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南大隅町 HP

５月５日、パノラマパーク西原台で開催された「横ビュー高原
絶景まつり」では、多くのパラグライダー愛好家が集い、鹿児島
湾（錦江湾）に向かい、風をつかみ次々と飛び立ちました。絶景
まつりを主催した横ビュー高原ゆめクラブ（滑川校区公民館）では、
パラグライダーの飛行体験や、
豚汁の振る舞い、
輪投げ遊びなど「こ
どもの日」に子供たちの笑顔があふれるイベントを開催し地域活
性化に取り組みました。
詳細は、Ｐ５をご覧ください。

表紙写真

・辺塚地区社会福祉協議会開所式
………………………………… Ｐ５

http://www.town.minamiosumi.lg.jp/

南大隅町の話題

随時更新中！

自然災害から身を守る
壊れたものは、作りなおせますが、失った命は元に戻りません。
まずは、自分の身を守ることが大切です。

H29 年九州北部豪雨
出典：消防庁「消防白書」

H23 年台風 12 号ひまわり画像
出典：気象庁

H23 年台風 12 号被害
出典：
（財）消防科学総合センター

■大雨・台風シーズン到来

毎年、集中豪雨等により各地で大きな災害が発生しています。災害を恐れるだけではなく正しい知
識を身につけ、いざという時に自らを守る行動ができることが大切です。

■南大隅町の災害についての特徴

南大隅町は、急峻な山間部が多く、地すべり・崖崩れ・土石流などが発生しやすい地域です。
●梅雨期は、雨が降り続き土中に大量の水が浸透し地盤が弱くなるため、雨が小降りになっていても、
土砂崩れが起きることもあります。
●短時間に大量の雨が降ると、一気に谷あいに流れ込み土石流が発生することがあります。
●近くで雨が降っていなくても、上流で大量の雨が降った場合は、洪水や土石流になる危険があります。
また、小さな川や沢も、大量の雨が降ると一気に溢れるため、土石流を引き起こす危険があります。

災害から命を守る十か条
１
３
５
７
９

警戒と早めの避難が命を救う
普段との様子の違いに注意
風雨の中での台風対策は危険
車は早めにあきらめる
高齢者や障がい者に気配りを

２ 防災行政無線に注意
４ 外出は控えよう（飛来物に注意）
６ 過去の災害の体験を過信しない
８ 側溝やマンホールに注意
１０ 自分の住んでいる地域の危険を知ろう

前兆現象の例
■崖や地面にひび割れができる
■崖や斜面から水が湧き出る
■井戸や川の水が濁る
■樹木が傾く
■立木が裂ける音や石がぶつかり合う音がする

■小石がパラパラと落ちてくる
■湧水が止まる・濁る
■地鳴り・山鳴りがする
■雨が降り続くのに川の水位が下がる
（※必ず現れるとは限りません。）

▼助かるための第一の行動は、早めの避難です

天気予報や防災行政無線の情報に注意して、不安を感じたら避難勧告等がでていなくても、自主的に

避難しましょう。指定避難所などの安全な場所へ避難しましょう。集会所や公民館の一部は、土砂災害
危険区域に近く危険な場所もあります。

▼南大隅町防災マップ（平成 26 年度各戸配布）を活用しましょう

※お持ちでない方は、総務課または支所総務民生グループまで、お問い合わせください。

どんな場所か

情報に注意

早めの避難

Minamiosumi Public Relations, 2018.6

2

身を守るのは「早めの避難」です
町では、危険が予想される状況となった場合は避難所を開設します。お年寄りなど災害時に支援が
必要な人の避難に協力し、早めの避難を心がけましょう。また、ラジオやテレビ、インターネット等
で最新の気象情報や災害情報を入手し、危険を感じたら早めの行動を心がけましょう。

●町内の避難所

※避難時の持出品は、日頃から準備し、すぐに持ち出せるようにしましょう。

根占地区
避難場所
南大隅町体育館
南大隅町武道館
南大隅町根占保健センター
神山小学校
鹿児島きもつき農協根占支所
老人福祉センター
川南地区集会施設
旧宮田小学校
旧登尾小学校
大川公民館
旧辺田別府分校
横ビュー高原ふれあい館
農村集落多目的共同利用施設

佐多地区
避難場所
佐多小学校
第一佐多中学校
島泊体育館
佐多山村交流施設
旧大泊小学校
旧竹之浦小学校
旧郡小学校
旧大中尾小学校
旧辺塚小学校

電話番号
24-3388
24-2015
24-3131
24-4218

電話番号
26-0002
26-0023

「防災出前講座」やります！

●災害情報のホームページ
パソコンがなくてもスマートフォンでも見ること
ができます。テレビの「ｄボタン」を使えば、気
象情報や避難情報の詳細を見ることができます。

災害について知りましょう。
■災害ってな～に？ ■自助って？共助って？
■自主防災組織で何を？
など希望される内容に応じます。自治会、公民
館、学校、事業所、どこにでも出前します。
ご相談は、総務課消防交通係までお気軽にどう
ぞ。

情報機関
鹿児島県ホームページ（土砂災害危険箇所）

アドレス
http://sabomap.pref.kagoshima.jp/kagoshima/

鹿児島県河川砂防情報システム

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/

鹿児島県道路通行規制情報

http://www2.pref.kagoshima.jp/dourokisei/

気象庁ホームページ（気象情報・土砂災害警報など） http://www.jma.go.jp/jma/index.html
■防災問い合わせ先

役場

総務課

消防交通係

℡２４―３１１１

●災害の復旧には補助制度があります
◆宅地等の災害
補助対象：復旧に要する費用が 30 万円以上
補助率 ：復旧費用の５割（※限度額は 60 万円）
◆農地や農業用施設の災害
補助対象：復旧に要する費用が３万円以上 40 万円以下
補助率 ：復旧費用の５割
※農地や農業用施設の災害で、一定規模を超えるものは国庫補
助の対象となることがあります。この場合、現地査定を行い、
復旧工法の適否と補助額を決定します。

