国民健康保険標準負担額減額認定証及び老人医療の限度

額適用・標準負担額減額認定証は、8月1日から新しい認
定証になりました。現在、認定証をお持ちの方（国民健康
保険の加入者及び老人保健適用者）で、まだ切替えをされ
ていない方は、新しい認定証に切替えをしてください。

8月1日以降は、新しい認定証でないと入院時食事代の
減額の適用は受けられませんので、ご注意ください。
○切替え場所

串木野地域の方：串木野庁舎 健康増進課 保険給付係
市来地域の方：市来庁舎 健康福祉課 保険給付係

毎月第3月曜日は、犬の引き取りの日です。
子犬も引き取ります。

○切替えに必要なもの
保険証及び下記認定証等をご持参ください。

○日 時 8月21日（月）13：00〜13：30
0場 所 串木野庁舎別館 駐車場広場
′■ヽ

・一般（70歳未満で老人医療受給対象者でない方）の万
国民健康保険標準負担額減額認定証（黄色）

※印鑑と鑑札を持参してください。
※当日、引き取りに出された犬をその場で譲り渡すことは

できません。譲り渡しを希望される方は、伊集院保健所
で開催される動物愛護講習会を受講してください。

・高齢受給者の万
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（はだ
色）と高齢受給者証（桃色）
・老人医療受給者の方

※犬の飼い主は必ず登録し、狂犬病予防注射を受けてくだ
さい。

老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証（水色）
と医療受給者証（白色）

︵
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8月14日（月）と15日（火）の2日間、木原墓地付近の道

○臨時バス停留所

路は、一方通行と駐車禁止の交通規制が行われますので、

大原町（アポロ石油前）、旭町（タイヨー前）

車の運転にはご注意ください。

元町（ビデオショップファミリー前）、

お墓参りに自家用車で来られる方は、駐車場が狭く両
日とも混雑が予想されますので、誘導員の指示に従って

浜町（おかず屋前）、新潟（ふくだ文具前）、

ください。

浦和町（中新商店東側）、新生町（潰田水産前）、
小瀬（寿工業前）、石川山（中華料理かみむら前）、

木原墓地への入口は酔之尾交差点側、出口は神村学園

塩屋町（旧新川石油前）、緑町（向井酒店前）、墓地

前になります。

○料 金

また、両日とも木原墓地までの往復臨時バスが運行さ
れますので、できるだけバスをご利用ください。

○時 間 始 発16

大人130円

小人70円

最終発 20：00（墓地の最終発20：20）

○規制時間16：00〜20：30

0全線 駐車禁止
○全線 一方通行
○駐車場
指定方向外進行禁止①〜0
（）進入禁止神村学園前交差点

← 大原 ＋＋

出口 別府

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

国 道 3 号
酔之尾交差点

介護保険制度は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支え、被保険者全てが費用を負担する仕
組みになっています。この制度がスタートして6年経過し、多くの方に、介護サービスが提供されており、
家族の負担も軽減されています。みなさんに納めていただく介護保険料は、介護保険を運営する重要な財
源です。介護が必要となったときには、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、今後も、保険
料の納付にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
65歳以上の方の介護保険料は、その人の年金収入や所得、世帯の住民税課税状況によって決まります。
いちき串木野市では、平成17年中の所得をもとに平成18年度介護保険料額を決定し、8月初旬に平成18年
度介護保険料額決定通知書を送付します。決定通知書には、保険料決定に伴う平成18年度の年間保険料の
お知らせや徴収方法などが記載されています。届いた通知書は、必ず開封してご確認ください。

65歳以上（第1号被保険者）の保険料【平成18年度】
段階医分

第1段階

対
象
者
・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者

保険料の都合チL′ 牒攣雁陳紅

基準額×0．50

第2段階 ・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税 基準額×0．50
第3段階
第4段階

・市町村民税非課税世帯で、利用者負担第2段階に該当
しない方

・市町村民税課税世帯で本人は市町村民税非課税の方
（世帯内に市町村民税課税者がいる場合）

29，300円

基準額×0．75
基準額

43，9qO円
58，600円

第5段階 ・本人が市町村民税課税で合計所得が200万円未満

基準額×1．25

73，200円

第6段階 ・本人が市町村民税課税で合計所得が200万円以上

基準額×1．50

87，900円

※税制改正（平成17年度税制改正で高齢者の非課税限度額の廃止）に係争保険料の激変緩和措置として
税制改正がないものとした場合と比較して、市町村民税非課税から市町村民税課税となる世帯や本人
に対して、平成18年度、平成19年度において負担調整が図られます。

