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月号

梅雨に入り、大雨や台風などの災害が心配な季節にな
りました。道路脇には、色鮮やかな「あじさい」が綺麗
に咲いています。ジメジメしてスッキリしない時季ですが、
色とりどりのあじさいに癒されます。

南大隅町 HP

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

南大隅町の話題

随時更新中！

「もっと早く避難すればよかった」から
「早く避難してよかった」へ
□

昨今の梅雨・台風による気象災害

今年は、例年より 19 日早く５月 11 日に梅雨入りしました。すでに県内では大雨・洪水の警報が何度も発表
となり、一部地域には『避難指示』の基準の一つとなる『土砂災害警戒情報』も発表されています。
昨年は、熊本県の球磨川沿いで 65 人が犠牲となる大規模な洪水被害が発生しています。また、大隅地域では、
錦江町城ヶ崎の土砂崩れにより１名が重傷、鹿屋市や垂水市では土砂崩れによる家屋の被害、そして鹿屋市では
内水氾濫による大規模な家屋浸水による被害が発生しています。
台風についても、鹿児島地方に近接する台風の数は平均３．９個、毎年のように何らかの被害が出ています。
昨年の台風 10 号は、猛烈な勢力のまま九州南部に接近すると予報され、枕崎台風（昭和 20 年）や伊勢湾台
風（昭和 34 年）に匹敵すると言われました。

錦江町城ヶ崎の土砂崩れに押し潰された自動車

鹿屋市内の記録的豪雨による浸水

南大隅町でも、近年雨量は増加傾向にあり、いつ大規模な土砂災害や河川氾濫が発生してもおかしくない気象
環境になっています。
気象災害から自らの命を守る、そのためには、普段の準備と危険からの回避が重要です。土砂災害や川の氾濫
による洪水への備えについて、もう一度確認し、いざというときにサッと行動に移せるようにしましょう。

□

普段の備え（雨が降り出す前にやっておくべきこと）

①家・道路の周りの環境整備
・側溝や排水溝のゴミなどは除去（雨水で詰まると、溢れて冠水しやすくなります）
・家屋、道路にかかっている樹木の枝の伐採と枯木の撤去
（倒木、枝の垂れ下がりによる被害の防止と緊急車両などの経路確保のためです）
②危険箇所を知る
・防災マップで、自宅が警戒区域（土砂災害、洪水浸水）にかかっていないか確認
・自宅周辺を実際に見て、大雨や暴風による危険な場所がないか確認
③避難先、移動手段、移動経路の確認
・避難先（親戚・知人宅、指定避難所、ホテルなど）をあらかじめ決めておく
・移動手段を確保する（危険が差し迫ってからの車での移動は危険）
・安全に避難できる経路を確認しておく（普段使う道路が安全とは限らない）
④情報収集の手段を確認
・防災行政無線個別受信機の状態を確認しておく（電池交換を早めに）
・テレビのデータ放送などによる情報入手方法を確認しておく（防災行政無線の内容は、ＭＢＣデータ
放送で確認することができます。避難情報や気象に関する情報、河川の水位も見ることができます）
・スマートフォンでの情報の入手方法の確認
・避難先での情報収集のためのラジオなどの準備
⑤停電・断水への備え
・停電に備え、懐中電灯などを準備
・断水に備え、飲料水の備蓄、生活用水の確保（風呂水の貯めおきなど）
⑥避難の準備
・非常持ち出し品の準備（何を準備するべきかは、防災マップ情報ページなどを参考にしてください）
・避難先などをあらかじめ家族、自治会、親戚などと話し合い、情報を共有しておく

■問い合わせ先

総務課

℡２４―３１１１
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□

避難すべき人は誰？

次のような条件の家に住んでいる人は、避難の対象となります。
□

自宅が土砂災害警戒（特別警戒）区域の中、または隣接している

□

中小河川の近くで氾濫した場合、浸水する危険がある

□
□

□

自宅が雄川浸水想定区域内にある

台風の暴風で自宅（屋根・外壁など）が被害を受ける可能性がある

避難開始はいつ？

次のような状況になったら、速やかに避難を開始しましょう。

①避難に関する情報が発令されたとき

※『避難勧告』は廃止されました

『高齢者等避難』発令

避難すべき人のうち避難に時間がかかる、他の人の支援が必要な高齢者、障がいが
ある人、妊産婦、乳幼児がいる人とその支援をする家族や介助者の人は避難を開始

『避難指示』発令

避難すべき人で示した場所に居住するすべての人は、速やかに安全な場所に避難

この段階までに
必ず避難
しましょう！

『緊急安全確保』発令
この段階での避難行動はかえって危険な場合があります。既に災害が発生している可能性が高く、避難所ま

での移動が危険と判断される場合は、近くの安全な場所または屋内の最も安全と思われる場所へ移動するな
ど、命を守る最善の行動をとる（『緊急安全確保』は状況によっては発表されないこともあります）

②災害の兆候を感じたとき

避難に関する指示などが発表されていない状況でも、急激な河川の増水や家の周辺で土砂災害の兆候と思わ
れるような現象があり、自宅にいては危険と判断したときは、ためらうことなく、安全な場所へ避難する（町

では、避難の指示を出す基準に至っていなくても、自主避難の可能性があると判断した場合は、いくつかの
避難所を開設します）

③避難先までの移動にかかる時間を考慮した時間
近くの避難所以外の場所（町外の知人・親戚宅、ホテルなどの宿泊施設）へ避難する場合は、天候が悪化す
る前の十分に安全な移動ができるタイミングで避難を開始する

□

どこへ避難？

気 象災害からの難を避けるため、安全な場所へ移動することが避難です。
密を避け、警戒区域などの危険な場所から離れることができ、暴風でも安
全にとどまることができる場所を決めておきましょう。
○安全な場所に所在する親戚・知人宅

○安全な場所に立地するホテルなどの宿泊施設
○指定避難所

○安全な場所にある堅牢な建物

（集会施設のうち、警戒区域の外にあり、河川などから離れていて、
鉄筋コンクリート造りの堅牢な建物など）
△安全な場所に駐車した車両の中

（車両は暴風や洪水に対して必ずしも安全ではありません。また、長

時間狭い空間の中でじっとしていると健康を害することがあります）
町公式ホームページ

町公式 Twitter

町公式 LINE

MBC 南日本放送アプリ

最新情報は
こちらから
ご覧ください
▶ MBC テレビのｄボタン、MBC 南日本放送アプリの「南大隅町からのお知らせ」で防災行政無線の聞き逃しを確認できます。
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□