●農地・農業用施設の所有者、管理者の皆様へ
農地・農業用施設（用排水路、ため池、頭首工等）の災害は、農業経営の不安定や農地の荒廃を招
く要因となります。また、被害が人命に及ぶ恐れもあることから、次のような対策に努めましょう。

①
②
③

定期的に、農地や農業用施設の整備、補強を実施しましょう。
常に気象情報に注意した上で、農地や農業用施設の巡回と点検を行いましょう。
農地や農業用施設の見回りを行う前に、安全確認を徹底しましょう。

■道路や宅地及び農地・農業用施設災害についての問い合わせ先
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役場

建設課

℡２４―３１２９

まちの話題

Town's topics

みなみおおすみドラゴンボート大会
第14回 ジュニアドラゴンボート大会

一般優勝：丸峯やろう会弐の組
（写真は、丸峯自治会の皆さん）

レディース優勝：町一自治会

ジュニア優勝：町一子供会

第14回みなみおおすみドラゴンボート大会・ジュニアドラゴ

ンボート大会が５月20日、雄川河畔で開催されました。

大会には、町内の自治会から一般８チーム、レディース４チー

ム、ジュニア６チーム、計18チームが参加し、熱戦を繰り広げ

ました。会場では、参加者の笑顔が溢れ、楽しい交流となりました。

【 大会成績 】

みなと公園では、町畜産振興会が、
区分
「新たな肉消費拡大の取り組み」とし
て、自治会交流会向けに、肉の販売
一 般
とコンロやテーブルなどの貸し出し
を行いました。
公園内で食べられた参加者は、自 レディース
然の中で味わい大満足の様子でした。

ジュニア

優勝

準優勝

3位

丸峯やろう会
弐の組

町一自治会

丸峯やろう会
壱の組

町一自治会

塩入♡
レディース

丸峯レディース

町一子供会

丸峯子供会

きばいやんせ
宮原こども
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まちの話題

Town's topics

横ビュー高原ゆめクラブ（滑川校区公民館）
ホタル祭り

5月26日、横ビュー高原ゆめクラブ主催の「ホ

横ビュー高原絶景まつり

５月５日、パノラマパーク西原台で、ゴールデン

タルまつり」が、鹿父神社で開催されました。

ウィークを楽しんでもらおうと、横ビュー高原ゆめ

会による「そば」の振る舞いや、
「コールみなみん」

が開催されました。会場では、「あくまき」など地

20回目を迎えたホタルまつりでは、栗之脇自治

によるコーラス、神社宮司の打越さんによるホタ

ルの話があり、約150人の参加者は、ゲンジボタ
ル・ヒメボタルの神秘的な舞いを鑑賞しました。

クラブ（滑川校区公民館）
「横ビュー高原絶景まつり」
元産品の販売や、豚汁の振る舞いも行われました。
子どもたちは、輪なげや新聞紙かぶと作り、パラグ
ライダーの飛行体験などに参加し大喜びでした。

辺塚地区社会福祉協議会開所式

辺塚ふるさと祭り
5月20日、第33回辺塚ふるさと祭りが、校

５月11日、佐多辺塚の旧辺塚小学校で、辺塚地

区公民館主催で旧辺塚小学校体育館において開

区社会福祉協議会の開所式が行われました。過疎化

神輿、ステージショーが披露され、住民や来賓、

に考え・共に支え・共に動く」を基本とした住民主

催されました。3年ぶりの棒踊りや、餅まき、
地区内外の約120人の参加による交流が深まり
ました。

が進む同地区では、生活、福祉の問題を共有し「共

体の活動組織「辺塚地区社会福祉協議会」を設立し

「自助・共助・公助」の取り組みを進めています。

辺塚校区公民館
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まちの話題
関西でふるさと南大隅語る
関西南大隅会総会開催
５月13日、関西南大隅会（会長：中村睦朗

Town's topics

高齢者の皆さんに旬のモハメを
竹之浦校区公民館 「もはめ釣り大会」開催
竹之浦地区公民館（館長：松元良治さん）主

さん）は、大阪市内のホテルで関西南大隅会総

催の「もはめ釣り大会」が５月13日、間泊漁

が参加しました。第17回目を迎え、総会後の

者の皆さんに旬の「もはめ」を食べさせたいと

会を開催し、本町出身者や関係者など約120人

懇親会では、会員同士でふるさとへの想いを語
り合い、交流を深めました。総会前には、神戸
松陰女子学院大学の学生５名に関西地区アンバ

港周辺で開催されました。釣りに行けない高齢

いう思いで始まった大会は、今年で33回目を
迎え町内外から約30人が参加されました。

大会終了後の懇親会には、地元高齢者も参加

サダー（ＰＲレディ）の任命式も行いました。

し釣り上げた魚料理を囲み、交流を深めました。

参加者による「ふるさと」合唱

もはめ釣り大会参加者の皆さん

西郷さぁイラスト寄贈に感謝

東京農業大学受け入れ

みなみおおすみ西郷さぁ展示館
５月22日、
「みなみおおすみ西郷さぁ展示館」

アジア・アフリカ研究会春合宿
４月26日から5月６日まで11日間、東京農業

の大型看板、チラシ等に使用されているイラス

大学アジア・アフリカ研究会の６名が、春合宿

浜市在住）に、町観光協会と明治維新150周年

丸峯公民館や農家民泊により滞在され、５戸

トを無償で提供いただいた、和智理恵さん（横

として町内で活動しました。

関連展示会実行委員会から感謝状が贈呈されま

の農家で農作業などを体験しました。

ト等に活用させていただいております。皆様も

れ農家の皆さんの絆により毎年実施されていま

西郷さぁ展示館での感謝状贈呈式

受け入れ農家と交流を深める東京農大生

した。イラストは、展示館の標示や、パンフレッ
西郷さぁ展示館に、ぜひご来館ください。

20年以上継続する取り組みは、学生と受け入

す。今後も本町との更なる交流が期待されます。
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まちの話題
地域を元気に「こいのぼり」
自治会青壮年グループの取り組み
瀬戸山自治会、川原自治会ではゴールデン

