
　本市では、合併浄化槽や下水道の普及に努めているとこ

ろですが、生活雑排水等による河川の水質悪化が懸念され

ます。

　河川の水は、飲料用の上水道はもとより農業用水などに

も利用されます。水環境の悪化は、我々の日常生活に直結

する深刻な問題です。

　河川の水質保全のため、以下のような住民一人ひとりの

心がけ（気遣い）・ご協力をよろしくお願いします。

○台所の排水口に目の細かい水切りネット等を使う。

○食器などは、まずひどい汚れを軽く拭きとってから洗

う。

○洗濯や入浴時の洗剤、シャンプーは使い過ぎない。

○水の使い方を工夫し、節水を心がける。

○事業所排水も責任をもって水質管理をする。

　国保に加入すると保険証が交付されます。保険証は被保

険者であることの証明書であり、また受診券でもある非常

に大切なものです。

○お医者さんにかかるときには、必ず保険証を提示してく

ださい。（保険証を提示しない場合は、全額自己負担す

ることになります）

○いちき串木野市から転出するときには、転出手続きの際

に、保険証を市役所にお返しください。

○職場の社会保険などの国民健康保険以外の健康保険に加

入したときには、資格喪失の手続きが必要です。手続き

の際に保険証をお返しください。

　※資格喪失の手続きには新しい健康保険証が必要です。

○保険証の有効期限が切れたときなどは、保険証は必ず市

役所にお返しください。

○一時的に家族と離れて住むとき（就学・就労など）には、

申請によって２枚目の保険証が交付される場合もありま

す。なお、期限が切れたときは手続きが必要です。

○特に医療機関で治療中の方は、国民健康保険以外の健康

保険に加入したときなど国保の資格がなくなったとき

は、必ず医療機関へも届け出ましょう。

○国民健康保険の資格がなくなった後に保険証を使うと、

医療費を返していただくことになります。

○保険証の内容に間違いや変更があれば、必ず届出をして

ください。 

　空き地の雑草は、定期的に刈り取りましょう。雑草類が
繁茂すると、次のような生活環境の悪化をもたらします。
　①交差点などの角地に高く繁茂すると、見通しが悪くな
り交通事故につながる。

　②ごみなどが不法に投棄される。
　③害虫の発生場所になる。
　④立ち枯れて、枯れ草の火災原因になる。
　このように、雑草類が繁茂し周辺住民に迷惑にならない
よう、空き地の所有者や管理者は早めに対応され適正な管
理をお願いします。

○○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）
　・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、公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　６月５日�～６月１４日�
○○抽 選 日
　◎郷野原住宅・袴田住宅
　６月１９日�　１０時～　串木野庁舎２階会議室
　◎日ノ出住宅
　６月１９日�　１４時～　市来庁舎１階会議室
○○入居予定日　７月１日�
○○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

　市有野元墓地の使用希望者を募集します。
○○募集区画数　２区画
○○面　　　積　１区画５．０平方メートル
○○永代使用料　１１５，０００円
○○募 集 締 切　６月２２日�
・本市に本籍又は住所を有する世帯主に限られます。
・応募者多数の場合は、抽選になります。
・電話での申し込みはできません。
※詳しくは、串木野庁舎生活環境課までお問合せください。 
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保健・衛生・福祉

ふるさとの河川（かわ）をきれいに
生活環境課（�３３‐５６１４）

国民健康保険被保険者証（保険証）は大切に
健康増進課（�３３‐５６１３）・健康福祉課（�２１‐５１２０）
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広　報

