住 宅 一名 ー建設年度 募集戸数ジ 橋二途・敦倫

ウッドタウン 平成18年度 木造2階建 単身入居不可

備∴考

2戸 3LDK・水洗トイレ

○家 賃 入居世帯の所得に応じて設定されます。
○入居基準（主なもの）

12月19日から22日にかけて、市来地域で胃がん検診を受

診された方で、今までに紹介状の届いていない方は、精密
検査の必要はありませんでした。
「健康手帳」の胃がん検診記載欄の 精検不要 か 異
常認めず を○で囲んでください。
′、

なお、腹部超音波検診を受診された方は、異常あり・な
しにかかわらず結果が届きますので、確認のうえ健康手帳
への記入をお願いします。

・持ち家がないこと
・世帯の月額所得が20万円以下であること
・同居する家族がいること
・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
・原則として、分営住宅に入居していないこと
○入居時必要なもの
・敷金（家賃の3カ月分）
・連帯保証人（2名）

○申込期間
2月9日（金）〜2月28日（水）
○抽選 日

3月9日（金）10時30分〜 串木野庁舎2階会議室
○入居予定日 4月1日（目〉
○問合せ及び申込み先

・市来庁舎 都市計画課 建築係
・串木野庁舎 都市建設課
シルバー人材センター『市来連絡所』につきましては、
下記の日をもって閉所させていただくことになりました。

なお、閉所後のシルバー人材センターの業務については、
『いちき串木野市シルバー人材センター事務局』で、一括
して市民の皆様のご要望にお答えし、サービスの向上に努

ら2月21日（水）までの5日間、県下53区間592．7kmにわ

めてまいります。

たって開催されます。

引き続き、ご用命を賜りますようお願い申し上げます。

′￣、＼

○閉所日 3月31日（土）
○閉所後の連絡先（問合せ・ご用命等）
いちき串木野市シルバー人材センター事務局
（いちき串木野市栄町16番地）
℡32−9000 FAX33−2266

いちき串木野市シルバー人材センター事務局案内図

第54回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が2月17日（土）か

串木野中継所（Aコープ串木野店前）を2日目2月18日
（日）午前11時45分頃の通過予定です。
沿道からの多数のご声援をよろしくお願いします。

○大会期間 2月17日（土）〜2月21日（水）
○中継所通過 2月18日（日）午前11時45分頃（予定）

○コ ー ス 昨年のコースと同様
（国道3号〜別府〜いちき串木野警察署〜

島平郵便局〜南日本新聞串木野販売所〜
バッティングセンター右折〜Aコープ串木
野店〜国道3号へ）

冠岳及びふれあい林道等の
※詳しくは、いちき串木野市シルバー人材センター事務局
へお問い合わせください。

清掃活動や植樹に参加しましょう
薫 ボランティアによる冠岳及びふれあい林道等の清掃
活動と植樹を行います。
皆様の多数のご参加をお願いします。
○日
時 2月18日（日）9：15〜（集合9：00）