ウィークに合わせ、こいのぼりが優雅に泳ぎま
した。

Town's topics

水産資源の確保と増産のために
ヒラメの稚魚放流
漁業振興活性化を目的として、水産資源の確保や

増産を図るため５月８日、大泊港と根占港の沖にヒラ

メの稚魚約１万２千尾を放流しました。

これらの放流事業は、豊かな海づくりのため、おお

すみ岬漁協やねじめ漁協、かごしま豊かな海づくり協
会と町が協力して毎年実施しています。

栽培漁業の推進と、漁家経営の安定を図るため実

施しており、夏にはマダイの放流も計画されています。

瀬戸山坂、瀬戸山自治会青壮年部「睦輪会」主催

雄川河畔小川内、川原自治会「川原見守り隊」主催

ヒラメの放流（根占今市沖）

ゴールデンウィークを無事故で

さつま芋の苗植え体験

原無人市会員

交通安全キャンペーン

原ふれあい無人市（会長：小田道義さん）会員

５月23日、ねじめ幼稚園園児11人が、根占貫

の皆さんは、5月4日、錦江警察署と交通安全協力

見地区の畑で、さつま芋の苗植えを体験しました。

いで交通安全キャンペーンを実施しました。今年で

を活用し、園児たちとふれあい事業の一環として

員の協力により、無人市販売所前の国道269号線沿

3回目となる取り組みは、ゴールデンウィークを無

事故で楽しく過ごしてほしいと、佐多岬方面へお出

町シルバー人材センターが、約４ａの耕作放棄地
実施し、今年で４回目となる取り組みです。

園児たちは、シルバー人材センター会員から教

かけの旅行者に、チラシと一緒にタンカンとピーマ

えてもらいながら、約1,000本の苗を棒を使い楽

交通安全を呼びかける原無人市会員

さつま芋を植えつける、ねじめ幼稚園園児

ンを配布しながら安全運転を呼びかけました。
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シルバー人材センターと、ねじめ幼稚園児
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しく植えつけしました。

企画課

ありがとう ふるさと納税寄附金

＜平成 29 年度

企

約２億円

ふるさと納税寄附実績＞

199,932,846 円

（多目的健康広場） （塵芥収集車）

全国各地から、6,402 人の方々に、南大隅町を応援していただきました

◇ふるさと納税制度とは
個人または、法人等が選んだ自治体に寄附することができ、一定の自己負担額を除く全額（上限あり）
が所得税及び住民税から控除される制度です。
◇南大隅町の取り組み
町外在住者からの寄附については、寄附額に応じて１５０品目を超える町内産品等の登録商品の中から、
希望の商品を選択していただき寄附へのお礼として発送しています。集まった寄附金の一部は、お礼品や
広告料等のふるさと納税事業を展開するための経費に、残りはふるさとおこし基金に積み立て、必要に応
じ基金を活用し、寄附者の意向に沿った分野の事業を実施しています。

平成 29 年度は、このような事業に活用しました
◇塵芥収集車購入
環境保全目的への寄附金を財源として、町内のごみ収集を行う塵芥収集車を購入しました。また、車両
には小学生から応募のあったゴミ分別に関する標語を掲載し、分別への意識向上を図っています。
◇多目的健康広場整備
高齢者支援への寄附金を財源として、塩入地区に多目的健康広場を整備しました。芝生養生のため、一
般開放は８月を予定しています。
◇その他
観光振興プロモーション事業や元気みなぎる町民補助金に、観光振興・産業振興等の寄附金を、タウン
プロモーション事業に映画製作目的指定の寄附金を充て事業を行いました。
◇小学校教育用パソコン更新
◇小学校・中学校の電子黒板購入
教育振興に役立ててほしいという寄附金を財源に、神山小、
佐多小、第一佐多中の児童・生徒用学習用のパソコン 94 台（根
占中は 28 年度整備済み）や、町内全小学校、中学校の学習用
電子黒板５台を設置し、ＩＣＴによる学力向上、教育環境整備
に活用しました。

町外在住の親戚や友人に、南大隅町のふるさと納税制度をご周知ください
「寄附をする人」と「寄附を受ける町」のどちらもメリットのある制度です
あなたもふるさと納税事業の返礼品事業者に登録しませんか
ふるさと納税事業を推進するため、登録返礼品の充実を図ってい
ます。農産品をはじめ、加工品、工芸品など幅広い商品を掲載でき
ます。法人、個人は問いませんので、返礼品への登録を検討されて
みませんか。
詳しくは、役場企画課までお問い合わせください。
（写真は、ふるさと納税返礼品事業に取り組む事業者の皆様）
■問い合わせ先 役場 企画課 ふるさと納税係 ℡２４－３１１３（直通）
Minamiosumi Public Relations, 2018.6
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企

企画課

特定計量器の定期検査の実施について

商店や事業所、学校 ･ 病院など、取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりなどは、特定計量器
と呼ばれ、精度を維持するために定期検査を受けることが使用者に義務付けられています。
今年は２年に１回の定期検査が次のとおり行われます。検査対象者については、事前調査を行い、
特定計量器を使用している方に対して、受検通知書を送付します。
なお、事業を廃止し、特定計量器を使用されていない場合や新たに定期検査を受ける義務が生じた
場合は、届け出てくださるようお願いします。