避難の誘導と要配慮者の避難の手伝い（自主防災組織・消防団）

地域でお互いに助け合っていくための自治会は、自主防災組織でもあ

ります。自治会内の高齢者などの避難の支援が必要な人について、どの
ように避難を支援するか自主防災組織（＝自治会）として、事前に話し
合いましょう。

危険が迫っている状況では、その地域を担当する消防団も避難誘導に

あたりますが、消火・救助活動などのため消防団員が誘導に従事できな
い場合もあります。自主防災組織が主体となって、避難の誘導・支援を
お願いします。

□

全国的に避難誘導・避難所運営は、
自主防災組織（= 地区住民）が主体

何を持って行く？

町では、指定避難所での避難環境をよくするため、今年からテレビ、扇風機（一部

避難所ではエアコン）、非常用発電機、ＬＥＤ照明などを配置しました。毛布、簡易ベッ

ド、非常用食料なども備蓄を進めていますが、十分な数量が確保できていないため、
被災し長期の避難所生活を余儀なくされる人や、体調を崩して緊急に介助が必要な人
への使用に限ります。

台風の接近などによる避難（予防避難）の場合は、避難所での生活に必要な物を、

ご自身で準備をしてください。
○寝具（毛布、寝袋など）

○１泊分の飲料水、食料（避難所での飲酒は控えてください）
○生理・衛生用品（下着、おむつ、マスクなど）

○その他の携行品については、新防災マップの情報ページを参考に準備

□

避難所で気をつけること（感染症対策・マナー・ペット）

○新型コロナ対策

・隣の人と２ｍ以上の間隔を開ける

・必ずマスクを着用する（ワクチン接種が済んでいる人も着用をお願いします）
・必ず手洗い・手指消毒をする（入退室・トイレの前後・食事の前後）
・具合が悪くなったら、他の人との接触を避け、直ちに職員に申し出る

○マナーを守る

・多くの方が利用する場所です、大声を出したり騒いだりしない
・飲酒は控えてください

・喫煙は、屋外の指定された場所で、吸い殻を捨てない

・不自由なこともありますが、隣同士ゆずりあいましょう

・ペットはケージに入れ、屋外または指定された場所におく

（アレルギーを持った人もいます。他の人と同一室内へのペットの連れ込みはお断りします。）

■問い合わせ先

総務課

℡２４―３１１１
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消防団員を募集しています

～地域のため

家族のため

あなたのチカラをお貸しください～

南大隅町消防団では、地域の安心・安全を守り、災害のないまちづくりのために地域防災の要となる新入
団員と、女性ならではの気配りと温かさを生かし活動していただける女性消防隊員を募集しています。
○応募資格
・南大隅町内に居住・勤務している方・年齢 18 歳以上で健康な方
○主な活動内容
（一般団員）
・火災における消火活動や風水害時の警戒巡視
・消防団の各種訓練や防火啓発活動
・災害に備えての資機材点検
（女性消防隊）
・災害時の後方支援活動（火災時の出動はありません。）
・消防団の各種訓練や防火啓発活動
○消防団員の身分および待遇
・非常勤の特別職公務員となります。
・活動に必用な被服などを貸与します。
募集中！
・条例に基づき、報酬や出動手当を支給します。
・消防団活動中の負傷は公務災害として補償されます。
・５年以上の在団者で、勤務年数に応じて退職金が支給されます。
★入団を希望する方、興味がある方は、お近くの分団、または役場総務課にお問い合わせください。
■問い合わせ先 役場 総務課 ℡２４－３１１１
令和２年９月台風１０号衛星写真

ボ～災監のひとり言 ６月号
- ×「多分・
・
・だろう」ではなく、◎「もしも・・
・だったら」で -

うわー５月号で「もうすぐ梅雨入りですね」とか言っちゃいましたけど、５月 11 日
梅雨入りしちゃいました。配布時には、すでに雨がザァーザァー降ってるもんなぁ。な
んなんだ今年は。おっと、こんにちはボ～災専門監です。
例年だと５月末に梅雨入りして、本格的な梅雨の豪雨は、末期の６月下旬～７月初旬
です。ところが今年は、梅雨入りと同時に降るわ降るわ。警報どころか『土砂災害警戒
情報』が何度も発表されましたよ。今年の梅雨 ････ どんだけぇ～～！と、文句ばっかり言っても何の意味もありま
せんね。建設的・前向き思考に Change ！大雨が降るのは止められません。降っても早めに対応することで被害を防ぐ・
減らす、で行きましょう。
災害教訓とか読んでいてよく感じることがあります。それは、交通事故と一緒だなぁ、と言うことです。事故のニュー
スで、事故を起こした人が、
「多分、あの車は止まるだろうと思った。」とか「歩行者はいないだろうと思った。」と『多
分 ･･･ だろう。』がほとんどですよね。災害もそうなんです。「まさか、俺の家の裏山が崩れるとは ････」や「まさか、
車が流されるなんて ････」がほとんどです。言い換えれば、「俺の家の裏山は大丈夫だろう」や「少しくらいの水な
ら、まだ車で大丈夫だろう。」ですよね。その結果、逃げ場をなくし屋根の上で救助隊が来るのを待つ。最悪は家ごと・
車ごと土砂や洪水に飲み込まれる。犠牲者の多くがそういう状態であることは、各種の調査から判明しています。
交通事故の予防の要は、『だろう運転』をやめて、『もしも運転』をすることと言われています。『もしも、車が出
てきたら』、『もしも歩行者が横断していたら』を念頭に置いた運転をすることが、速度を抑えたり、早めにブレーキ
をかけたりと、事故を回避することにつながります。防災も然り！『もしも裏山の地盤が緩んでいたら』、『もしも道
路が冠水していたら』、究極が『もしも、今避難しなければ』です。何かがあってからでは、救える命も救えないん
です。
西日本豪雨の際、家に取り残されたり車が動けなくなったりして、１１０番や１１９番に救助要請が何千件と来た
そうです。当然、警察や消防の手が足りるはずがありませんし、豪雨の中では現場へ行くことすらできません。役場・
市役所も電話はパンクし状況がつかめず、当然、災害対応は滞ってしまう結果に
なりました。そして、命からがら助かった人たちは、
「まさかこんなになるなんて。
自分だけは大丈夫だろうと思った。」と取材に答えるんですね。人によっては、
「も
しも、何もなかったら、どうしてくれんだ。」と言われる人が必ずいらっしゃいます。
その時の私の答えはひとつ「よかったですね、何もなくて。笑えるのも怒れるの
も、何もなかったからですよ。」です。今月号の『防災特集』を読んで、「もしも」
に備えてください。お願いしま～す。さぁコーヒータイム！
洪水で孤立した家屋からの自衛隊ヘリによる救助
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■問い合わせ先