保険料の納め方 65歳以上の人の保険料の納め方は2種類。
受給している年金の額によって異なります。
老齢・退職（基礎）年金が年額18万円（月額1万5，000円）以上の人
年金の定期支払い（年6回）の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※平成18年10月から、遺族年金及び障害年金についても年金天引きの対象となります。
（介護保険料の算定の際には、遺族年金及び障害年金の受給額は、課税所得に含まれません。）

老齢・退職（基礎）年金が年額18万円（月額1万5，000円）未満の人
いちき串木野市から送付される納付書等で納付します。
納め忘れに注意

保険料（税）を滞納している方がサービスを利用する場合は、原則として
01年以上の滞納の場合には、いづたんサービスの費用全額を支払っていただいた上で、市役所窓口で、事後的に
費用の9割の払い戻しを受けることになります（支払方法の変更）。

01年6カ月以上の滞納の場合には、保険給付の一部または全部の支払いを一時差し止められ、差し止めを行って
もなお、保険料（税）を滞納する場合には、滞納分の保険料（税）の額を給付金額から差し引くことがあります。
02年以上の滞納の場合には、その滞納期間に応じ一定期間、介護サービスの利用料の自己負担が1割から3割に
引き上げられます（給付額減額措置）。また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
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29，300円

′■ヽ

本年度、本市のまちづくりの指針となる「いちき串木野市総合計画」の策定を進めてい
るところであり、その基本構想（素案）を作成いたしましたので、皆様のご意見を募集しま
す。
なお、基本構想（素案）の詳しい内容につきましては、串木野庁舎企画課又は市来庁舎総

務課で配布しており、また、市のホームページからもご覧いただけます。
●ご意見の募集
（1）意見の募集期間：8月25日（金）まで
（2）意見の送付要綱：
〆、＼

①いちき串木野市総合計画基本構想（素案）に対するご意見に限らせていただきます。

②意見書の様式は自由ですが、意見書には必ず住所、氏名を記入してください。
③意見書の提出は、郵送、FAX又は電子メールにより提出してください。なお、電
話でのご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
（3）意見の送付先：

市役所 企画課 企画調整係 FAX：32−3124
電子メールアドレス kikakul＠city．ichikikushikino．1g．jp
（4）問合せ：企画課 企画調整係 ℡33−5634
【いちき串木野市総合計画】

本計画は、本市の速やかな一体性の確保と行政課題への対応を図りながら、都市基盤・

生活環境の整備、産業・経済の活性化、文化・教育振興、国際化等本市の均衡ある発展
〆ヽ

と市民福祉の向上を図る方策として、市政運営の指針とするものです。
また、計画期間は、平成19年度（2007年度）から平成28年度（2016年度）までの10カ年と
します。
計画の性格とその役割は、市政の総合的かつ計画的な運営の基本となるものであり、
個別又は部門ごとの計画及び諸施策の推進の基準とします。また、国・県・関係機関等
に対しては、この計画の示す方向と施策について必要な事業の推進と措置を要望し、そ

の実現を期待します。さらに、市民や民間企業に対しては、この計画の示す方向及び施
策の推進について理解と協力を得るとともに、その活動を誘導する指針となることを期
待します。

この計画は、基本構想・基本計画・実施計画から構成されており、基本構想は、基本
理念、本市の将来像、市政推進の基本方針及び施策の大綱を明らかにするとともに、目
標年度における市勢の姿を示すもので、地方自治法第2条第4項の規定に基づいて策定
するものです。基本構想の目標年度は、平成28年度（2016年度）とします。
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【いちき串木野市総合計画の体系図】
【基本理念】