空き地の管理について
生活環境課（�３３‐５６１４）

市営住宅入居者募集について
都市計画課（�２１‐５１５４）

備　　考構造・設備建設年度
募集戸数住宅名

単身入居不可簡耐２階建
３K・汲み取り

昭和４９年度
１戸郷野原住宅

単身入居可
（但し60才以上）

簡耐平屋建
２K・汲み取り

昭和40年度
１戸袴 田 住 宅

単身入居可
（但し６０才以上）

中耐４階建（１階）
２DK・水洗トイレ

平成１０年度
１戸日ノ出住宅

単身入居不可中耐４階建（１階）
３DK・水洗トイレ

平成12年度
１戸日ノ出住宅

市有墓地の使用希望者募集について
生活環境課（�３３‐５６１４）

募集・催し



　いちき串木野市民を対象とした無料パソコン教室を開催

します。

○○開催日時　７月８日�　１３：００～１６：００

○○開催場所　川薩人材育成センター

○○募集要件

　初心者の方（ただし、川薩人材育成センターで開催した

無料パソコン教室に参加されたことのない方）

○○受 講 料　無料

○○募集定員　各コース　１５人

○○内　　容　Ａコース＝ワープロ機能

　　　　　　Ｂコース＝表計算機能

○○受付開始　

　６月１８日�の郵便局消印から有効として受け付けます。

受付順に定員になり次第締め切ります。

○○申込方法

　往復はがきに受講するコース名、住所、氏名、電話番号

を記入のうえ申込みしてください。

○○申込み及び問合せ先

　川薩人材育成センター

　〒８９５‐００４４　薩摩川内市青山町４５９７　（�２２－３８７３） 

　就業支援の一環としてパソコン講座を開設します。パソ
コンを学びたい方や資格取得をお考えの方は、ご応募くだ
さい。
○○日　　程

○○場　　所　働く女性の家
○○対　　象　市内に居住又は、勤務する方で就業のため、

若しくは現在仕事に使っているが更に学びた
い方で、パソコンの基本操作（簡単な文字入
力）ができる方とします。

　　　　　　（女性優先で男性の受講も可）
○○内　　容　・初級：簡単な文書作成と機能の活用
　　　　　　・中級：機能の応用とワード３級程度の資格

取得に向けての学習
○○受 講 料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担）
○○持 参 品　筆記用具
○○申込方法　６月２２日�までに必着するように往復はがき

に�コース名�氏名�年齢�〒・住所�連絡
先電話番号�職業�受講動機	託児の有無を
記入し、返信用はがきに自分の宛先を記入し
（〒８９６‐００３５いちき串木野市新生町１８３番地
　いちき串木野市働く女性の家）へお申し込
みください。

　　　　　　※後日、返信用はがきで結果を通知します。
○○託　　児　午前の講座は受講時間内の託児をします。
　　　　　　（満２才以上～未就学児）

　串木野生活学校では、本年度も「生活課題や地域課題の
解決のための実践活動」を行っております。
　その活動の一環として「EMによる生ごみ処理」に取り
組み、ごみ減量運動を推進しています。
　今回は「EMボカシづくり」等を次のとおり行います。皆
さんの多数のご参加をお待ちしています。
○○日　時　６月１１日�　９：３０～１１：３０
○○場　所　市民文化センターロビー
○○内　容　EMボカシづくり
　　　　　ボカシを使っての生ごみ処理のしかた
　　　　　米のとぎ汁EM発酵液づくりとその使い方
　　　　　EMの活用についての講話と質疑応答
※参加料は無料で、事前の申し込みはいりません。参加さ
れる方は、当日、直接会場へおこしください。
※詳しくは社会教育課へお問い合わせください。 
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いちき串木野市民パソコン教室受講生募集
商工観光課（�３３‐５６３８）

就業支援パソコン講座生募集
働く女性の家（�３２‐７１３０）

受講料募集
定員講習時間講座期間講　座　名

６０，０００円１５名９：００
～１５：００

７月２日～
１０月４日
までの毎週
月・木曜日
（２４回）

�パソコン科アプリ
ケーション（初級・
昼）
（ビジネスに欠かせ
ないパソコンの基本
操作及び表計算ソフ
トを中心とするアプ
リケーションの基本
操作を習得する）