木原墓地の貯水槽清掃のため、2月15日（木）午前8時か
ら午後5時まで墓地内の水道が断水します。

木原墓地を利用される方には、ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

○集 合 場 所 冠岳展望公園
○準備するもの 清掃できる服装、タオル、軍手等

○問 合 せ 先 徐福花冠祭実行委員会事務局
℡33−0511

かごしま子育て支援パスポート事業
【パスポート申請、協賛企業・店舗募集】

かごしま子育て応援企業ローンの
創設について

子育て家庭に交付されたパスポー

「かごしま子育て支援パスポート事業」に協賛された事

業者を対象とし、事業に必要な運転資金・設備資金を融資

トを架け橋に、協賛店が独自の子
育て支援サービスを提供すること
で、子育てを温かく応援する地域

する制度です。

【「かごしま子育て応援企業ローン」の概要】

づくりを進めていくものです。

1．運転資金

金㍉■酪 30，000千円以内

○対象者
市内在住で妊娠中の方または、
満18歳未満の子どものいる世帯

貸付期間∴ 3年以内

商工組合中央金庫所定の利率から0．1％優遇。

○申請時に必要なもの

さらに、月本税理士会連合会所定の中小企業

恕ミミ∨≧；‥；∴※糾、

妊娠中の方のいる世帯……母子健康手帳
満18歳未満の子どものいる世帯……申請者の健康保険

会計基準チェックリストの添付があれば、

0．3％優遇します。

証文は運転免許証など、本人確認のできるもの

泡※■酪 無担保
保牒仁木 原則として法人の代表者1名

事業に協賛いただける企業・店舗を募集しています。

2．設備資金

《協賛企業・店舗のメリット》
◎特製ステッカーが交付されます。
◎県のホームページ等で広くPRされます。
◎商工組合中央金庫による低利融資を受けることがで
きます。
《事業の仕組み》

￣￣
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パスポート申請、協賛企業・店舗募集に
関 す る 受 付 け及 び 問 合 せ 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

2

幸

3．取扱期間
l

平成19年1月28日〜平成20年3月31日
○問合せ先
〒892−0847 鹿児島市西千石町17−24
商工組合中央金庫鹿児島支店
℡099−223−4101

ウ

イ
ハ

のんんぴり ある（歩）っもそ・はし

西回り自動車道

＜奨学金の種類＞
【いちき串木野市奨学生】

○資 格 本市に1年以上在住している人の子弟で、学

「川内道路イ薩摩川内都IC〜串木野十モ周m
開通記念イベント

資の支弁が困難と認められる人

都市計画課（℡21−5152）

連帯保証人は、保護者と本市に在住する人の
2名

○主 催 南九州西回り自動車道「川内道路」開通記念

○金 額 高等学校、高等専門学校、専修学校高等部及
び特別支援学校高等部…月額：15，000円以内

大学、専修学校、高等専門学校専攻課程
…月額：30，000円以内

○貸与期間 正規の修学期間
○募集人員10名程度
○返還方法 卒業後、1年経過時点から貸与月数の2倍の
月数以内に返還（無利子）

【いちき串木野市まぐろ漁船乗組員養成奨学生】
○資 格 水産課程を有する高等学校、船舶通信技術を

取得できる高等学校、海上技術学校及び海上

イベント実行委員会

○日 時 2月25日（目）小雨決行
※受付時間：午前8時30分〜午前9時30分
○場 所 薩摩川内都IC〜串木野IC間
※集合・受付場所：薩摩川内都インターチェ
ンジ付近

○種 目 ウオーキング：4km・ジョギング：6km
※全て半分の距離で折返しになります。
○参加対象・人員 どなたでも参加できます。
（未就学児も家族同伴で参加できま

短期大学に在学又は進学予定の人で次の①②
のいずれにも該当する人
（∋上記の学校を卒業後、本市に在籍するまぐ

ろ漁船に3年以上乗船すると認められる人
（診連帯保証人は、保護者と本市に在住する人
の2名

○金 額 月額：30，000円以内
○貸与期間 正規の修学期間

すが、記念品はありません。）
※先着1，000名、記念品あり

○参 加 料 小学生以上 1人：500円
○申込み締切 2月14日（水）
○申込み方法 市役所都市建設課（串木野庁舎）又は、
都市計画課（市来庁舎）の窓口で、申込