定期検査日程
期

日

7 月 18 日（水）
7 月 19 日（木）
７月 20 日（金）
■問い合わせ先

役場

～ネッピー・
みさきちゃん～

企画課

時 間
13：30 ～ 14：30
15：15 ～ 15：30
16：30 ～ 16：45
9：00 ～ 12：00
15：00 ～ 16：00
9：00 ～ 14：00
農商工連携係

南大隅町

場 所
大泊公民館
旧郡小学校
旧辺塚小学校
役場佐多支所
横ビュー高原ふれあい館
鹿児島きもつき農協根占支所

℡２４－３１１３（直通）

制度解説４コマ漫画

VOL.5

空き家バンク制度の巻③（定住促進住宅取得資金補助事業）

■問い合わせ先

9

役場
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企画課

定住促進係

℡２４－３１１３（直通）絵

有木円美（地域おこし協力隊）

ゴールドビーチ大浜海水浴場の海開きについて

観光課

観

ゴールドビーチ大浜海水浴場の海開きを、７月 14 日（土）に実施します。海開き当日は、幼児を対象と
した宝探しや青年団による催しなども計画していますので、ぜひご来場ください。
◇日時 7 月 14 日（土） 神事：9 時 30 分～
宝探し等：10 時～
カヤック体験、青年団催し等：14 時～（小学生以上）
◇場所 ゴールドビーチ大浜海水浴場
◇海開きの内容 神事、宝探し、ビーチサンダル飛ばし大会 等
◇監視人設置期間
日程：７月 14 日（土）～ 8 月 19 日（日）まで
時間：10 時～ 18 時
■問い合わせ先

役場

観光課

℡２４－３１１５（直通）

平成 29 年度の海開き

総務課

統計調査員の募集について

総

町では、国や県等が実施する各種統計調査に携わっていただく統計調査員を募集します。

▼統計調査員とは…
統計調査員は、総務大臣等または県知事から任命される非常勤の公務員です。国勢調査、経済センサス、
労働力調査、工業統計調査、家計調査などの統計調査に従事していただきます。

▼具体的な調査業務は…
◇調査対象である世帯や事業所などに調査票を配布する。
◇調査票に正しく記入していただけるよう、統計調査の趣旨や内容などについて説明を行う。
◇記入された調査票を回収し、その点検・整理を行う。

▼統計調査員の登録要件・申込方法は…
町内在住の 20 歳以上の方で経験の有無は問いません。総務課広報統計係まで、ご応募ください。
※登 録は、各種調査を実施するにあたり事前に調査員として登録するもので、調査を依頼する場合は、
登録された調査員に町の担当者から連絡し、仕事の内容や都合等を確認の上調査をお願いすることに
なります。
■問い合わせ先

役場

総務課

℡２４－３１１１（代表）

新しく職員が加わりました
山之口 葵（看護師）
佐多診療所

5 月 1 日から佐多診療所で
勤務することになりました。
地元の南大隅町で勤務でき
ることを、とても嬉しく思い
ます。
１日でも早く業務に慣れ、
町民の皆様に貢献できればと
思います。宜しくお願いしま
す。

新しく地域おこし協力隊が加わりました
鮫島

歩

経済課

この度、経済課で初採用の協力隊員として、
佐多岬（大泊地区）に整備予定の熱帯果樹施設
での取り組みを担当します。農業と他産業との
連携による産業振興を促進することが目的で
す。私は鹿児島市の出身で、県内企業で食に関
わる仕事に携わってきました。新規事業立ち上
げの経験や IT 技術活用の知識、新たなアイデ
アを発想する力などが自分の強みです。鹿屋市
出身のパートナーと移住してきましたので、地
域の未来と自分の将来を重ね合わせながら活動
を進めてまいります。どうぞよろしくお願いし
ます。

Minamiosumi Public Relations, 2018.6
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経済課

狩猟免許試験のお知らせ

～狩猟免許を取得しませんか～

本町では、有害鳥獣の捕獲を推進し、鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図るため、狩猟免許取得に
必要な講習会受講料・免許取得手数料等を全額助成しています。希望される方は、7 月 6 日（金）までに
役場経済課または佐多支所産業グループまでご連絡ください。狩猟免許試験の実施日は、次のとおりです。

◇狩猟免許の種類

網猟免許、わな猟免許、第 1 種銃猟免許、第 2 種銃猟免許

◇講習会日時・場所

７月 28 日（土） 午前 9 時～

◇試験日時・場所

７月 29 日（日） 午前 9 時～

鹿屋市中央公民館
鹿屋市中央公民館

◇受験料 １５，２８２円（全額助成）
◇申込期限 ７月６日（金）
◇申込先 役場 経済課 農政係

第 40 回肝属郡春季畜産共進会が開催されました
５月 15 日、肝属中央家畜市場にて第 40 回肝属郡春季畜産共進会が開催されました。本町から 10 頭の牛が、
総出場頭数 71 頭の中を競い合い、各部門上位に４頭の牛が選ばれました。秋に開催される郡共進会において、
大いに活躍が期待されます。
佐多地区 団体２位 （敬称略）
若雌１部 永吉卓也（たく３９７号）
恒吉勝行（わかたか４号）
篠原末見（わか号）
若雌２部 稲留正信
若雌３部 稲留正信

最優秀賞１席
最優秀賞
優秀賞
最優秀賞
最優秀賞３席

根占地区 団体６位 （敬称略）
若雌１部 鶴田洋行（ただこ号）
最優秀賞３席
小濱 進（しらきこはま 24） 優秀賞
若雌２部 小高峯壽（かおり６）
最優秀賞２席
鶴田くみ（ゆりこ１の４）
最優秀賞
若雌３部 小濱 進（しらきこはま 32） 優秀賞