役場

総務課

℡２４－３１１１

まちの

話題
感染症対策の知識を深めました
南大隅町いきいき学級講演会

５月 26 日・27 日、南大隅町いきいき学級は、

イキイキと自分らしくありたい
南大隅町地域女性会連絡協議会

５月 15 日、美人仕立屋（イメージコンサルタ

池田病院（鹿屋市）の感染管理対策認定看護師

ント）「くにごうあや」さんを招いて「マイナス

藤本久美子さんを講師に、手指衛生などの感染管

５歳若返りも夢じゃない！秘めた魅力を引き出す

理を学びました。「なぜ手指消毒なのか」「普段の

パーソナルカラー講座」と題して講演会を開催し

生活で気をつけること」、実演を交えながら「ア

ました。自分の良さを活かしながら潜在的な魅力

ルコール消毒」「マスクの習慣化」「感染しない・

を引き出していく、外見と内面を照らし合わせて

させない」など、基本の大切さと私たちができる

自分の理想とする女性となるためにお話いただき

ことを具体的にお話いただきました。

有意義な時間となりました。

佐多地区での「いきいき学級」

講師と、参加した町地域女性会のメンバー

暮らしと税金との関わりを学ぶ

農業担い手育成！町の研修制度

神山小学校「租税教室」開催

５月 20 日、税に対する関心・理解を深めても

令和3年度町新規就農者支援制度

５月 13 日、新規就農者支援制度（研修制度）

らうため、神山小学校で租税教室が開催されまし

の認定式が町長室で行われ、松留航大さん（山本

た。役場税務課職員が講師となり「税金がなくなっ

新町）が認定されました。

た世界はどうなるのか」といった内容のビデオ鑑

松留さんは、幼い頃に祖父が根占横別府で牛飼

賞や税金クイズなどを通して、税への理解・関心

いをされており、手伝いする中で農業に興味を持

を深めてもらうことができました。税金に関する

たれ、県立農業大学肉用牛科を卒業されました。

たくさんの質問があり、租税教室で、税金の役割

本町の研修制度を活用し、地域の畜産担い手農

を知り関心をもつ機会になりました。

神山小学校での租税教室

家を目指し研修され、今後の活躍が期待されます。

農業研修制度の認定を受けた松留航大さん（写真左）
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まちの

話題
優秀スポーツ選手栄光をたたえて

永年の功績が認められ
叙勲受章

寶滿登さん

南大隅町・南大隅町体育協会表彰

５月 17 日、寶滿登さん（折山自治会）に「旭

５月 17 日、根占中学校校長室で、南大隅町・

日単光章」の伝達式が、ご自宅で行われました。

南大隅町体育協会の「優秀スポーツ選手」表彰式

寶滿登さんは、平成 4 年に旧佐多町議会議員

が行われました。町体育協会会長 上籠清幸さん

に初当選され、平成 16 年 11 月までの 12 年 1

から、びわ湖カップなでしこサッカー大会に出場

月にわたり議員を務め、住民福祉の向上及び地方

された前田仁瑚さん、九州小学生バドミントン

自治の発展に尽力されました。また、旧佐多町農

フェスティバルに出場された柿迫龍我さん、池之

業委員会委員も歴任され農業振興にも貢献されま

迫大瑚さんに表彰状と盾を送られました。今後の

した。叙勲受章おめでとうございます。

更なる活躍が期待されます。

受章された寶滿登さん（写真右）

前田仁瑚さん（写真左 2 人目）、柿迫龍我さん（写真中央）、
池之迫大瑚さん（写真右 2 人目）

町内でも新型コロナワクチン接種が始まりました
南大隅町では、5 月 10 日から新型コロナワクチン接種が始まりました。
個別接種では町立診療所や町内医療機関、また集団接種では錦江町総合交流センターが会場となってい
ます。今後、対象となる方には、接種券やお知らせが郵送されます。

予約方法や、接種に関する問い合わせは、「南大隅町ワクチン予約・コールセンター」へお願いします。
その他、ご不明な点は、役場

町民保健課

℡２５－１５００

へ問い合わせください。

インターネット予約 https://jump.mrso.jp/kinmina
電話予約 南大隅町ワクチン予約・コールセンター

０５７０－２００－５６5
（平日

９時から 17 時まで）

佐多診療所ワクチン接種会場
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経済課

イヌマキの害虫「キオビエダシャク」が発生しています
南方外来種の蛾で、イヌマキの葉を食い荒らす害虫「キオビエダシャク」が発
生しています。庭などにイヌマキを植栽しているご家庭では十分注意してくださ
い。被害を受けた木は枯死することもあります。
被害の拡大防止には、幼虫の早期発見による捕殺が効果的です。もし、幼虫が
大量に発生しているときは、薬剤散布が効果的です。ただし、薬剤散布は幼虫に
効果はありますが、成虫、卵及びサナギには効果はありません。
◇薬剤散布にあたって注意すべきこと
薬剤の使用にあたっては、ラベルの説明書を必ず読んで、記載内容に従って正
しく使用しましょう。
周辺の農作物や通行人などに飛散しないよう注意しましょう。

令和３年度

経

キオビエダシャクの幼虫

キオビエダシャクの成虫

肝属郡春季畜産共進会結果

5 月 14 日、第 42 回肝属地区春季畜産共進会が開催さ
れました。今回の共進会は新型コロナウイルス感染症対策
として、入場制限を設けたうえでの開催となりました。
各地区から優秀な牛が集合し、南大隅町からも 8 頭の
牛が出品されました。
来年度開催される第 12 回全国和牛能力共進会鹿児島県
大会に向けて、10 月にプレ大会が計画されており、今後
もより良い成績を目指した努力が続きます。