○募集人員 若干名

書に参加料（1人：500円）を添えてお

○返還免除 卒業後、引き続き本市に在籍するまぐろ漁船
に乗船する期間が3年を超えた場合は、返還

申込みください。（印鑑をご準備くださ

が免除されます。ただし、3年以内で乗船し

なくなった場合は、特別な事情を除き、一括

い。申込書は、窓口で配布いたします。）
○その他 ①当日の申込み参加も出来ますが、記念品は
ございませんのでご了承ください。

返還となります。
【いちき串木野市農業自営者養成奨学生】

②悪天候の場合は、防災無線で中止の案内を

○資 格 県内の農業高等学校及び農業大学校に在学又
は進学予定の人で、次の①②のいずれにも該

午前7時に行います。
③中止の時は、記念品の配布を2月26日から

当する人
（∋農業高校を卒業後、本市で3年以上農業を
本業として経営すると認められる人

②本市に1年以上在住する人の子弟であるこ

3月2日の期間で都市建設課（串木野庁舎）
と都市計画課（市来庁舎）で行います。
○問合せ先 都市計画課（市来庁舎）

と

連帯保証人は、保護者と本市に在住する人
の2名

○金 額 月額：30，000円以内
○貸与期間 正規の修学期間
○募集人員 若干名

○返還免除 卒業後、引き続き本市において農業を経営す
る期間が3年を超えた場合は、返還が免除さ
れます。ただし、3年以内で経営しなくなっ

た場合は、特別な事情を除き、一括返還とな
ります。

60歳代前半層の雇用就業機会の確保を促進することを目
的として、市内に居住の59歳〜65歳の方を対象に技能講習
会を実施します。

○日 時 2月19日（月）8：30〜12：30（8：00〜受付）
2月21日（水）13：00〜17：00（12：30〜受付）

○申込み方法 申込み願書に、必要事項を記入の上、教
育委員会総務課（市来庁舎3F）もしくは
教育委員会分室（中央公民館1F）へご提

○場 所 シルバー人材センター
○条 件 2日間とも受講できる方

出ください。願書は、教育委員会総務課

○受講料 無料

と教育委員会分室に準備してあります。
○申込期限 4月27日（金）

○問合せ先 教育委員会総務課
※他の奨学資金と併願を希望される方は、申込みの際
に申し出てください。

○定 員 25名
○申込み・問合せ
2月14日（水）16：00までにシルバー人材センター事務局
（栄町16番地）へ。（※定員になり次第締め切ります。）
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いちき串木野市地域包括支援センターにおいて、介護予

認知症について、理解を深め、一人で苦しむことなく地
域で支え合い、尊厳のある生活を送ることができる社会を

防給付のケアマネジメントに従事していただける介護支援

実現することを目的として講演会が開催されます。

専門員（ケアマネージャー）を募集しております。

○日 時 2月20日（火）14：00〜16：00
0場 所 いちきアクアホール

○募集人員 若干名

○募集条件 介護支援専門員の資格を有すること
※勤務条件等については、前回募集時以降見直しを行って
おります。詳しくは、健康増進課介護保険係（串木野
庁舎）までお問い合わせください。

○講演内容
演題：「認知症になっても安心」まちづくりのために
講師：（社）認知症の人と家族の会

代表理事 高見 国生 民
○主 催 認知症の人と家族の会
いちき串木野市介護支援専門員協議会

市民の皆様の多数のご参加、ご声援をお願いします。
○日 時 2月25日（日）9：00開会式
○場 所 市来体育館
○試合方法
0個人戦

。クラス別（ダブルス・シングルス）
・ダブルス（初級・中級・上級）

太極拳を通して、健康づくりと仲間づくりを行っていま
す。今回で発表会も3回目となりました。興味のある方は、
ぜひ発表会を見に来てください。

○期 日 2月18日（日）9：30〜12：00
0会 場 いちきアクアホール
○演 目 八式太極拳・十六式太極拳・太極扇

・シングルス（初級・上級）

二十四式太極拳・四十二式太極拳
三十二式太極剣・四十二式太極剣

※初級は、誰からも初級と見られる人
○参加資格 市内に居住又は勤務・在学する中学生以上の人

○発表者 串木野太極拳連盟会員

○参加料 1人1種目1，000円（当日徴収）
○申込み 2月16日（金）まで
○問合せ バドミントン協会事務局
・生活環境課 大井 ℡33−5614

串木野太極拳上海倶楽部会員

・選挙管理委員会 野元 ℡2ト5125
川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生を募集
します。
講座期間