ひとが輝く 地域が輝く
〜地域ブランドによる自立したすこやかな都市の創造〜

【将来都市像】

ひとが輝き 文化の薫る 世界に拓かれたまち

′￣ヽ

【基本方針】

①
②
③
④

住民とのパートナーシップによる『自立共創のまちづくり』
健康で文化的な生活が営める『元気で安心できるまちづくり』
世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力ある産業のまちづくり』
利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』

【分野別振興方向】

（1） コミュニティー
（2）行財政
′■ヽ

（3）生活環境
（4）保健医療福祉
（5）教育文化
（6）産業経済
（7）社会基盤

【ゾーン別振興方向】

【創生プログラム】

① 都市形成ゾーン
② 農と住の調和ゾーン

① 地域ブランド形成プログラム

③ 癒しの森ゾーン

③ 快適で美しい「生活・活動・交流空間」形成プログラム

④ 海洋活力ゾーン

④ 「教育のまち」形成プログラム

② 食関連産業活性化プログラム

八房川水系でコイヘルペスウイルス病に感染したコイが

発見されました。八房川で採捕したコイは、他の河川・沼

いちき串木野市では、臨時幼稚園教諭を募集します。

応募をされる方は、履歴書と幼稚園教諭免許状の写しを

などに放流されないようお願いいたします。

串木野庁舎総務課もしくは市来庁舎総務課に提出してくだ

○聞合せ 県内水面漁場管理委員会事務局

さい。

（℡099−286−3428）

※人には感染しませんので、感染したコイを食べても人体
に影響はありません。

毎年8月15日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」
です。本年も次のとおり、戦没者追悼式を行います。

遺族関係者をはじめ、市民のみなさんの多数のご参列を

総務課人事係にお問い合わせください。

詳しくは、

○募集人員
○応募資格
○募集期間
○勤務場所
○職務内容
○勤務時間
○休

1名

市内居住者で幼稚園教諭資格を有する方
8月17日（木）まで

旭幼稚園
幼稚園教諭（クラス担任）
8：30〜17：00（月〜金曜日）
日

土、日及び祝日

平成18年9月〜平成19年3月末

○雇用期間

お願いします。

（延長予定有）

○日 時 8月15日（火）10：00〜
〔 ○場 所 市民文化センター

毎年恒例の串木野国家石油備蓄基地『第24回ちかび展示
館夏のイベント』が下記のとおり開催されます。

鹿児島県では、下記のとおり開催される追悼式に参列を
希望される遺族を募集しております。参列遺族は、支邦事
変以降の戦争による死没者で「鹿児島県出身沖縄地域戦没
者名簿」に記載されている者の配偶者及び三親等以内の遺
族とします。
○日

時11月9日（木）10：00〜
所 沖縄県糸満市摩文仁丘 鹿児島霊園

○場
○募集遺族数 鹿児島県から10名程度
○経

費 県から一部補助があります（1泊2日）。

ただし、同伴者は全額自己負担になります。
○申込期限 8月21日（月）
′ヽ ○選考基準等問合せ及び申込み先
・串木野庁舎 福祉課 社会福祉係
・市来庁舎 健康福祉課 福祉係（℡21−5117）

皆様の多数のご来館をお待ちしております。

○日 時 8月20日（日）9：00〜15：30
0場 所 ちかび展示館（館内、駐車場、作業トンネル内）
○イベントの内容
ビンゴ大会（10：00、12：00、14：00）、ゲーム大会、