根占地区

種

目

区

名

1部

佐多地区

若雌

種雄牛

ひろみ

ゆりこ 142

2部

かずうみ 2126

区 分
1部
1部
2部
2部

名 号
あん
めい
さたひめ 57
しづこ 115

2部

目

号

1部

若雌

種

分

はなかめ

出品者名

成

績

華忠良

橋口

初男

最優秀賞６席

華忠良

牧口

一幸

最優秀賞３席

華春福

鶴田

喜亀忠

鶴田

種雄牛
安亀忠
華春福
華春福
喜亀忠

洋行

最優秀賞

洋行

最優秀賞

出品者名
川内 裕美
稲留 俊一
横山 京一
稲留 俊一

成 績
最優秀賞
最優秀賞
最優秀賞
最優秀賞 7 席

南大隅町子牛のセリ市情報〔令和３年５月〕
地

区

総頭数

売却頭数

総平均

メ

ス

去

勢

根占地区

169 頭

116 頭 720,224 円 655,532 円 763,029 円

佐多地区

66 頭

49 頭 707,571 円 658,080 円 759,125 円

肝属地区

肝属全体前月比：70,380 円安

1,560 頭 1,253 頭 699,302 円 638,354 円 742,822 円 ※価格は売却分（税抜価格）
◎南大隅町最高販売価格牛の血統等

区分
根占
佐多

父

祖父

曽祖父

産次

日齢

体重

メス

若百合

喜亀忠

安福久

2

260 日

285㎏

810,000 円

去勢

安亀忠

鉄平

安福久

9

296 日

345㎏

1,113,000 円

メス

喜亀忠

安福久

金幸

受卵

274 日

290㎏

782,000 円

去勢

華春福

秀幸福

安福久

受卵

262 日

351㎏

875,000 円

■問い合わせ先

役場

経済課

価格

℡２４－３１２８
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経

経済課

農福連携：社会福祉法人白鳩会「花の木農場」

永年、農業と福祉の連携と「地域の人」を繋ぐ事業に取り組んでいる社会福祉法人白鳩会「花の木農場」
（理事長 中村隆一郎さん）は、令和 3 年５月 13 日に大隅半島で広域的に農福連携の課題を共有する取り
組みとして、地域プラットフォームの機能を持った「大隅半島ノウフクコンソーシアム」（会長 中村隆一
郎さん）を設立されました。
コンソーシアムでは、外部専門家を招いた人材育成研修会や、農福連携先進地研修、大隅半島農福産品
のブランディング強化など、会員の社会福祉法人や農業法人の課題解決と相互連携により大隅半島全体の
「ノウフク」振興に繋がる事業を実施されます。

本町のブランド品であるバレイショの生産面積が年々減少傾向にあります。
役場経済課では、農福連携の取り組みとして社会福祉法人白鳩会との連携により、バレイショ収穫作業
の一部を施設入所者が支援する実証を行いました。
今後は、担い手不足や高齢者による労働力低下を少しでも解消するため、町や JA 鹿児島きもつき農協・
白鳩会と連携しながら「農福連携事業」を推進していきます。

■問い合わせ先

広

役場

経済課

℡２４－３１２８

有料広告

急
募

㈱エム・コーポレーション
清掃スタッフ募集

勤務地▶介護老人保健施設みなみかぜ
賃 金▶時給８５０円※週 6 日勤務で➊❷体制
就業時間▶➊ ６ 時 15 分～ 10 時 15 分
❷ ６ 時 15 分～ 14 時 30 分
問合せ先

〒 893-0063

㈱エム・コーポレーション
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鹿屋市新栄町 32-8

☎ 0994-40-3443

企画課
～ネッピー・
みさきちゃん～

南大隅町

制度解説 4 コマ漫画

納税納付キャッシュレス化・ふるさと納税お願いの巻（デジタル化）

■問い合わせ先

役場

企画課

℡２４－３１１３

絵

VOL.41

有木円美（地域おこし協力隊ＯＧ）

４コマ漫画の企画内容は担当課や広報担当が作成し、漫画の絵を地域おこし協力隊 OG の有木円美さんに担当して
いただいています。

まちづくりの基礎となる「統計」お手伝いください！
町では、国や県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、総務大臣または県知事などから任命される非常勤の公務員です。国勢調査、農林業セン

サス、経済センサス、工業統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。お気軽に企画課へご連絡ください。
●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、仕事の内容や都合を確認の上調査をお願いすることになります。
●各統計調査ごとに、調査員報酬（賃金）などが支払われます。
■問い合わせ先 役場 企画課
℡２４－３１１３
Minamiosumi Public Relations, 2021.6
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介

介護福祉課

児童手当

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。
公務員の方は各職場にて、手続きをお願いします。

■問い合わせ先

観

役場

介護福祉課

℡２４―３１２６

支所

総務民生グループ

℡２６－０５１１

商工観光課

ゴールドビーチ大浜海水浴場開設

ゴールドビーチ大浜海水浴場は、７月 17 日から開設する予定です。
新型コロナウイルス感染防止のため、3 密を避ける行動を徹底してください。
●監視人設置期間
日程 ７月 17 日から８月 31 日まで
時間 10 時から 18 時
【感染症予防対策】
混雑時のシャワー室、更衣室の入場制限を行う場合があ
ります。
●新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開設を中止する場合があり
ます。

水上バイク利用は、マナーやルールを守りましょう！
海は、あなたにとっては楽しいレジャーの場であっても、ほかの人たちの生
活の場でもあります。付近に住んでいる人たちや、他のレジャーを楽しんでい
る人たちの迷惑にならないように、次の行為はやめましょう。
●海水浴場内への乗り入れ ●人家に近い区域の猛スピード航行
●漁業施設に近づくこと
●騒音などの迷惑行為
●酒酔い操縦

■問い合わせ先

広

役場

商工観光課

℡２４－３１１５

有料広告
スレート⼩屋の修繕・補修をしなければ、
⼤事故・⼤出費につながります！

家 族 葬 承ります。
フックの耐⽤年数は25年！

⻑年放置すると・・・
フックがさびて、下地やスレートとの隙間ができてきます。
・強⾵で⾶んで、周辺への被害発⽣（⼈・家・⾞など）
・うっかり乗って、割れて墜落事故（⼤けが、死亡事故）
・割れが⽣じて⾬漏り。さらに下地（C鋼、鉄⾻）がさびて、
建物寿命が短命に

ご相談ください！！
鉄のことなら、久徳鉄⼯所（根占⼭本4137）
電話：24-3645
携帯：080-5210-8680（雪丸）
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安心の 365 日・24 時間受付
家族葬、自宅葬から一般葬まで