３０，０００円１０名

１３：００
～１６：００

７月７日～
８月２５日
までの毎週
土曜日
（８回）

�文書作成応用講座
（昼）
（より詳細な書式設
定や、より効率よく
文書作成する応用力
を養う）

３０，０００円１０名

�表計算応用講座
（昼）
（データ分析や作業
の効率化など、情報
を活用するための応
用力を養う）

１０，０００円１０名

〈ワープロ
部門〉
９：００
～１２：００
〈表計算部
門〉
１３：００
～１６：００

７月７日～
７月２１日
までの毎週
土曜日
（３回）

�コンピュータサー
ビス技能評価試験直
前対策講座（ワープ
ロ部門並びに表計算
部門を受験しようと
する方）
（中央職業能力開発
協会主催の技能評価
試験を受験するにあ
たっての準備講座）

○○募 集 締 切 日　６月２６日�まで

○○問合せ・申込先　川薩人材育成センター（�２２－３８７３）

パソコン講座生募集
商工観光課（�３３‐５６３８）

定　員時　間期　間回数コース

各コース
１０人

１０：００
～

１２：００

７月３日�～
８月３日�の
毎週火曜・金曜日

１０回
ワード
（初級）

１９：００
～

２１：００

７月３日�～
８月１０日�の
毎週火曜・金曜日
（７/１０・７/２４を除く）

１０回
ワード
（中級）

EMによる生ごみ処理実習に参加してみませんか
社会教育課（�２１‐５１２８）



　エコクラフト手芸教室とアートフラワー教室の受講生を
次のとおり募集します。
【エコクラフト手芸教室】
　環境にやさしい再生パルプのエコ素材（紙ひも）を竹細
工のように手で編む楽しい手芸です。
　�講座予定日（１３：３０～１５：３０）
　　　　７月６日�　１３日�　２０日�　２７日�
　　　　８月３日�　１０日�
　�会場　中央公民館
【アートフラワー教室】
　思い出の布等を使い、花を作る講座です。
　�講座予定日　（９：３０～１１：３０）
　　　　７月７日�　１４日�　２１日�　２８日�
　　　　８月４日�　１１日�
　�会場　市来地域公民館
○○募集人員　各教室２０名
○○対 象 者　市内に居住する２０歳以上の方
○○受 講 料　無料（ただし、材料代等自己負担）
○○申込期限　６月１８日�
○○申 込 先　社会教育課または中央公民館に直接申し込ん

でください。
○○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　社会教育課又は中央公民館（�３３－５６５４）

○○日　時　６月10日�９：00～12：00
○○会　場　串木野体育センター
○○内　容
　・リズム体操　　・健康体操
　・室内レクリエーション　など
○○準備するもの
　・室内シューズ
　・汗拭きタオル
　・着替え等
○○参加料　無料
○○問合せ先　市民スポーツ課
※健康づくりに興味のある方なら、男女を問わずどなたで
も参加できます。ご近所お誘い合せの上、多数ご来場くだ
さい。

国家公務員採用�種試験（高等学校卒業程度）
　　人事院では、高等学校卒業程度の試験として、「平成
19年度国家公務員採用�種試験」を実施します。
　○○受験資格　昭和61年４月２日～
　　　　　　　平成２年４月１日生まれの者
　○○申込受付期間　６月26日�～７月３日�
　○○第１次試験日　９月９日�（九州では９都市で実施）
　○○問合せ先　人事院九州事務局
　〒812‐0013　福岡市博多区博多駅東２－11－１
　　　　　　　�092－431－7733　Fax092－471－0565
　　　　　　　（ホームページ）http://www.jinji.go.jp/ 
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生涯学習講座『エコクラフト手芸教室』
と『アートフラワー教室』の受講生募集

社会教育課（�２１‐５１２８）

「第１９回いきいき健康体操の集い」開催のお知らせ
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）

放送大学で学んでみませんか？
　放送大学はテレビ等の放送により授業を行う通信制
の大学です。働きながらの大学卒業やキャリアアップ・
生涯学習などを目的として、さまざまな年代や職業の方
が学んでいます。大学や大学院の授業科目を１科目か
ら気軽に学べるチャンスです!この機会に放送大学で学
んでみませんか？!