○×クイズ、作業トンネル見学会など
○問合せ
・ちかび展示館
℡32−4747（毎週月曜日・火曜日は休館です）
・日本地下石油備蓄㈱ 総務課
℡32−6800

生活研究グループでは、地産地消を推進し、郷土食を次
代につなげるため、第2回夏休み親子体験 食の伝承講座
を開催します。

夏休みの思い出づくりに、食や食材の大切さを親子で楽
しく学んでみませんか？

串木野生活学校では、本年度も「ごみ処理・リサイクル
運動」など、地球にやさしい生活環境づくりに取り組んで
います。その活動の一つとして「廃油と米の研ぎ汁EM発

○日 時 8月24日（木）9：30〜（受付9：00）
○場 所 荒川コミュニティセンター

酵液を使った石けんづくり」、を行います。

○対象者 市内の小学生と保護者、又は祖父母10組、約20名

多数の方々の参加をお待ちしています。

○日 時 8月21日（月）9：30〜11：30
0場 所 市民文化センターロビー
○参加料 無料

※事前の申込みはいりません。当日、直接会場においでく
ださい。
○問合せ 社会教育課（市来庁舎）

○受講料 無料（ただし材料代1人250円）
○内 容・地域の食材を生かした伝承料理の実習
・地産地消のお話
・お楽しみクイズ 等

○持参品 エプロン、三角巾
○申込み 8月17日（木）までに農政課、又は生活研究グル
ープ会長松下洋子さん（℡32−1155）へ。

小・中学生を対象に相互親睦と体力向上、サッカー技術
「いちき串木野〜地かえて祭り〜」の出店者を募集しま
す。
なお、出店内容については、フリーマーケット等、ジャ
ンルを問いません。

★今回新たなコーナーとして、いちき串木野市の「串」の
字にちなんだ、「串焼きコーナー」をすることになりまし
た。地元特産や農産物等を使った串焼きコーナーに出店さ

の上達を目的として開催するいちき串木野市サッカー教室
の受講生を募集します。

○開講式 9月6日（水）19：00〜20：30
0場 所 多目的グラウンド
○期 間 9月6日から11月未まで
（隔週水曜日の全6回）

○対象者 市内全域の小・中学生男女

れる方も募集いたします。

（※保護者の送迎が条件になります）

多数の応募をお待ちしています。

○日 時10月21日（土）9：00〜21：00（予定）
10月22日（日）9：00〜17：00（予定）

※10月21日（土）は、いちき串木野花火大会も予定されて

○定 員 30名（定員になり次第締め切ります）
○参加料 スポーツ保険500円
○申込方法 8月23日（水）まで（期日厳守）
※市民スポーツ課（市来庁舎）にある所定の

店される方は、なるべく最後まで出店されるようお願

申込み用紙（保護者承諾印が必要）に必要
事項を記入の上、保険料500円を添えて、

いします。

保護者が直接市民スポーツ課に申し込んで

おり、出店時間を午後9時まで予定しております。出

ください。

○場 所 串木野新港隣接会場（西薩町）

○／小間料 1小間：12，000円（3．6mX3．6m）
○申込み・問合せ 8月25日（金）までに商工観光課へ
（FAX可32−3124）
※出店申込書は、商工観光課（串木野庁舎）、産業経済課
（市来庁舎）、ドリームセンタ「、いちき串木野商工会

60歳以上の方を対象としたパソコン教室の受講生を次の

議所、さつま日置農業協同組合串木野支所、串木野市

とおり募集します。

漁業協同組合にあります。

議酪

頂

26日、28日

の初心者の方が対象
・入力基本操作

10月 3日
10月26日、31日

B

（社）日本下水道協会では、全国の小・中学生および一般

の方を対象に、9月10日「下水道の目」にちなみ、下水道
に対する理解を深め、下水道の健全な発達に役立つことを
目的として、次の各作品を募集しています。
○テー マ 私たちの日常生活の中で下水道に関するいろ
いろな事柄について自由に発想・表現した作
品を募集します。
○募集部門
（1）絵画・ポスター部門：小・中学生に限ります。
（2）作文部門：小・中学生に限ります。
（3）書道部門：小・中学生に限ります。
※課題： 小学校低学年「下水どう」
小学校高学年「下水道の役割」
中学生「下水道と環境」
（4）標語部門：特に制限はありません。
（5）新聞（学校・学級・学習）部門：小・中学生に限ります。

○募集期限11月10日（金）当日消印有効
○送 り 先 〒102−0074 東京都千代田区九段南4−8−9
（株）日本水道新聞社

下水道いろいろコンクール係
℡03（3264）6724
※詳しい応募規定等につきましては、下水道課（市来庁舎）
へお問い合わせください。
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悉

9月14日、19日、21日、

【基礎講座】

A

郵

寒菊紅

市来地域

・はがき作成など 公民館

14日

【表計算基礎講座】 中 央 10月 5日、10日、12日、
17日、19日、24日

C

作が出来る方が対象
・表の作成

市来地域

D
公民館

・表計算の基礎

・グラフ作成など

11月16日、21日、23日、
28日、30日

12月 5日

○講座開設の時間 全て午前9時30分〜11時30分
○募集人員 各講座10名（重複の申込みはできません）

○対象者 市内に居住する60歳以上の方
○受講料 無料（ただしテキスト代800円は自己負担）
○申込期限 8月21日（月）
○申込先 中央公民館、または市来地域公民館窓口に直