「もしも…」の時。すぐ、お電話ください。
すぐ、お迎えに参ります。

愛・まごころ

なんぐう
Lumiere

錦江町馬場 2142 番地 1（タイヨーさん隣）

℡（0994）28-3491・℡（0994）24-4444

税務課

国民健康保険税の軽減
軽減判定基準額変更

税

国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を 43 万円（これま

では 33 万円）に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける方
の数の合計数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えることとします。
軽減区分

改正前

７割軽減

基礎控除額 33 万円

５割軽減

改正後（令和３年度以降）
基礎控除額 43 万円
＋（給与所得者等【※１】の数－１）× 10 万円

基礎控除額 33 万円

基礎控除額 43 万円＋（給与所得者等【※１】の数－１）

＋（28.5 万円×被保険者数）

２割軽減

基礎控除額 33 万円

× 10 万円＋（28.5 万円×被保険者数【※２】）
基礎控除額 43 万円＋（給与所得者等【※１】の数－１）

＋（52 万円×被保険者数）

× 10 万円＋（52 万円×被保険者数【※２】
）

【※１】年間給与収入が 55 万円を超える方と一定額を超える公的年金等を受給している方
（65 歳未満：年間 60 万円、65 歳以上：年間 110 万円）をいいます。

【※２】同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者へ移行した方を含み
ます。

●軽減の対象は「均等割額」と「平等割額」のみです。

●４月１日（年度途中の加入世帯は資格取得日）時点の世帯構成に基づき算定します。

● 65 歳以上の公的年金等受給者の方は、年金所得から 15 万円を控除した金額で軽減判定を行います。

令和３年度地籍調査事業実施のお知らせ
地籍調査事業は、明治以来の字絵図を近代的測量方法により正確な地図として整備するもので、土地取
引の円滑化、災害復旧の迅速化や固定資産税の適正な課税など、町民の皆さんが、暮らしやすく、安心安
全なまちづくりのために行います。
令和３年度地籍調査の日程は、８月下旬から 10 月末ごろまでを予定しています。詳細につきましては、
土地所有者及び管理者の方へお知らせしますので、ご協力をお願いします。

今年度の地籍調査地区（計画）字名
●根占川北地区（中別府の一部）

調査面積

①（花之木・岩前・水之尻・北川内の一部）

８５ha

西岩前、榎ケ迫、東榎ケ迫、久木迫頭、倉尾、南返ケ迫、返ケ迫、八反竿、久木迫、水尻頭、

宮田、返り平、雨包

②（雄川の滝へのアクセス道路沿線の一部）

下川内、野間川内、川内之下、川内山、権現山、小瀧之平、小瀧平山、川畑、小谷、折戸西平、

折戸平、川内坂、山之内、小谷之下、東川原、小口之平、西小川内、小川内、上小川内、終山、
七曲、谷ケ山、葉毛平、川内入口
●根占辺田地区の一部
①（下園自治会の一部）		
②（大川自治会の一部）		
■問い合わせ先

役場

税務課

調査面積 ６ ha
船附、石走、磯口
宮本、大川、屋敷添、塩入、大川中村、上大川

℡２４－３１１６
Minamiosumi Public Relations, 2021.6
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保

町民保健課

国民年金保険料免除制度

所得が少ない時や失業により国民年金保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請によって、保険料の
納付が免除される制度があります。保険料を未納のままにしていると老後の年金だけでなく、障害や死亡といっ
た不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。未納のままにせず、
役場町民保健課または支所総務民生グループへ申請してください。
なお、令和３年７月分から令和４年６月分までの保険料の免除及び猶予の申請は、７月１日から受け付けてい
ます。過去の分についても、２年１か月前の月分まで遡って申請することができます。

免除（全額免除・一部免除）制度

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額
免除または一部免除となります。※退職や失業により申請を行う場合は、審査の対象となる申請者本人の所得を
除外して審査を行います。
◇手続きに必要なもの 年金手帳、退職や失業が理由の場合は、離職票または雇用保険受給資格者証

納付猶予制度

本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。※対象者は、50 歳
未満の人となります。
◇手続きに必要なもの 年金手帳

学生納付特例制度

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
※免除期間は 4 月から翌年３月までと一般の免除とは異なります。
◇手続きに必要なもの 年金手帳、在学証明書または学生証の写し

産前産後保険料免除
産前産後期間に第 1 号被保険者の資格を有する者に対し、出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月
間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か
月間の保険料が免除されます。
◇手続きに必要なもの 年金手帳、在学証明書または学生証の写し

「申請した場合」と「未納」との違い
納付（通常）・
産前産後免除

全額免除

一部免除

老齢・障害・遺族基礎
年金の受給資格期間

含まれる

含まれる

含まれる
（注２）

含まれる

含まれない

老齢基礎年金額の計算

含まれる

含まれる
（注１）

含まれる
（注１、注２）

含まれない

含まれない

区

分

納付猶予
未納
（学生納付特例） （申請なし）

（注１）保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
（注２）一部免除については、減額された保険料を納めないと無効（未納と同じ）となります。

鹿屋年金事務所からのお知らせ
鹿屋年金事務所では、予約制を導入しており、ご予約のお客様を優先に対応させていただいておりますので、
混雑時でもお待たせいたしません。
年金相談が必要なときは、まず、鹿屋年金事務所へご予約のお電話をお願いいたします。
≪予約相談時間≫ ８時３０分から１８時（月曜日）（祝日等の場合は翌営業日）
８時３０分から１６時（火曜日から金曜日）
９時３０分から１５時（第２土曜日）
℡０９９４－４２－５１２１
※ダイヤル後、自動音声が流れます。①を押した後に②を押してください。
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書を事前にご準備ください。

■問い合わせ先
13
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町民保健課

℡２４－３１２５

佐多支所

総務民生グループ

℡２６－０５１１

町民保健課

夏の野菜で暑さをのりきろう！
夏はおいしいものがたくさん！
旬の食べものは、その季節の体に必要な栄養素をと
ることができるといわれています。
なかでも夏野菜は、暑さで疲れた体を元気にしてく
れる栄養素がたっぷり。
夏野菜に含まれる水分やカリウムは、体を冷まして
くれる作用を持っています。また、疲労に効果的なビ
タミンＢ１、Ｂ 2 が含まれていることが多いので、夏
バテ予防の効果も期待できます。また、紫外線から身
を守るための抗酸化作用のあるβーカロテン、ポリフェ
ノール類、ビタミン C、E など豊富に含まれています。