講座名

与謝野鉄幹と共に「明星」派浪漫主義短歌の一時代を築

いた寓造寺脅。二人の書簡での交流を紹介するとともに、
鹿児島が生んだ歌人の作品世界を紹介した収蔵品展が、か
ごしま近代文学館で開催されています。ご鑑賞ください。
○期 間 2月1日（木）〜3月5日（月）
○時 間 9時30分〜18時（入館17時30分）
○休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）

○料 金 大人：300円 小人：150円
（常設展示もご覧になれます）

○場 所 かごしま近代文学館（文学サロン）

鹿児島市城山町5−1℡099−226−7771

・パソコン科
OAコース
（初級、昼）

講習時間 集定員 受講料
午前9暗から
午後3暗まで

15名 60，000円

4月3日から
15名 60，000円

6月29日までの

毎週火曜日及び
金曜日

・パソコン科

アプリケー

から
15名 60，000円

午後9暗まで

ション（夜）

・CAD（夜）

15名 9（），000円

4月7日から
・第二種電気 5月27日までの
午前9暗から 20名 35，000円 工事士学科 4月14日、28日

試験準備対 月日、19日を 午後4暗まで
策講座（昼） 匿i

土曜日及び日曜日
・はじめての
文書作成講 座（シニア

・
一般初心者）

土曜日

午後4暗まで

○受付開始日 2月22日（木）午前9暗から
（定員になり次第締め切ります）

○問合せ先・申込み先 川薩人材育成センター℡22−3873
4
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「土着菌を活用した土づくりと栽培方法」について、市
来農芸高校での取組の講話及び現地研修を開催します。
受講希望の方は、2月19日（月）までに農政課（串木野庁
舎）へお申込みください。

○日 時 2月23日（金）14：00〜15：30
0会 場 市来農芸高校 園芸・畜産実験室

○受付会場 串木野庁舎 地下第1
○受付時間 午前9時〜正午
午後1時〜午後4時30分
○申告に必要なもの
①印鑑
②収入及び必要経費を証明できる書類

・源泉徴収票、帳簿、領収書など
③控除に関する証明書
・国民健康保険税納入証明書（税務課発行）
・介護保険料納付証明書（税務課発行）

・国民年金保険料、生命保険料、損害保険料の支払証
平成19年4月1日から小学校及び中学校に入学予定の就
学指定通知書を1月下旬に保護者様宛で送付いたしました。
この通知書は、お子様が就学される学校を記したもので、
′、 重要な書類です0入学式当日に学校へ提出していただきま
すので、それまで大切に保管されますようお願いいたしま
す。

なお、私立小・中学校入学予定者及び通知書が届いてい

明書など
※申告期間中は大変混雑しますので、他の方の迷惑になら

ないよう、領収書等は事前に整理しておきましょう。
伊集院税務署からのお知らせ
所得税確定申告記載相談会を次のとおり開催します。
開催 日

野平、照島、旭

2月20日（火）

ない方は、必ず教育委員会学校教育課（市来庁舎）までご
連絡ください。

対象地区

会 場

串木野庁舎
2月22日（木）

地下大会議室

2月23日（金）

冠岳、中央、本浦
生福、上名、大原
荒川、羽島、土川、
市来地域全域

○受付時間 午前9時〜正午・午後1時〜午後4時
※混雑を避けるため、なるべくお住まいの地区の指定日に
ご来場ください。

〜にせ税理士にご注意を！〜
公共下水道事業受益者負担金を納めている人、または徴
′、 収猶予を受けている人で、次に該当する方は「公共下水道
事業受益者変更届」を提出してください。
（彰土地の所有者（受益者）が、売買や相続、贈与等により

この時期になると、税理士の資格のない「にせ税理士」

が横行し、納税相談を受けたり、他人の申告書を作成する
ケースが見受けられます。法律に違反するだけでなく、記
載内容を誤るなど後々問題を引き起こすケースも多々発生
しますので、十分注意してください。