接申し込むか、ハガキで申し込んでください。
【ハガキ申込みの場合】
住所・氏名・年齢・電話番号・希望講座をご記入くだ
さい。
（送付先）〒896−8601いちき串木野市昭和通133−1
いちき串木野市中央公民館
○受講者の決定 定員を超えた場合は、抽選を行い、結果
を個人ごとに通知します。

○問合せ先 ・中央公民館
・市来地域公民館（℡36−2526）

日置地区ボウリング連盟では、生涯スポーツの推進と競
技人口拡大を図るため、標記の大会を開催いたします。
日置地区に居住又は勤務（在学）する方ならどなたでも
参加できます。

鹿児島大学生涯学習センター所長の原口泉先生を学長に

迎え、鹿児島の自然・歴史・文化・産業を見直し、薩摩の
精神を伝承していくことを目的とした、「薩摩金山私学校」
が次の日程で開催されます。市民の皆様の多数のご参加を
お願いします。

○期 日 8月24日（木）
19：40受付 20：00開会 20：10スタート

○入学金1，000円（ただし、学生は500円）

○場 所 串木野ゴールデンボウル

※他に下記受講料が必要になります。

○競技方法 個人戦（3ゲーム）
※性別、年齢によるハンディ有り

○予定講座

○表 彰 上位5名（賞状、賞品）、飛賞有り

所崎 平

8月 25日 （金） かごしま食歴 （いちき串木野 薩摩 1，0 円 −とっておきの話− 市文化財保護審

※参加者全員に参加賞有り

○参加費1，300円
○申込み 8月21日（月）までに串木野ゴールデンボウル

議会委員長）

（℡32−4191）へ申し込んでください。
○その他 開催要項等の問合せについては、串木野ゴー
ルデンボウルまで。

9月 地元産業見学

大木公彦
（鹿児島大学総合
他

研究博物館館長）
10月

島津義秀
1日 （日） 野太刀自顕流体験 （精矛神社宮司）
精矛神社 2，000円

東川隆太郎

11月

川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生を募集

29日 （水） 金 山探 検

（鹿児島探検 の会）

1，000円

金山蔵

します。

12月

写経・座禅体験

国

寺

1月 まつわる文学 三嶽公子 （かごしま文化 研究所副理事長） 薩摩 金山歳 1，0 0円

ワード コ

かごしまに

応用ース

毎週土曜日
（8回）

応用コース

16：00

2月 陶 芸 体 験

○募集期間 8月17日（木）〜8月28日（月）

西郷′隆文

薩摩 山 3，500円

（日置南洲窯）

金蔵

○申込み・問合せ先
薩摩金山私学校事務局（薩摩金山蔵内）℡21−2110

（定員になり次第締切）
歴諺

鎖

E，mail：Shigakkou＠satsuma−kinzangura．com

…妓一轡轡

パソコン科

OAコース

60，000円

（初級・夜間）

10／3〜12／26

毎週火曜日
（夜間）

90，000円
パソコンに関する全体的な操作能力を認定する資格とし

・金曜日

パソコン科
アプリケーション

60，000円

（夜間）

04級検定試験
日 時：8月20日（日）10：30〜
検定料：3，000円（税込）

○募集期間 9月5日（火）〜 9月26日（火）
（定員になり次第締切）

澄牽

琵開‖無才廿日1 1し、−

パソコン科アプ

三羞ノ㌢

10／2〜12／28 9：00

60，000円

15人

・木曜日 15：00

（昼）
パソコン
（WindowsXP）
基本講座【ワー プロ機能

、表計算機能、
インターネット機能】

○募集期間 9月5日（火）〜9月26日（火）
（定員になり次第締切）
【問合せ■申込み先】
川薩人材育成センター1℡22−3873

て、全国で行われているパソコン検定試験が、市内でも実
施されますので、ご希望の方はお申し込みください。

18：30

30，000円
21：00

03級検定試験
日 時：8月20日（日）10：30〜
検定料：5，000円（税込）
02級検定試験
日 時：8月20日（日）13：00〜
検定料：6，000円（税込）