食改さんが教える
夏野菜の冷しゃぶサラダ
≪材料≫ ＝ 4 人分＝
・レタス
1/2 玉
・玉ねぎ
1/2 個
・パプリカ
1個
・トマト
1個
・キュウリ
1本
・豚スライス 8 枚
（しゃぶしゃぶ用）
☆お好みのドレッシング
≪ 1 人分当たり≫
エネルギー：85kcal

保

夏野菜とは…？
夏野菜は色が濃く、つるなどでぶらさがるよう
にしてなるものが多いのが特徴。
一年中買うことのできる夏野菜でも、旬である
夏にとれたものの方が栄養価は高い。
◀カボチャ
◀ナス
◀モロヘイヤ
◀キュウリ

◀オクラ
◀ニガウリ
◀トマト
◀パプリカ

夏野菜レシピ
＝作り方＝
① レタスは食べやすい大きさにちぎる。
② 玉ねぎ、きゅうり、パプリカはスライスする。
③ トマトはくし形に切る。
④ 豚肉はサッとボイルする。
⑤ 盛り付けて、お好みのドレッシングをかける。
大さじ 1 使用時比較
エネルギー（kcal）
ごまドレッシング
４３
青じそドレッシング
８
和風ドレッシング
1５
めんつゆ（ストレートタイプ）
8
めんつゆ（濃縮タイプ）
２０

塩分（g）
1．４
0．8
1．３
0．６
1．６

たんぱく質：6.1g

ニガウリのかば焼き
≪材料≫ ＝ 3 人分＝
・ニガウリ
1 本（300g）
片栗粉
揚げ油
適量
Ａ 濃口醤油 大さじ 1
酒
大さじ 1
みりん
大さじ 1
砂糖
大さじ 1/2
ごま
少々
≪ 1 人分≫
エネルギー：120kcal
たんぱく質：1.6 ｇ
塩分：0.8 ｇ

■問い合わせ先

＝作り方＝
① ニ ガウリは種と白わたをとり除き、食べやすい
大きさに切る。
② 片栗粉をつけて 180℃の油で揚げる。
③ Ａ の調味料を鍋で沸騰させ、その中に②を入れ
てからめる。
④ 最後にゴマをふって出来上がり。

根占保健センター

℡２４―３３８８

食改さん（町食生活改善推進員）
Minamiosumi Public Relations, 2021.6
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町民保健課

『脳ドック』検診の追加募集

40 歳以上の町民で、節目（5 歳刻み）の方を対象に「脳ドック」検診助成を行っていますが、追加募集を行います。
◇募集人員◇
◇対象者◇

38 人 ＊申込者は先着順とし、定員になり次第締め切ります。
町内に住所のある 40 歳から 74 歳までの方（特定健診対象者）
ただし、以下の方は対象外とさせていただきます。
＊過去 5 年以内に脳ドックを受診された方
＊脳血管疾患治療歴のある方（保険診療で受診できます）
◇注意事項◇ 本年度の特定健診（心電図、眼底、腹囲、採血等）と検査項目が重複しますので、特定健診を受
診された方は受診できません。
◇脳ドック委託医療機関及び必要経費等◇
医療機関名

（単位：円）
連絡先

脳ドック費用

町の助成額

個人負担額

厚地脳神経外科病院

鹿児島市東千石町 4-13
電話 099-226-1231

35,000

20,000

15,000

徳田脳神経外科病院

鹿屋市打馬 1-11248-1
電話 0994-44-1119

39,000

20,000

19,000

人間ドック費
用を自己負担

19,800

脳ドックに
係る負担は 0

JA 鹿児島県厚生連健康管理センター 鹿児島市与次郎 1-13-1
（※１）
電話 099-256-1133
南風病院

鹿児島市長田町 14-3
電話 099-226-9111

44,000

20,000

24,000

垂水中央病院（※２）

垂水市錦江町 1-140
電話 0994-32-5211

31,900

20,000

11,900

肝属郡医師会立病院

肝属郡錦江町神川 135-3
電話 0994-22-3111

44,000

20,000

24,000

鹿屋医療センター（県民健康プラザ）

鹿屋市札元１-8-8
電話 0994-42-5101

33,610

20,000

13,610

※１

 Ａ鹿児島県厚生連健康管理センターでは、人間ドックを受診すればオプションで脳ドックを受診するこ
Ｊ
とができます。脳ドックのみの申し込みはできませんのでご了承ください。
※２ 検査日は水曜日のみです。（検査時間：10 時 30 分から 16 時くらいまで）
◇申し込み方法◇ 受診を希望される方は、根占保健センター（℡２４―３３８８）へ申し込みください。
◇申込期限◇ 令和 3 年 7 月 9 日（金）

健康づくりマイレージ事業 参加登録者を募集中です
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」
の参加登録希望者を受け付けています。
検診会場でも受け付けできますが、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」を役場町民保健課、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。検診会場でも受け付けています。
注意事項
マイレージカードは、１年毎の更新制です。令和 3 年度は、フチが薄い青色のカードです。
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。
■問い合わせ先
15
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℡２４―３３８８

★南大隅町地域おこし協力隊

VOL.49（令和３年 6 月）

活動報告★

さいなんたん協力隊だより
『収穫が始まります！』 地域おこし協力隊 安部川京子

想定外の早すぎる梅雨入りで、太陽の日差しが必要な時に長く続く

曇天。

植物にとっては、光合成も充分に出来ず、湿度も高めで、具合が悪

くなってしまいそうな日々でした。

そんな中、パインアップルは予定通りに色づき始めました。

一番最初は「ボゴール」です。スナックパインともいわれ、芯まで

食べられる甘いパインアップルです。

これから他の品種もどんどん色づいてきます。どんどん気温も上がっ

てきます。黄色くなったパインアップルは、日差しが強かったり、暑
すぎたりすると熟しすぎてしまい美味しくありません。その為、今年
は遮光ネットを張って温度上昇などを抑えていきます。
右の写真は、アボカドの

「サンミゲル」という品種です。

実は大きく雫型になり、食べ頃には赤紫色になる種類です。

（見たことも食べたこともありませんが）

この木は驚くほどたくさんの実をつけています。ハウス内

で 1 番です。どこまで生理落果してしまうか分かりませんが、
収穫の時まで１つでも多く残って欲しいです。
■問い合わせ先

役場

経済課

℡２４－３１２８

有料広告

広

７月オープンの 看多機「宝樹」内覧会を行います
看多機とは医療ニーズの高い方が、慣れ親しんだ地
域で暮らし続けることをサポートするため、看護と介護
を組み合わせた介護医療保険適用の仕組みのことです。
訪問介護・訪問看護・通い・宿泊の４つの機能があり、
利用者様の主治医と連携を図りながら、365 日 24 時間
対応。状況に応じて柔軟に支援を行うので、利用者様

