

験の受験者を募集します︒

国家公務員採用Ⅲ種︵税務︶試験

に合格し採用されますと︑全員が税

配置され︑国税の仕事に従事するこ

び関東地方の広範囲にわたり災害救

不動産登記制度︵相続・遺言等︶︑

とになります︒

務大学に入校し︑その後︑税務署に

当社は︑災害救助法が適用された地

戸籍・成年後見制度及び人権擁護

○内容

域および隣接する地域において被災

鹿児島地方法務局鹿屋支局総務課

○期日
時

いません︒︶

○試験の程度

○申込書の受付期間

６月 日︵火︶から６月

まで

○第一次試験

９月４日︵日︶

※自動音声案内

℡０９９４︱ ︱３１２７

鹿屋税務署

︻問い合わせ先︼

ます︒

は最寄りの税務署に備え付けてあり

人事院九州事務局︑熊本国税局又

○申込用紙

日︵火︶

高校卒業程度

月１日までに生まれた方︵学歴は問

平成２年４月２日から平成６年４

○受験資格

行政について
○定員
名︵応募順で定員になり次第締
め切らせていただきます︒︶

なりますので︑最寄りの当社営業所

︻問い合わせ先︼

消防本部総務課︑大隅肝属地区各

︱６７９０

県庁移動援護相談について
戦傷病者や戦没者等のご遺族に対
する援護や軍人恩給に関する疑問等

について︑県庁社会福祉課の職員が︑
地域住民に法務局の事務などにつ

６月

時〜

直接︑ご相談にお答えします︒
いて広く理解をしていただき︑法務

垂水市市民館

日︵木︶
局︑公証人を身近に感じていただく

県庁社会福祉課恩給係

︻問い合わせ先︼
す︒なお︑本講座は各講座ごとに受

ことを目的として講座を開催しま

法務局鹿屋支局市民講座の
お知らせ

℡０１２０︱９８６︱８０６

九州電力㈱鹿屋営業所

︻問い合わせ先︼

℡０９９４︱

︻問い合わせ先︼
総務課

大隅肝属地区消防組合
消防本部
鹿屋市新川町８００番地
︱７１８２

43

℡０９９︱２８６︱２８２８

15

ます︒

までお問い合わせをお願いします︒

ては︑お客さまからの申出が必要と

なお︑特別措置の適用につきまし

ますので︑お知らせいたします︒

につきまして特別措置を実施いたし

されたお客さまに対し︑電気料金等

助法が適用されました︒これに伴い︑

らお見舞い申し上げます︒

16

30

消防署及び各分署に準備してあり

日︵ 金 ︶

命士の資格を有している者
日︵日︶

○試験日
７月
日︵ 月 ︶ 〜６ 月

○受験申込書受付期間
５月

11

11
10

28

○受験申込書

15

講生を募集するわけではなく︑５回

42

17

10

23

21

24

51

24

23

℡０９９４︱
41

５月のお知らせ
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名
年齢 自治会
月
日

５／２０（金）日本脳炎

13：30 〜 根占保健センター

５／２３（月）日本脳炎

16：00 〜 郡診療所

５／２５（水）乳児健診

13：00 〜 錦江町保健センター

健康相談
５／２７（金）
健康相談

9：30 〜 石蔵
13：30 〜 ネッピー館

６／９（木） 育児相談

氏

13：00 〜 根占保健センター

9：30 〜 根占保健センター

南大隅町子牛のセリ市情報について
平成２３年４月のセリ市情報
地
頭
平
メ
去

区 根占地区
佐多地区
数
107 頭
62 頭
均 408,794 円 410,000 円
ス 365,212 円 357,963 円
勢 450,000 円 450,143 円

肝属地区
1,619 頭
406,036 円
362,728 円
450,373 円

肝属全体前月比 : 7,495 円安

13：00 〜 錦江町保健センター
9：30 〜 佐多保健センター

６／１０（金）栄養相談

9：30 〜 大泊診療所

６／１５（水）母子相談

9：30 〜 根占保健センター

町内公営住宅入居者募集
●根占地区
●佐多地区
■建部住宅（１戸）
■竹之浦団地（１戸）
■緑ヶ丘住宅（１戸） ■大中尾団地（１戸）
■宮原住宅（１戸）
■上之園団地（１戸）
■まち住宅（１戸）
■山本住宅（１戸）
●応募締切は、５月３１日（火）までとなります。
申請、お問い合わせは下記の通りです。
●抽選日 ６月３日（金）
●役場財産運用課 ℡２４―３１２０（直通）
支所 ℡２６―０５１１（代表）
※申請の際には、所得証明書と納税証明書が必要となりま
すので、添付してください。
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お悔やみ申し上げます︵敬称略︶

