※郵送・FAX 等での応募等が可能な場合は、
各情報の下段に宛先を記載しています。

お知 「出前女性健康相談」
らせ を開催します

お知
らせ

女性ならではの健康に関する不安や悩みについて、
ベテラン助産師に気軽に相談ができる「出前女性健康
相談」を開催します。
また、アロマハンドケアや血圧測定、乳幼児の身長・
体重測定等も実施しますので、ぜひご参加ください。
●日時 11月11日（日） 13:30〜15:30
●場所 プラッセだいわ鹿屋店１階
●参加料 無料
※申込不要
※詳細は県ホームページに有り
県子ども家庭課

℡ 099-286-2775

11月は「児童虐待
防止推進月間」です

全国的に児童虐待に関する通報や相談件数は増加傾
向にあり、虐待により子どもの命が奪われる事件も後
を絶ちません。もし、周囲で虐待が疑われる場合には、
すぐにご連絡ください。匿名でも受理されます。
対象となる子どもの住所・氏名・虐待の内容など、
分かる範囲での情報提供が必要ですが、虐待の事実が
無くても、連絡者が責任を問われることはありません。
●児童虐待の種類 殴る、蹴る、性的虐待、暴言、兄弟・
姉妹間差別、食事を与えない など
●連絡先 ○大隅児童相談所＝℡ 0994-43-7011
○児童相談所全国共通ダイヤル＝℡ 189（いちはやく）
市子育て支援課

℡ 0994-31-1134

申請

インフルエンザ
予防接種費用の助成

●助成内容 １人 2,000 円 ※１人１回限り
●実施期間 10 月 15 日
（月）〜平成 31 年１月 31 日
（木）
●対象者 次のいずれかに該当する市民
○満 65 歳以上の人
○満 60 〜 64 歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器機能の障
がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいを有する人で、身体障害者手帳１級の保有者
○平成 12 年４月２日以降に生まれた生後６か月以上の人
●申請 医療機関で身分証明書（健康保険証など）を
提示 ※ 19 歳未満は母子健康手帳が必要
※対象医療機関等の詳細は市ホームページに有り
市保健相談センター

℡ 0994-41-2110

i

募集・申請
お知らせ

Information

講

催し物

11

月の主な催し物

期日・期間

催し物

場所

11月３日
（土・祝）
かのやばら祭り2018秋
〜11月25日
（日）
11月４日
（日）

かのやばら園

美里あいら元気市
〜食の文化祭〜

吾平中央公園

星のふるさと輝北まつり2018

お知
らせ

お知
らせ

ブロック塀等の安全性について確認しましょう

６月 18 日に発生した大阪府北部地震により、ブロック
塀が倒壊し、死亡事故が発生しました。

市役所本庁舎が電気設備点
検のため停電します

電気設備点検に伴う停電のため、市役所本庁舎の自

●ブロック塀の点検
次の項目について点検し、ひとつでも不適合がある場

交付）及び市ホームページは次の期間利用できません。

でなく、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げ

ましょう。

ご理解とご協力をお願いします。

ます。

○ブロック塀の点検のチェックポイント

建築基準法の規定を満たすブロック塀等でも、年数と
ともに老朽化し、ブロックのひび割れや欠け、鉄筋のさび、
塀の傾き等が発生します。

項目
①塀の高さ
②塀の厚さ

・塀の厚さは 10cm 以上か。
（塀の高さ
が 2.0 〜 2.2m の場合は 15cm 以上）

③控え壁

・塀の長さ 3.4m 以下毎に、塀の高さの
1/5 以上突出した控え壁があるか。

るとともに、通行者への速やかな注意表示、及び補修・

④基礎

・コンクリートの基礎があるか。

撤去等の対応をお願いします。

⑤塀の健全さ ・塀に傾きやひび割れはないか。

ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任で
あり、「ブロック塀の点検のチェックポイント」を参考に
点検・診断し、必要に応じて建築士や専門業者に相談す