７月１日オープンの看多機「宝樹」内覧会を行います。
お気軽にお越しいただき、ゆっくりとご覧ください。

随時、ご見学・ご相談お受けします。
１０：００－１５：００

やご家族の不安や負担を軽減できます。

宝樹
←南大隅町
R269

ＭＡＰ

コメリ

ルミエール

〈関連事業〉

錦江園
松崎公園
タイヨー

錦江町役場→

よ う か て ん

養花天

訪問看護ステーション

住所 / 肝属郡錦江町馬場 1187-1

連絡先 /0994-27-4077（担当：川口初美）

Minamiosumi Public Relations, 2021.6
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３年生：神川大滝公園

２年生：霧島ヶ丘公園

１年生：自転車競技場

４月 30 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。

進路講演会

除草作業

５月13日（木）株式会社さんぽうの坂本先生より，「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小
論文指導（リモート），中川先生より就職試験に備えた礼法指
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より一層高まりました。

４月 21 日（水）第 1 回校内除草作業が行
われました。校内美化への意識を高め，加
えて生徒間・生徒教員間の親睦もさらに深
まる有意義な時間となりました。

◎男子バドミントン部

団体

第３位

個人ダブルス
第１位 久保 雅暉（３年・根占中出身）
久保 椋暉（３年・根占中出身）
第３位 下大川 翔（３年・根占中出身）
湊原 大宙（３年・根占中出身）
個人シングルス
第３位 久保 雅暉（３年・根占中出身）

17
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◎女子テニス部
個人シングルス
第３位 田中 茉優（３年・田代中出身）
３年生に残された時間はわずかですが
全部活動，県大会も頑張ります！
応援よろしくお願い致します！！

8

▼郵送
７月６日から７月９日（消印有効）
●第１次試験 ９月 日
●受験案内の確認
詳 し い 採 用 試 験 の 内 容 は、 裁 判 所
ウェブサイトか、最寄りの裁判所配布
資料でご確認ください。
●問い合わせ先
鹿児島地方裁判所事務局総務課
℡０９９―８０８―３７０７

介護職員初任者研修費助成事業

介護ヘルパーの資格を取る方に対し、
資格取得後に費用の一部を助成してい
ます。
●対象者
町内に住所を有し、町税等の滞納が
なく、対象の研修を修了した方
●助成内容
受講した対象研修の受講料（ただし、
テキスト代は含まれません。
）
対象経費（受講料）２分の１を助成
しますが、５万円が上限です。
他の助成と併用される場合は、助成
を受けた額を控除します。
※資格取得した年度内の申請に限り
ます。
●問い合わせ先

新しく職員が加わりました

６月１日付新規採用
町民保健課 子育て包括推進係 主査
竹下 淑子 （写真右）
農業委員会事務局 書記
中島 大貴 （写真左）

お手持ちのカレンダー祝日に注意

23

「サマージャンボ宝くじ」と「サマー
ジャンボミニ」が７月 日から発売

裁判所職員採用試験のお知らせ

22

20

25

13

「令和３年度南大隅町夏祭り」中止

10

12

役場 介護福祉課 ℡ ―３１２６

今年のカレンダーの中には、オリン
ピックの１年延期に伴う祝日変更が間
に合わなかったものがあります。祝日・
振替休日にご注意ください。お持ちの
カレンダーをご確認ください。
▼７月 日、 日は祝日です。
▼８月９日は振替休日です。
▼ 月の祝日はありません。
※昨年販売されたカレンダーや、手帳
はご注意ください。
●内閣官房 ウェブページ

10

46 23

56

南大隅町夏祭り実行委員会では、開
催について議論を重ねましたが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、
「 令 和 ３ 年 度 南 大 隅 町 夏 祭 り 」を 中 止
することに決定しました。楽しみにさ
れていた皆様には、たいへん申し訳ご
ざいませんが、ご理解のほどよろしく
お願いします。
●問い合わせ先
役場 商工観光課 ℡ ―３１１５

28

13

28

15

県立鹿屋高等技術専門校入校生募集

18

14

「サマージャンボ宝くじ」と「サマー
ジャンボミニ」が、７月 日から全国
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 日から８月 日まで
●抽選日 ８月 日
●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
※当せん本数は発売総額６９０億
円・ ユニットの場合
〇サマージャンボミニ
１等 ３千万円× 本
１等前後賞 １千万円× 本
※当せん本数は発売総額２１０億
円・ ユニットの場合
●問い合わせ先
県市町村振興協会
℡０９９―２０６―１００１
25

令和３年度裁判所職員採用一般職試
験（裁判所事務官、高卒者区分）の実
施についてお知らせします。
●申込受付期間
▼インターネット
７月６日 時から７月 日（受信有効）

24

23

7

24

県立鹿屋高等技術専門校では、令和
４年度入校生を募集します。
●募集科名 電気設備科 定員 人
令和４年４月入校・訓練期間２年
●応募資格 高等学校卒業者（卒業見
込み含む）または、同等以上の学力を
有すると認める者
●応募書類 入校願書、学校調査書ま
たは、卒業証明書、写真
●願書受付 ９月１日から 月 日
●試験日
月１日
●試験科目 筆記試験及び面接
●試験会場 県立鹿屋高等技術専門校
●オープンキャンパス開催日
７月 日、７月 日、８月１日、
月 日、 月 日
●問い合わせ先
県立鹿屋高等技術専門校
℡０９９４― ―８６７４
11

10

44

4

10

13

10

知
お知らせ

18
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時

間

場

所

6 月 24 日

女性検診

6 月 25 日

女性検診

6 月 26 日

女性検診

予約者 南大隅町体育館
のみ
時間指定 南大隅町体育館

6 月 27 日

女性検診

南大隅町体育館

7月 7日

佐多交流センター

3 歳児健診 13 時から 錦江町総合交流センター

※各種健診や相談は、根占保健センター℡ 24-3388 まで、
問い合わせください。

公営等住宅入居者募集

●根占地区

■建部団地（２戸）

■滑川住宅（1 戸）

●佐多地区

■川田代団地（３戸）
■郡団地（６戸）
■竹之浦団地（３戸）
■浜団地（７戸）
■大中尾団地（２戸）
■伊座敷団地（１戸）
■海岸通り住宅（1 戸）
■上之園第一団地（単身用）（１戸）
※ホームページで最新の募集住宅一覧がご覧いただ
けます。
●応募締切 ７月 ９ 日
●抽選日
７月 14 日 10 時から
■問い合わせ・申し込み先
建設課
℡０９９４―２４―３１２９
佐多支所 ℡０９９４―２６―０５１１
※申し込みには、所得額上限などの条件があり、所
得額証明書と納税証明書の提出が必要です。
※入居決定から入居日まで、数週間かかる場合があ
ります。
７月に納める税・料