○受験資格 中学生以上
○申込期限 8月17日（木）

○試験会場 クリックアート パソコンスクール
（いちき串木野市昭和通285 佐抜ビル2階）
○申込み・問合せ
クリックアート パソコンスクール
℡21−2111

鎖国寺

1，

『アートフェスタin市来』及び『川上踊』が、下記の日
排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施されます。
○試験日時11月5日（日）10：00〜12：00（開場9：00〜）

○試験会場 A：鹿児島市 B：奄美市
※試験会場については、受験票の返送時にお
知らせします。

○受験申込 8月7日（月）〜9月1日（金）

程で開催されます。
市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いします。
【アートフェスタin市来〜いちきは小さな美術館〜】

○日 時 8月20日（日）10：00〜18：00
0場 所 いちきアクアホール
○内 容 オリジナル作品の展示・販売
陶芸・ビーズアクセサリー
シルバーアクセサリー・ポストカード

8：30〜17：00（土・日を除く）

下水道課（市来庁舎）にあります受験申込書
に必要事項を記入のうえ、下水道課へ持参し
てください。

○受験資格 昭和62年4月1日以前に生まれた者で、次の
いずれかに該当する者

①学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しく
は高等学校又は旧中学校令による中等学校以上の学校の

和布染小物・立体ポップアートなど
．【川上踊】
○開催日 8月27日（日）

○場 所 川上地区内
○時 間 8時00分〜 長田神社
9時00分〜 諏訪神社
10時30分〜 葛城神社
11時00分〜 中組公民館

土木工学科又はこれに相当する課程（以下土木工学科等
という。）を修了して卒業した者
②前号に掲げる学校の土木工学科等以外の課程を修了して
卒業した者で、排水設備工事又は排水設備工事以外の下

／￣ヽ＼

15時00分〜 川上小学校
○内 容 一踊りに約30分かかります。

かねはや

水道工事あるいは水道工事（以下「排水設備工事等」と

踊りのほとんどは、太鼓や鉦に礫しが入り、跳
がく

び回り、調子をとりながら楽に合わせて踊るも

いう。）の設計又は施工に閲し1年以上の実務経験を有

のです。

する者
③排水設備工事等の設計又は施工に閲し2年以上の実務経
験を有する者等
※①中の「これに相当する課程」とは、次に掲げる課程な
どです。
土木科、農業土木科、農業工学科、建築科、建築工学

科、設備工学科、衛生工学科

意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス（概ね70Ⅰポ

○受験手数料 5，000円

以上）を設置する場合は、補助金（1／3以内、限度額10万

○問 合 せ ・下水道課（市来庁舎）

円）を交付します。

・日本下水道協会鹿児島県支部事務局
（鹿児島市水道局総務部総務課内）

℡099−257−7111内線212

平成18年度訪問介護員養成研修受講者を募集します。

訪問介護員2級課程修了者で訪問介護員又は
介護職として勤務している者

・2級課程

ますので、事前に農政課農林係（串木野庁舎）又は産業経
済課農林係（市来庁舎）までご相談・ご連絡ください。

全国的な火災原因のトップは、放火によるものです。

放火による住宅等の火災予防のため、次のようなことに

○対象者
・1級課程

ハウス設置について検討されている方は、重圧葺変色且

訪問介護員又は介護職として勤務している者

心掛けましょう。
・住宅や物置などの周りに、燃えやすい物（ダンボール箱、
新聞紙、チラシ、木くず等）を置かない。

（常勤・非常勤）並びに同内定者及び一般の者

・住宅等の周囲にある枯草は、除去する。

○研修期間

10月3日（火）〜平成19年2月9日（金）

・住宅とともに門扉・物置は必要以外、施錠する。

○研修会場

国立病院機構南九州病院内（加治木町）

・夜間は外灯をつけるなどして、住宅等の周りをなるべく

※施設実習有

明るくする。
・夜間にごみ置場にごみがないように、ごみは収集日の朝

○受講費用

1級課程：65，000円
2級課程：40，000円

○受講申込書の提出先及び提出期限

串木野庁舎健康増進課介護保険係で所定の受講申込書
を受領のうえ、8月17日（木）までに提出してください。
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に出す。