５／１９（木）歯科検診

６／８（水） 1 歳半健診

町の動き ４月

５月〜６月

６／７（火） 糖尿病等健康相談

ご結婚おめでとう︵敬称略︶

都合により
掲載できません︒

4,174
4,896
9,070
4,517

■

婚姻月日 自治会

保健・検診

名

母 出生月日
自治会

男
女
合計
世帯

氏

父

都合により
掲載できません︒

名

お誕生おめでとう︵敬称略︶

氏

都合により
掲載できません︒

﹁ 町 の 動 き ﹂ で は︑ 役 場 町
民福祉課窓口等で申出のあっ
た方のみを掲載しています︒
他市町村で届け出した方で
も︑希望があれば掲載します
のでご連絡ください︒

町の人口

在宅当番医
月 日
５月２２日
５月２９日
６月 5 日
６月１２日

当番医院名
二川内科胃腸科
津崎医院
長浜医院
大根占医院

電話番号
22-2033
24-2153
22-0137
22-2658

※諸事情により変更となる場合がありますの
で来院の前にお問い合わせください。
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従業員・アルバイト募集
・仕事内容

調理補助、配膳、洗い場等

・勤務時間

昼

ＡＭ 10：00 〜ＰＭ 2：00

夜

ＰＭ 5：00 〜ＰＭ 10：00

・募集人員

２名

３５歳以下の方

味の大砲
月星

電話 0994-24-4136

地下足袋特売

期間５月 31 日迄、５枚～ 12 枚 他靴オール 10％引き

家紋入り提灯ご予約割引
初盆 年忌 法事のご準備は？ ５月末迄ご予約は更に 10％引き

どこよりも安く
どこよりも豊富

ひろくま
☎２２－２３４５

全個室（18部屋）入居費１ヶ月 6～6.5万円程度
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地デジ化お済みですか？
平成２３年７月２４日にアナログ放送は終了し、地上デジタル放送へ完全移行します。
地上デジタル放送を視聴するためには、テレビの買い換えやアンテナの改修等が必要です。

チューナー給付等の支援制度があります。
NHK 放送受信料全額免除世帯
世帯全員が市町村民税非課税措置の世帯
①生活保護等の公的扶助受給世帯
世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けており、
②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民 地上デジタル放送が視聴できていない世帯で、NHK
税非課税の世帯
と受信契約を結んでいるか、又は結ぶ意思がある世
③社会福祉施設に入所され、テレビを持込んでいる 帯
世帯
（注）希望者は、NHK 受信契約を結ぶ必要があります。
上記①〜③に該当し、地上デジタル放送が視聴でき
ていない世帯で、NHK 受信料が全額免除されている
世帯
◆支援の内容
◆申込受付期間
◆申込方法

地上デジタル放送受信のための『簡易なチューナー 1 台を無償給付』
平成 23 年 7 月 24 日まで（消印有効）
総務省地デジチューナー支援実施センターへお申し込みください。
イ．申込書
ロ．世帯全員が記載された住民票の写し（発行日から 1 年以内のもの）
ハ．世帯全員分の市町村民税非課税証明書（税務課で申請・発行）
（平成 21 年以降の所得に係る非課税証明書）
〔詳しい内容のお問い合わせは〕
総務省地デジチューナー支援実施センター
０５７０−０２３７２４
又は南大隅町役場 企画振興課 （地デジ担当） ２４−３１１１（内線２３１）

※悪徳商法にご注意ください !
・チューナー支援事業では、チューナーの給付、アンテナ工事等で費用を請求することは一切ありません。

春の交通安全キャンペーン

平成２３年度

B ＆ G 根占海洋クラブ会員募集

大浜海岸や雄川の河口を利用して親子で気軽
にマリンスポーツを楽しみませんか。
４月２８日、根占・佐多両地区で「春の交通安全キャ
◎募集対象：小学３年生以上の児童とその家族
ンペーン」が実施されました。キャンペーンには、錦江
◎活動内容
警察署、錦江地区交通安全協会南大隅支部、交通安全母
ヨット・カヌーなどのマリンスポーツ
の会、交通安全協力員のみなさんが参加されました。
活動日 ： 毎月２回（日曜日）
安全運転に心がけましょう。
年会費 ： １人５００円程度
交通死亡事故「ゼロ」日継続中（5/13 現在）
指導者 ： 辻順一さん他
南大隅町 ９３９日
お問い合わせ・お申込みは
（根占地区 4,942 日・佐多地区９３９日）
後藤（２４―２８８２）までご連絡ください。
■編集・発行

鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場企画振興課
ＵＲＬ:http://www.town.minamiosumi.lg.jp/

TEL 0994-24-3111
FAX 0994-24-3119