最優秀賞１席
たく３９７号と永吉ファミリー

南大隅町子牛のセリ市情報〔平成 30 年 5 月〕
地 区
根占地区

総頭数 売却頭数
総平均
170 頭
126 頭 735,119 円

佐多地区

68 頭

肝属地区

1,514 頭

46 頭 743,804 円

1,249 頭 738,805 円

◎南大隅町最高販売価格牛の血統等

区分

根占
佐多

去 勢
767,346 円

665,950 円

803,692 円

672,345 円

792,823 円

メス

父
勝忠平

祖父
安福久

曽祖父
平茂勝

日令
293

メス

華春福

安福久

忠茂勝

274

去勢

去勢

■問い合わせ先

11

メ ス
682,750 円

華春福

博中福

役場 経済課
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安福久

隆之国

金幸

安福久

℡２４－３１２８（直通）

281

267

肝属全体前月比：9,855 円安
※価格は売却分
（税抜価格）

体重（kg） 産次
292
受卵
364

305

348

支所 産業グループ

価格
975,000 円

4

1,120,000 円

2

1,165,000 円

受卵

1,001,000 円

℡２６－０５１１（代表）

健康づくりマイレージ事業

町民保健課

参加登録者を募集中です

保

町全体の健康意識を高めるため、
「健康づくりマイレージ事業」の参加登録希望者の受付を開始しました。
検診会場でも受け付けていますが、混雑を避けるためにも事前の申請手続きをお勧めします。
各種検診は、１種類受けるごとに３ポイントずつ貯まります。検診を受けるほど、また健康づくり教室
などに参加するほどポイントが貯まる仕組みです。ポイントを貯めて、ネッピー商品券と交換するチャン
スをつかみましょう。

◇申請方法

参加登録をご希望の方は、“ 健康づくりマイレージ事業参加登録申請書 ”
を根占保健センターまたは支所総務民生グループに提出してください。
○手元に申請書のない方は、役場や検診会場に準備してあります。
○検診会場でも受付ています。

◇注意事項

マイレージカードは、１年毎の更新制になっています。平成 30 年度は、
みどり色のカードです。
ほかの色のカードは無効ですので、新たに申請を行なってください。

授乳・育児相談助成事業のご案内
出産後の育児不安軽減や母子の健康保持増進を目的に、助産院等で受けた授乳指導や育児相談の費
用の一部助成いたします。
◇対象者
①申請日において本町に住所を有する者
②平成 30 年４月１日以降に出産した者
◇助成額
授乳・育児相談 1 回につき２, ０００円 １人通算３回まで
◇対象施設 助産院ここいやし（肝付町）
、おっぱいルーム（鹿屋市）、その他医療機関等
※事前に申請が必要となります。
■問い合わせ先

役場

町民保健課

根占保健センター

℡２４―３３８８（直通）

年金移動相談所を開設します
鹿屋年金事務所では、厚生年金及び国民年金などの納付記録並びに、障害年金、年金支給額等に関
する「年金移動相談所」を開設します。
相談料等は必要ありませんが、事前に役場町民保健課へ予約申込みが必要です。
◇日 時
◇場 所
7 月 12 日（木） 午前 10 時～午後３時
町中央公民館 研修講座室（役場本庁舎内）
■問い合わせ先
役場 町民保健課

℡２４－３１２５（直通）

佐多支所

総務民生グループ

税務課

国民健康保険税の
軽減世帯基準が改正されました

平成 30 年度町税等の
申告はお済みですか

低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するた
め、国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減の対象となる世
帯の所得基準額が改正されました。
２割軽減の拡大
◇ 29 年度までの所得基準額 33 万円＋ 49 万円×被保険者数
◇ 30 年度からの所得基準額 33 万円＋ 50 万円×被保険者数
５割軽減の拡大
◇ 29 年度までの所得基準額 33 万円＋ 27 万円×被保険者数
◇ 30 年度からの所得基準額 33 万円＋ 27.5 万円×被保険者数
■問い合わせ先

役場

税務課 ℡ 24 － 3116（直通） 支所

℡２６－０５１１（代表）

税

※ 所得の申告をしていない未申告の方に
は、証明書を交付することができません。
申告は、町を含め行政機関における交
付や、判定を受ける際の資料となります。
「国民健康保険税の軽減が受けられな
い」、
「必要な証明書が発行できない」、
「手
当ての交付が受けられない」など、必要
な手続きができない場合があります。
未申告の方は、早急に申告を！

総務民生グループ

℡ 26 － 0511（代表）
Minamiosumi Public Relations, 2018.6
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介護福祉課
結婚 50 周年を迎えるご夫婦の皆さんへ

合同金婚式を開催します

本町では、今年度結婚 50 周年を迎えるご夫婦の合同
金婚式を 11 月に開催する予定です。今回の合同金婚式
は、次の期間に婚姻届を提出され、共に健在のご夫婦
が対象となります。
対象者の方に役場からの案内（通知）はありません
ので、自分たちが対象ではないかと思われる方は、役
場介護福祉課または支所総務民生グループへ 8 月 17 日
（金）までに必ずご連絡ください。

◇対象者

本町に住所を有し、昭和 43 年４月１日から
昭和 44 年３月 31 日の間に婚姻届を提出されたご夫婦
◇期 限 8 月 17 日（金）

平成 29 年度の合同金婚式（ホテル佐多岬）

※ご連絡いただけないと、役場から案内状を送付することができません。

平成 30 年度移動援護相談のご案内
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の相談会を開催します。
予約不要ですので、お気軽にご相談ください。
◇日
時 平成 30 年７月 19 日（木） 11 時 ～ 14 時 30 分まで

◇場
所 南大隅町中央公民館 １階 会議室（経済課横）
◇相談内容 戦没者の遺族に対する特別弔慰金

戦没者の妻に対する特別弔慰金
戦傷病者等の妻に対する特別弔慰金
援護年金
※事前の申込は必要ありません。
旧軍人の恩給や扶助料など
※相談内容に関する資料をお持ちの方は、ご持参ください。