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

２期
１期

口座振替日
７月 25 日

※町県民税第１期・介護保険料第２期分は６月末が納期限です。

広報南大隅７月号は、
７月 21 日（水曜日）
発行予定です。
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南大隅町 HP
移住・定住情報

前月比

－14 人

3,504 人

女

前月比

合計

－4 人

6,703 人

前月比

世帯

－18 人

3,801 戸

前月比

－8 戸

都合により
掲載できません

行事名

お誕生おめでとう（敬称略）

日

■６月から７月

3,199 人

男

「 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、
希望に応じて掲載しますのでご連
絡ください。

月

都合により
掲載できません

お悔やみ申し上げます（敬称略）

都合により
掲載できません

保健・検診・教室

町の人口（６月１日現在）

町社会福祉協議会
月

日

時

心配ごと相談日

間

場

所

6 月 30 日 9：00 ～ 12：00 役場佐多支所会議室
7 月 7 日 9：00 ～ 12：00 根占老人福祉センター
7 月 14 日 9：00 ～ 12：00 役場佐多支所会議室
7 月 21 日 9：00 ～ 12：00 根占老人福祉センター
7 月 28 日 9：00 ～ 12：00 役場佐多支所会議室
※状況により中止になる場合がございます。

在 宅 当 番 医 市外局番（0994）
月

日

当番医院名

電話番号

6 月 27 日

じょうさいクリニック

24-2977

7 月 ４日

濵畑クリニック

25-2575

7 月 11 日

藤崎クリニック

22-2238

7 月 18 日

津崎医院

24-2153

7 月 22 日・23 日 肝属郡医師会立病院

22-3111

7 月 25 日

22-2658

大根占医院

※在宅当番医は、変更になる場合がありますの
で、受診前に、お電話にて問い合わせください。

町 の動 き

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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令和３年度大隅肝属地区
消防組合職員採用試験案内

●職種及び人員
消防職員 ３人程度
●受験資格
⑴平成４年４月２日から平成 年
４月１日までに生まれた者
⑵学校教育法による高等学校卒業
以 上 の 学 歴 を 有 す る 者（ 令 和 ４ 年
３月卒業見込含）
⑶ 普 通 自 動 車 免 許（ マ ニ ュ ア ル 車
免許）及び大型自動車免許を有し
て い る か、 又 は 採 用 後 免 許 取 得 が
で き る 者（ 採 用 後 は 大 型 自 動 車 免
許を取得していただくことになり
ます。）
⑷身体条件については問合せ先に
ご確認ください。
●試験の方法
⑴第１次試験 教養試験 消
/ 防適
性検査 作
/ 文試験 体
/ 力試験
⑵第２次試験 第１次試験合格者
を対象に面接試験
●第１次試験日時
９月 日 ９時から 時
●試験会場 大隅肝属地区消防組合
消防本部（鹿屋市新川町８００）
●問い合わせ先
大隅肝属地区消防組合本部総務課
℡０９９４― ―１１９１

大隅肝属地区消防組合ホームページ

http://www.fd-kimotsuki.jp
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あなたの家の住宅用火災警報器、鳴りますか！？
消防法により、一般住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられてから 10 年
以上が経過します。
●設置率 全国 82.6％ 鹿児島県 91.1％（令和２年７月１日現在）
●電池寿命は、約 10 年（電池交換可能）ですが、本体電子部品の寿命が過ぎて火災を
感知しない恐れがあります。電池切れの際は本体交換をおすすめします。

正常
ボタンを押す

ひもを引く

●音が鳴らない場合、
電池切れか本体が故障
している可能性があり
ます。
●電池切れの前になる
と、本体から電池切れ
の警告音が鳴ります。

（記入例）2021 年 6 月設置

異常がある場合

ボタンを押す

ひもを引く

新しく取り付けた場合、設置年月を本体に記入しましょう。
作動を確認し、音を聞くことも忘れずに！！

●住警器の目的は、火災から大切な家族やご自身の命を守るためにあります。
●消防署では今後も「住警器」の設置状況調査を継続します。
●未設置の住宅に新たに設置された方は、南部消防署にお電話ください。
【注意】消防署が行うのは設置状況調査と設置推奨のみで、機器販売はしていませんのでご注意ください。
■編集・発行 南大隅町役場企画課
〒893-2501
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地
TEL 0994-24-3113 FAX 0994-24-3119

■問い合わせ先

課 名
代表（総務課）

大隅肝属地区消防組合

南大隅町役場

南部消防署

℡０９９４－２２－１１９９

直通電話番号のお知らせ

電話番号
本庁
０９９４－２４－３１１１
企画課
０９９４－２４－３１１３
商工観光課
０９９４－２４－３１１５
税務課
０９９４－２４－３１１６
町民保健課
０９９４－２４－３１２５
介護福祉課
０９９４－２４－３１２６
経済課
０９９４－２４－３１２８
建設課
０９９４－２４－３１２９
議会事務局
０９９４－２４－３１４１
教育振興課（教育・学校）０９９４－２４－３１４３
教育振興課（体育・生涯）０９９４－２４－３１６４

課 名
支所 代表
保健センター
給食センター
子育て応援センター
包括支援センター
郡診療所
大泊診療所
辺塚診療所
佐多診療所
歯科診療所
ねじめ幼稚園

電話番号
０９９４－２６－０５１１
０９９４－２４－３３８８
０９９４－２６－１３４１
０９９４－２５－１５００
０９９４－２８－１３３３
０９９４－２６－１８５６
０９９４－２７－３０３０
０９９４－２６－４０１２
０９９４－２６－２２２２
０９９４－２６－１０２２
０９９４－２４－２１４９

▼問い合わせ先がわかっている場合は、直通電話が便利です。
▼問い合わせ先が不明な場合は、本庁・支所の代表電話に問い合わせください。
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