・新聞や郵便物などは、ポストにためないようにする。
※隣近所で声をかけあって協力し、地域が一体となり放火
防止対策に努めてください。

／￣ヽ

○国民年金保険料は口座振替による前納を！
串木野巨峰観光農園が開園しています。経営面積が50アー

国民年金保険料は、翌月末の納期限までに毎月の定額
保険料を納付することが基本です。しかし、口座振替や

ルのため、数に限りがあります。みなさんのご来園をお待
ちしております。

前納（一定期間分の保険料をまとめて前払いすること）

○場 所・西岳登山口から入った串木野ダムの西側のハ

を上手にご利用いただくことで、お得に納めることがで
きます。

また、口座振替であれば一定期間毎に自動的に振替え
られるので、納付忘れを防げ、さらに納付するために金
融機関等へ出かける手間も省けるので、安JL、かつ便利で
す。

まだ口座振替をご利用されていない方には、今からで
も間に合う平成18年10月から翌3月分までの口座振替
6カ月前納のご利用をおすすめします。
暴○年金相談に関するお知らせ

県内の社会保険事務所（年金相談センターは除く）で

は、次の日程で年金相談窓口の時間延長・休日開庁を実
施します。ぜひ、この機会にご自身の年金についてご相
′￣＼

談ください。
【日 程】
穣卜寵÷薙

※7日（月） 左記実施日の年金相談受付時間は、
12日（土）
月曜日は8：30から19：00まで、
8月

14日（月）

※21日（月）

28日（月）
※4日（月）
9日（土）
9月

11日（月）

します。

書

鹿児島県では、8月を「人権同和問題啓発強調月間」と

土曜日は9：30から16：00までと

なります。

（その他の平日は、8：30から17：15
までの受付です。）

※印の目付は、

享

動を集中的に実施しています。
私たちの社会には、様々な人権問題があります。

ラジオのスポット放送、新聞広告など、様々な人権啓発活

人権問題を解決するためには、誰もがお互いの人権を尊
重し、偏見や差別のない社会に向けて努力を重ねていくこ
とが大切です。

25日（月）

鹿児島北社会保険事務所のみで実施

享

定め、この期間中に「人権フェスタ2006」の開催やテレビ、

※19日（火）

この機会に、みなさんも身近なことから人権について、
考えてみましょう。

′、

○日 時 8月18日（金）10：00〜15：00
0場 所 中央公民館（2階小会議室）
○相談員 川内社会保険事務所職員
※国民年金について、わからないこと、過去に厚生年金
船員保険などに加入されていた方もご相談ください。

九州電力からのお知らせ
九州電力株式会社川内営業所（密0120−986−802）
九州電力では、台風等大規模非常災害の停電情報を下
記のアドレスでお知らせしております。
【九州電力本店】

○ホームページ http：／／www．kyuden．co．jp／
○携帯電話サイト http：／／kyuden．jp
【九州電力鹿児島支店】

○ホームページ http：／／kagoshima．kyuden．co．jp／
○携帯電話サイト http：／／kagoshima．kyuden．co．jp／e

mergency／emergency＿index．html

（財）かごしま産業支援センターでは、従業員数20人以
下（商業・サービス業は．5人以下）の小規模企業者を対象
として、設備（土地・建物を除く）導入のための資金の貸
付けと設備貸与（割賦販売・リース）を行っています。
○設備資金貸付
・賃付限度額 所要資金の2分の1以内で4，000万円以下
・貸付利率 無利子

・返済期間 7年以内
・保証人等 2人（借入申込700万円以上は要不動産担保）
○設備貸与（割賦販売・リース）
・貸与限度額 6，000万円以下
・貸与利率 割賦販売：2．75％
リ ー ス：1．408％〜3．006％

・返済期間 7年以内
・保証人等 2人（必要に応じて不動産担保）
○問合せ
（財）かごしま産業支援センター総務貸与係
℡099−219−1271

ホームページアドレス http：／／www．kric．or．jp／
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串木野警察署の署名、管轄区域が変わります
日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会で
は、農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）を行います。