里親制度説明会について
里親制度の紹介と里親募集のための説明会を開催します。事前の申し込みは必要ありません。
どなたでもお気軽にお越しください。
平成 30 年７月 12 日（木）昼の部 15 時～ 17 時 夜の部 18 時～ 20 時
◇日
時
南大隅町中央公民館 ２階 大会議室（昼の部） 研修講座室（夜の部）
◇場
所
① DVD による紹介 ②概要説明 ③個別相談（希望者）当日受付可
◇内
容
◇問い合わせ先 鹿児島県大隅児童相談所 電話 ０９９４－ 4 ３－７０１１

児童手当について
中学校卒業までの児童を養育している方に、毎年６月、10 月、２月にそれぞれの前月分までの手当
を支給します。
児童手当を継続して受け取るには、毎年６月末までに現況届を提出することになっていますので、
手続きがお済みでない方はお早目に手続きをするようにしてください。
■問い合わせ先

13

役場
支所
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介護福祉課 ℡２４－３１２６（直通）
総務民生グループ ℡２６－０５１１（代表）

障害者委託訓練生の募集について
鹿児島障害者職業能力開発校では、次

の訓練コース入校者を募集します。

※授業料は無料です。

※テキスト代自己負担５００円

●訓練コース
実践能力習得訓練コース

月

日（木）

農業、調理・加工、パソコン等に関す
る訓練
●訓練期間
３か月間
９月４日（火）～
愛・あい農場（鹿屋市笠之原町）

「サマージャンボ宝くじ」と
「サマージャンボミニ」が
７月９日から発売
「 サ マ ー ジ ャ ン ボ 宝 く じ 」 と「 サ マ ー
ジャンボミニ」が、７月 日（月）から
全国で２種類同時発売されます。この宝
くじの収益金は、市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。
●販売期間
７月 日（月）～８月３日（金）
●抽選日
８月 日（火）
●販売価格
各１枚 ３００円
●当選金
〇サマージャンボ宝くじ
１等
５億円× 本
１等前後賞
１億円× 本
〇サマージャンボミニ
１等
５千万円× 本
１等前後賞 １千万円×１００本
●問い合わせ先
県市町村振興協会
℡０９９―２０６―１００１

●場所
鹿児島地方法務局（４階会議室）
鹿児島市鴨池新町１番２号
相続・遺言に関する問題

●相談内容
相続に関連する建物滅失や分筆登記
法廷相続情報証明
鹿児島地方法務局

●問い合わせ先
℡０９９―２５９―０６８２

自衛官採用試験説明会のお知らせ
自衛隊鹿児島地方協力本部鹿屋地域事
務所では、次の日程により自衛官採用試
験説明会を開催いたします。学生や保護
者の皆様の参加をお待ちしています。
歳以上 歳未満の男女

●入隊対象者
（平成

年４月１日現在）
●鹿屋会場
日時
時～ 時

平成 年７月１日（日）
１回目

２回目
場所

時～ 時

分～

時 分

℡０９９４－４２－４３８６

鹿屋地域事務所

試験日にお知らせ

受付時にお知らせ

●訓練実施場所

５人

●募集定員

７月９日（月）～８月１日（水）

●募集期間

―２２０６

鹿児島障害者職業能力開発校

●問い合わせ先
℡０９９６―

「きもつき苑」の指定管理者募集
について

鹿屋合同庁舎４階会議室
鹿屋市西原４丁目５番１号
日時

●南大隅町会場

時

平成 年７月 日（土）

℡０９９４―４２―４３８６

鹿屋地域事務所

●問い合わせ先

場所

時から 時

続に関連する建物滅失登記、土地分筆登

言や相続に関する不動産の登記手続、相

書士会・県土地家屋調査士会）では、遺

ト（構成員：鹿児島地方法務局・県司法

「未来につなぐ相続登記」プロジェク

九州一斉！相続登記相談会の
お知らせについて

42 21

南大隅町川北地区集会施設

年７月８日（日）

10 月 15 日～ 21 日

9

記等に関する無料の相談会を開催しま
す。
●日時
平成

２次

２次（海）11 月 13 日
２次（空）11 月５日

最終 平成 31 年１月 22 日

３次
（海）11 月 22 日～ 12 月 19 日
（空）11 月 17 日～ 12 月 20 日

10 月５日

９月 17 日

１次

１次

10 月 5 日
11 月 9 日

１次
最終

９月 21 日～ 23 日
10 月 12 日～ 17 日

１次
２次

29

大 隅 肝 属 広 域 事 務 組 合 で は、 平 成
年度を始期とする火葬場きもつき
苑 の 指 定 管 理 者 を 募 集 し ま す。 応
募 方 法 な ど 詳 し く は、 ７ 月 初 旬 に 大
隅肝属広域事務組合ホームページ
（ http://osumikimokou.jp/
）で公表し
ます。
●問い合わせ先

14 11
14

30

自衛隊鹿児島地方協力本部

■問い合わせ先

27

13 10

14

通年

自衛官候補生 18 歳以上 27 歳未満の者

31

30

30 30

合格発表

試験期日

募集種目

受験資格
受付期間
▼海上自衛隊
23 歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高
専３年次修了者（見込含）） ７月１日～
航空学生
９月７日
▼航空自衛隊
21 歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高
専３年次修了者（見込含））
７月１日～
一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満の者
９月７日

18

13

11

大隅肝属広域事務組合環境衛生課
℡０９９４― ―０１６８

15

31

9

50

10

44

63

14

30

知
お知らせ

自衛官募集の案内について

14
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☆ 第３１回蘭亭書道展
・九州朝日放送奨励賞
野上田 真奈
（２年・第一佐多中出身）

・沖縄タイムス社奨励賞
百枝 京華
（３年・根占中出身）

5/15（火）３年生の道見優太（江井島
中出身）がジュニアネイションズカップ（欧
州）大会の日本代表選手として出場する
ことが決まり，壮行会が行われました。
大会名：Trophee Centre Morbihan
Tour du Pays de Vaud 2018
場 所：フランス・スイス
期 間：5/19～5/20，5/24～5/27