所有者が変更になっている場合
②受益者への納入通知書の送付先が変更になった場合

※既に完納している場合は、提出の必要はありません。
変更届の用紙は、都市建設課（串木野庁舎）もしくは
下水道課（市来庁舎）にあります。
※問合せ 下水道課（市来庁舎）

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出されると、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、
○日 時 2月21日（水）10：00〜15：00
0場 所 中央公民館
○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。

屋外広告物が正しく掲出されるよう定められています。

屋外広告物の正しい掲出と手続きについて、ご協力をお
願いいたします。
○鹿児島県ホームページ「屋外広告物」

http：／／www．pref．kagoshima．jp／infra／toshi／okugai／ind
ex．html
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【年金相談に関するお知らせ】

川内社会保険事務所では、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。

牛金村談・凰付日

月 実施 日

10日（土） 左記実施日の年金相談の受付時間

○月曜日・火曜日 8：30〜19：00
2月

13日（火）

26日（月）

○土 曜 日

9：30〜16：00

○その他の平日 8：30〜17：15

△△市く〕0町2丁目2番l母
上ユ巾ほIi＝lりくこ二栗 廿、仁、＼■−■⊥二∴こ丁▼

【離婚時年金の分割について】

近年、中高齢者の離婚件数が増加していますが、現役
時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後
運転免許証などと同様に
身分証明書として利用できます。

写真付きは、金融機関で口座を開設
するときや携帯電話を新規購入する場

合などに、運転免許証などと同様に身
分証明書として利用できます。

の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがあるという問題
（事情）を考慮し、平成19年4月から離婚時の厚生年金
の分割制度が始まります。

基本的な年金分割の仕組みは、次のとおりです。
1．女昏姻期間中の厚生年金の保険料納付記録（夫婦の合
計）を、離女昏した場合に夫婦間で分割することがで

W

自宅などのパソコンから
行政機関への申請や届出ができます。

今後、行政への手続きのほとんどがインターネットを通
じて、自宅などのパソコンから24時間利用できるようにな
ります。

なお、その場合は住基カードが
必要となります。住基カードには、
手続きに必要な情報が安全に保存
されます。

きるようになります。夫婦間での合意が必要です。

2．対象となるのは、施行日（平成19年4月1日）以降
に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る
厚生年金期間も分割の対象となります。
3．分割割合について夫婦間で協議し、合意のうえ、社

会保険事務所に分割を請求します。合意がまとまら
ない場合、離女昏当事者の一方の求めにより、裁半U所
が分割割合を決めることができます。分割の請求は、
原則として離婚後2年以内に行わなければなりません。
4．分割割合は、夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付記

○住基カードの交付申請時に必要なもの
①印鑑
②運転免許証等官公署が発行した写真付きの証明書
（ご持参いただけない場合は、郵便による本人照会を
行い、照会書を再度窓口にお持ちいただきます。）

③写真付きカードを希望される場合は、6カ月以内に撮
影した、無帽・正面・無背景の写真（たて4．5cm、
よこ3．5cm）
※市役所でのデジタル撮影画像取込みも可能です。
○カード発行手数料

1件につき500円
○問合せ 串木野庁舎・市来庁舎の市民課市民係へ

録の合計の2分の1が上限です。
5．分割する（される）部分は、厚生年金や共済年金の

報酬比例部分（いわゆる2階部分）であり、1階部
分である基礎年金の給付については影響を受けません。
○情報提供の開始
あらかじめ分割割合を決めるために必要な情報を把握
しておきたい当事者については、平成18年10月から、
必要な情報の提供を社会保険事務所に対し、請求する
ことができます。なお、情報提供は、当事者双方又は
一方から請求することができます。
○情報提供の請求に必要な書類
請求者自身の年金手帳・戸籍謄本（抄本）
○情報提供の内容
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間にかかる離婚当事者それぞれ
の保険料納付記録
・按分割合の範囲

○問合せ先 川内社会保険事務所 ℡22−5276
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