農業者の方は、下記の注意事項をしっかり守り、回収に

10月1日から串木野警察署の署名が「いちき串木野警
察署」に変わるとともに、管轄区域については、旧東市
来町の区域が、日置警察署（旧伊集院警察署）の管轄にな
りますn

ご協力ください。

○回収日時 8月18日（金）8：30〜11：30
0回収場所 JAさつま日置北部営農センター
（大里選果場）

○処理経費 処理単価：30円／kg程度
（廃プラ）※農協口座で引落し扱いとなります。

○持参するもの 印かん
○注意事項
★異物（排出ビニール以外のもの）が混入しないように
してください。

★3カ所を同種類のビニールひもで結び、つづら折りに
してください。
★運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の携帯
が必要になります。
○問合せ

・JAさつま日置農協市来支所経済課（℡36−2311）
・串木野庁舎 農政課 農林係
・市来庁舎 産業経済課 農林係（℡21−5122）
①更新窓口（詳細は、更新連絡書を確認してください。）
講習区分

看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示したり、
商品やサービスの情報を提供したりするなど、身近な情報
を伝える手段として、広く皆様に利用されています。

しかし、公告物が自由勝手に掲示されると、街並みや自
然の美しい景観が損なわれたり、広告物の転倒や落下など
による事故も心配されるため、鹿児島県屋外広告物条例で、
屋外広告物が正しく掲出されるよう定められています。

つきましては、今後の台風シーズンに備えて屋外広告物

優良・一般

期 日 ≡い奄き串木野準 旧東市来町

9／30以前 串木野署又は教育センター
いちき串木野署又は 日置署又は
海戦藤

教育センター 教育センター

違反・初回 9／30以前 串木野署 串木野署又は

（いちき串木野署）

又は教育センター
×優良運転者は、鹿児島市内三警察署を除く県内の
全ての警察署で申請できます。
（∋9月30日以前に申請された方は、申請した警察署で

講習、免許証の交付となります。

の安全点検と正しい掲出についてご協力をお願いいたします。
○鹿児島県屋外広告ホームページ
「屋外広告物を掲示するには」

http：／／www．pref．kagoshima．jp／home／toshikeika／han
d−b／08008005．html

（DlO月1日以降の新規申請等については、新管轄の警
察署で手続きをしてください。
②変更日（10／1）の間際に申請された方は、交付の警察
署が異なる場合もありますので、申請時に窓口で確
認してください。
③旧管轄の警察署から交付されている書類等について

は、管轄区域変更後も有効ですので、手続きの必要
現在、地上デジタル放送波の受信工事依頼を受付する機
関と称した、不審なハガキや詐欺まがいの行為が発生して
おります。

・ハガキには、「日本放送波管理局」という、いかにも公
的機関と思わせる偽名を使っている。⇒実在しない会社

はありません。

①10月1日以降は、新管轄の警察署にご相談ください。
（D継続中の相談については、新警察署が引き継いで担
当することとなります。

です。ハガキがきても無視してください。ハガキ記載の
電話番号に電話をかけないようにしましょう。
・「デジタル放送切り替えに経費が10万円かかる」と訪問
してくる。＝〉はっきりと断りましょう。

このようなハガキや訪問などで不審に思われたら、消費
生活相談員（商工観光課内）までご相談ください。

（参考）現在のアナログ放送は、2011年7月24日まで放送
されます。

①10月1日以降に発生した事件、事故の対応は、．新管
轄の警察署が担当いたします。
（∋緊急の事件、事故等の場合は、110番をしてくださ
い。
★詳しいことは、串木野警察署（℡33−0110）までお問い
合わせください。

10 発 行：いちき串木野市役所企画課 ホームページ‥http＝／／www・City・ichikikushikino・tg・jp／
〒896−8601鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地l 携帯用：http：／／www．city．ichikikushikino．Ig．jp／i／
（TEL）0996−32−3111（FAX）0996−32−3124 E−maW：info＠c‖＝y・icりikikushikino・Ig・jp

尼弓萱萱

嘗
再生紙を使用しています
オこ紙は古紙配合率100％