☆ 大隅地区高等学校
バドミントン春季大会
男子 1・2 年ダブルス優勝
堂元 拓弥（２年・根占中出身）
福園 凌生（１年・根占中出身）

☆ 大隅地区バドミントン
夏季オープン大会
女子ダブルス B 級優勝
鯵坂 葉月（３年・第一佐多中出身）
倉 芽衣子（本校職員）

ヘルメット贈呈式

進路講演会

４月２３日（月）昨年から引き続き，錦江地区
安全運転管理協議会から自転車用ヘルメット
の寄贈を受けました。これからも安全運転を心
がけ，大切に使わせていただきます。

５月１０日（木）株式会社さんぽうの坂本先生と西田先
生より，進路を切り開くための「現実を知る」「覚悟」「戦略」
「行動」の４つのキーワードからなる講話と，礼法指導をい
ただきました。講話や指導を受ける中で，生徒たちの就職
や進学に対する意識がいっそう高まりました。

一日遠足

３年生：神川大滝公園

２年生：大浜海岸

１年生：霧島ヶ丘公園

４月２７日（金）一日遠足がありました。生徒たちは交流を深め，楽しい時間を過ごすことができました。

15
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★南大隅町地域おこし協力隊

活動報告★

VOL.13（平成 30 年 6 月）

さいなんたん協力隊だより
『雄川の滝』で今なにが起きているのか

地域おこし協力隊

山下 大裕

私は今年のゴールデンウィーク期間中（4 月 28 日～ 5
月 6 日）毎日『雄川の滝』にいましたが、この間どれぐら
いの数の方がいらっしゃったと思いますか？ 驚くべきこと
になんと 13,000 人以上の方がいらっしゃいました。（こ
の入込数は 9:00 ～ 17:00 の間の記録ですが 9:00 以前や
17:00 以降も多くのお客様がいらしておりそれらの方も含
めると 14,000 人を超えます）
5 月 1 日現在の南大隅町の人口が 7,404 人ですので、連
休だけで『雄川の滝』に町民の約 1.8 倍の方が訪れたことになります。（佐多岬も同期間に 10,000 人
以上の来訪者数を記録していますがこれらも含むと町民の約 3 倍以上の方が訪れていることになりま
す）ゴールデンウィーク中『雄川の滝』には、鹿児島ナンバーやレンタカーの『わ』ナンバーの車両
はもちろん、宮崎、熊本、大分、佐賀、福岡、北九州、久留米、筑豊、長崎、佐世保、下関、山口、
岡山、倉敷、広島、福山、神戸、姫路、名古屋、大阪、なにわ、和泉、堺、三重、鈴鹿、京都、滋賀、
奈良、和歌山、春日部、熊谷、札幌、富山、岡崎、品川、多摩、袖ヶ浦、柏、川越、浜松、大宮、横浜、
岐阜、練馬、伊豆、岩手、多摩、前橋、川崎、豊田、高知、水戸、沖縄、など全国各地の車両が見受
けられました。
県外から『雄川の滝』へいらっしゃった方にお話を伺ったところ、その多くは NHK 大河ドラマ『西
郷どん』のオープニングを見て滝を知ったとお話されていました。『西郷どん』効果恐るべし！
昨夏、『雄川の滝』で『西郷どん』オープニングロケが行われた際には私も役場側のスタッフとして
同行したのですが、当日は天候にも恵まれ水量も光の具合もまさにベストな状態で迎えることができ
ました。こういう大事な時にちゃんと状態を整えてくれる『雄川の滝』は凄いなあと感心した記憶が
あります。
何が言いたいのかというと、町民の皆さんがご自宅から（遊歩道も含め）１～２時間以内に辿り着
けるであろう『雄川の滝』を見るために、全国各地から多くの方が数万円をかけ何時間も（場合によっ
ては十数時間も）車を運転してお越しになっているという事実を知っていただきたいということです。
昨年 10 月発行の協力隊だよりにも『外の目から見た南大隅町』と題して書きましたが、『雄川の滝』
は外の目から見て間違いなく一見の価値がある場所だと思います。
とはいっても一人ではなかなか腰が上がらないという方もいらっしゃるかと思います。そのような方
たちに向けて『雄川の滝』が最も美しく見える時期（7 ～ 8 月ごろ）を狙って一緒に滝を見に行くイベ
ントを企画してみようかな…と思っているところです。形になりそうであればまたお知らせします！

私のお気に入りの景色

地域おこし協力隊

神武 浩

私は毎日、伊座敷にある自宅から根占にある本庁まで車で約 25 分かけて通勤していますが、海を見
ながらのドライブは結構好きです。仕事を終えて、時間がある時には、大浜海浜公園に車を停め、ゴー
ルドビーチから景色を眺めるのがお気に入りです。快晴の日に落ちる夕陽が一番綺麗ですが、夕陽に
少し雲がかかった光景など、毎回
違う景色を見れるので、飽きるこ
とはありません。他にもお薦めの
絶景スポットがありましたら、ぜ
ひ教えて下さい！
夕陽と開聞岳