●ブロック塀等に関する相談窓口
○製造に関する相談
相談窓口

℡（0994）

鹿児島県建築士事務所協会大隅支部
（㈱宇住庵設計内）

43-2498

鹿児島県建築士会鹿屋・肝属支部
（オーエイトプラン内）

44-3180

⑥塀の鉄筋

・塀の中に直径９mm 以上の鉄筋が、縦
横 80cm 間隔以下で配筋されており、
縦筋は壁頂部・基礎の横筋に、横筋は
縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは 30cm 以上か。
（塀の高さが 1.2m を超える場合）

※マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ

℡（0994）

上記以外の建築物に 県大隅地域振興局
附属するブロック塀 土木建築課建築係

31-1161

厚さ
控え壁

52-2188

℡ 0994-31-1161
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11月23日
（金・祝）

2018秋〜農研祭り〜

市農業研修センター

第42回鹿屋市農業まつり
第４回かのや肉焼まつり

霧島ヶ丘公園

第43回くしら黒土祭り

平和公園

11月24日
（土） 第18回ツールド・おおすみ
〜11月25日
（日） サイクリング大会

○児童虐待防止推進月間

霧島ヶ丘公園
大隅一円

○秋季火災予防週間

○「女性の人権ホットライン」強化週間
（11月12日〜18日）
市総務課

℡ 0994-31-1127

○冬の省エネキャンペーン（〜3月31日） ○公共建築月間
○WARM BIZ（ウォームビズ）
（〜3月31日）

お知
らせ

11月・12月は「不法投
棄防止強化月間」です

募集

「燃ゆる感動かごしま国体・かごし
ま大会」の大会運営ボランティア

●活動内容

2020 年に開催される同大会での受付・会

場案内、会場・駐車場整理、環境美化

など

●活動期間
○リハーサル大会＝ 2019 年９月〜 2020 年６月

せない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、

○本大会＝ 2020 年 10 月３日（土）〜 26 日（月）

自分が所有又は管理している土地をしっかり管理し、

●募集対象

不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。

○市内在住・在勤・在学している人又は団体

●問合せ先

●申込

○一般廃棄物＝市生活環境課

○産業廃棄物＝県廃棄物・リサイクル対策課
℡ 099-286-3810（サンパイゼロ）

根入れ

市建築住宅課建築指導室

11月18日
（日）

中央地区商店街

○不法投棄防止強化月間
（〜12月31日）

この機会に、一人ひとりが「不法投棄をしない。さ

○建築基準法に関する相談
区分
相談窓口
木造戸建て住宅等に 市建築住宅課
附属するブロック塀 建築指導室

第40回鹿屋市秋祭り歩行者天国

※市の主催・共催など主なもの

投棄防止の啓発活動やパトロール等を強化します。
高さ

吾平振興会館

■主な月間・週間など

県でも 11 月を「不法投棄防止強化月間」と定め、不法

43-2533

輝北運動場

第41回美里あいら農業祭

交付は利用可能

不法投棄は重大な犯罪です。市では 11 月・12 月を、

ひび割れ
鉄筋

鹿児島県建築協会鹿屋支部
（斉藤建設㈱内）

11 月 17 日（土）8:30 〜 17:00

●利用停止日時

チェック内容
・塀の高さは地盤から 2.2m 以下か。

11月11日
（日）

動交付機（住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明の

合は改善しましょう。また、不明な点は専門家に相談し

倒壊したブロック塀等は、通行人に危害を及ぼすだけ

座

市生活環境課

℡ 0994-31-1115

○平成 17 年４月１日以前に生まれた人

2020 年３月 31 日までに登録申込書を提出

※登録申込書は市民スポーツ課、各総合支所、市ホー
ムページに有り ●募集定員 300 人程度
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿屋市実行委員会
〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1 ℡ 0994-31-1132
℻ 0994-31-1172 sports@e-kanoya.net
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