鬼岳と遠くに見える風車
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６月 27 日（水）

■６月～７月
行事名

時

乳がん
子宮頸がん
骨粗しょう症
７月 ４日（水）
検 診
７月 ８日（日）
献

３歳児健診

７月 12 日（木）

母子相談

13：00 ～ 錦江町保健センター
9：30 ～ 根占保健センター

13：00 ～ 根占保健センター

７月 19 日（木）
７月 21 日（土）

所

9：30 ～
町体育館前
13：00 ～

７月 18 日（水） 幼児歯科検診
７月 20 日（金）

場

申込者へ事
根占保健センター
前に通知し
た時間にお
越しくださ 佐多交流センター
い。
根占保健センター

血

７月 11 日（水）

間

13：00 ～ 錦江町保健センター

乳児健診

７月 １日（日）
７月 ２日（月）
７月 ３日（火）

７月 10 日（火）

旧辺塚小体育館
７：00 ～

複合健診

旧大中尾小学校
山村交流センター

７月 22 日（日）

健診のほか、お気軽に根占保健センターまでご相談ください。

町社会福祉協議会 心配ごと相談日
月

日

時

間

場

所

6 月 27 日（水） 9：00 〜 12：00 根占老人福祉センター

7 月 4 日（水） 9：00 〜 12：00 支所会議室

7 月 11 日（水） 9：00 〜 12：00 根占老人福祉センター
7 月 18 日（水） 9：00 〜 12：00 支所会議室

お買い物は町内で！！
17

人

前月比 －15

人

前月比 －29

人

前月比 －17

戸

3,861 人

女

7,375 人

合計

4,027 戸

世帯

お悔やみ申し上げます（敬称略）

日

前月比 －14

都合により
掲載できません

月

3,514 人

男

町の動き

お誕生おめでとう（敬称略）

都合により
掲載できません

「 町 の 動 き 」 で は、 役 場 町 民 保
健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。

保健・検診

町の人口（6 月１日現在）
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月

日

在宅当番医
当番医院名

電話番号

6 月 24 日

濵畑クリニック

25-2575

7月 8日

長浜医院

22-0137

7月 1日

7 月 15 日

7 月 16 日
7 月 22 日

藤崎クリニック
大根占医院

22-2238
22-2658

肝属郡医師会立病院 22-3111
津崎医院

24-2153

※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。

町内公営住宅入居者募集

●根占地区

■丸峯住宅（１戸）
■花之木住宅（１戸）
■塩入団地（１戸）
●佐多地区
■川田代団地（１戸）
■上之園団地（１戸）
■竹之浦団地（３戸）
■郡団地（６戸）
■浜団地（３戸）
■大泊団地（１戸）
■伊座敷団地（４戸）
■大中尾団地（３戸）
■辺塚団地（１戸）
●応募締切 ６月 29 日（金）
●抽選日
７月 ３ 日（火） 午前 10 時から
■問い合わせ・申し込み先
役場建設課 ℡２４―３１２９（直通）
佐多支所
℡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。
■蔵団地（世帯用）
（１戸）
■緑ヶ丘住宅（１戸）

６月に納める税

町県民税（普通徴収）１期
介護保険料 2 期

口座振替日

６月 25 日
７月２日

ホームページ、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムの案内について
南大隅町・南大隅町観光協会・地域おこし協力隊は、公式ホームページ（ＨＰ）や、ツイッター（Twitter）
等のソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）を活用し、町の話題、イベント情報、防災情報、観光
情報等の各種情報を配信しています。パソコンやスマートフォン等で、ご活用ください。
南大隅町観光協会 公式ホームページ http://satamisaki.com
南大隅町観光協会 MY 旅プロモーション特設ページ http://sainantan.jp
南大隅町観光協会 フェイスブック スミッ娘通信 @smickonews
南大隅町地域おこし協力隊フェイスブック @minamiosumi_chiikioks
南大隅町地域おこし協力隊ツイッター @minamiosumi_ch

広

南大隅町ホームページ
http://www.town.minamiosumi.lg.jp
南大隅町公式ツイッター
@t_minamiosumi
南大隅町公式インスタグラム
@minamiosumi_official

有料広告

勉 強 し よ う

学 習 塾
ほくしん
（根占教室・・・旧根占中
お問い合わせはお電話で

，

佐多教室・・・旧共済組合）

080-2726-2522(宮川)

総合葬祭

なんぐう

人形 供養祭
愛・まごころ

家 族 葬 承ります。

Lumiere

ルミエールなんぐう斎場にて
人形供養祭を実施致します。
事前受付をしておりますので
供養希望の方はお持ちよりく
ださいませ。

真心と誠意の
総合葬祭

７月１日（日）

なんぐう
愛・まごころ

あさ10：00

500円

時間内での持込をお願い致します。

℡（0994）28-3491

※45Ｌポリ袋を１袋とします。

盆提灯半額

ご殿丸，
行灯，
霊前灯，
変形，
創作提灯等各種品揃い！
家紋入提灯大特売 （神様用，仏様用）
絹張り紋入り行灯

5,800円 9,800円

紳士，婦人礼服，グンゼ肌着 作業服特売

☎22-2345

明るくて
健 康な

Lumiere

■事前人形受付■
５月７日（月）〜６月30日
（土）
ＡＭ10：00〜PM16：00

御供養料（１袋あたり）

どこよりも安く，
６月₂₀日
どこよりも豊富な品揃え
開始！

玄関用紋入り提灯

■同時開催■
・フラワーアレンジ教室（定員10名）
・初盆フェア（盆商品の展示）

乗務員募集

条件：大型２種免許取得者
業務内容：貸切運転士
各種保険制度有り

株式会社

経験者
優遇

二川交通

鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田1183

☎0994-24-2763

有料広告募集中！
「広報南大隅」では、掲載する有料広告を募集しています。
広報南大隅は、フルカラーで毎月 4,000 部発行し、町内各戸へ
配布しているほか、町外の個人、町内外の官公署へ送付していま
す。
●企業、事務所、商店などの宣伝・求人広告
●臨時的なアルバイト募集（農繁期の手伝いなど）
●企業、事務所、商店などのイベント告知など様々な用途でご利用ください。
広告掲載についての詳細は、南大隅町役場総務課へお問い合わ
せください。
【問い合わせ先】 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北 226 番地
南大隅町役場総務課 ☎ 0994-24-3111
■編集・発行 南大隅町役場総務課
〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地 TEL 0994-24-3111 FAX 0994-24-3119
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