★こんな方々にお勧めです!
○自分の興味のある科目だけを学びたい方。または、様々
な分野の科目を複数学び自己啓発を目指している方。
○大学院レベルの高度な専門的知識を自宅に居ながら身
に付けたい方。
○学士の取得を目指している方。
・その他職場研修で利用する等、いろんな活用の仕方があ
ります。この機会にご自分の生涯学習の一環として、ぜ
ひ放送大学で学んでみてはいかがでしょう？
★一部科目のご紹介
　～子育て、家庭、健康関係～
　家族の抱える困難や直面する危機的状況への対処の問
題、また、現代医療における健康科学、ご自分の健康管
理として食の安全性の問題等、幅広い分野の講義を多数
開設しております。

放送メ
ディア科目名放送メ

ディア科目名

テレビ脳科学の進歩（’06）テレビ子ども・青年の生活と
発達（’06）

ラジオリハビリテーション
（’07）ラジオ感情の心理学（’07）

テレビ食と健康（’06）テレビスクールカウンセリ
ング（’05）

テレビ日本の食文化（’04）ラジオ家族のストレスとサ
ポート（’04）

ラジオ食品の安全性を考え
る（’04）テレビがんの健康科学（’06）

※これらの科目を含め約300の教養学部開設科目と約７０の
大学院開設科目があります！
★入学料・授業料
－教養学部－

授　業　料入学料学生の種類

１科目（２単位）
11，000円

（テキスト代含む）

 6，000円科目履修生（６カ月在学し、
希望する科目を履修）

 8，000円選科履修生（１年間在学し、
希望する科目を履修）

22，000円全科履修生（４年以上在学し、
学士の学位の習得を目指す）

－大学院－

授　業　料入学料学生の種類

１科目（２単位）
22，000円

（テキスト代含む）

12，000円修士科目生（６カ月在学し、
希望する科目を履修）

16，000円修士選科生（１年間在学し、
希望する科目を履修）

★只今、平成19年度第２学期学生を募集しております。
　詳しい資料を無料進呈いたしますので、お気軽にお問い
合わせください。
　出願受付期間：６月15日～８月15日
【お問い合わせ/入学願書（無料）請求先】
　　　　放送大学　鹿児島学習センター
　　　　〒892‐8790　鹿児島市山下町14－50
　　　　（かごしま県民交流センター内）
　　　　�099－239－3811　FAX：099－239－3841
　　　　放送大学ホームページ　http://www.u-air.ac.jp



　串木野衛生センターと西薩火葬場の臨時職員を募集します。
　応募される方は、履歴書をいちき串木野市・日置市衛生
処理組合事務局（いちき串木野市下名４１０番地１：串木野
衛生センター内）に提出してください。
【串木野衛生センター】
○○募集人員　１名
○○雇用期間　平成１９年７月１日～平成２０年３月３１日
○○応募資格　管内居住者（いちき串木野市及び日置市東市

来町）で、５０歳から６０歳位までの健康な方
○○仕事内容　し尿収集作業等
○○受付期間　６月１９日�まで
　　　　　　（ただし、土・日曜日を除きます。）
○○勤務場所　串木野衛生センター
○○勤務時間　８：３０～１６：３０
○○勤 務 日　原則として平日
【西薩火葬場】
○○募集人員　１名
○○雇用期間　平成１９年７月１日～平成２０年３月３１日
○○応募資格　管内居住者（いちき串木野市及び日置市東市

来町、伊集院町並びに日吉町）で、５５歳から
６５歳位までの健康な方

○○仕事内容　火葬及び収骨、火葬場内清掃作業等
○○受付期間　６月１９日�まで
　　　　　　（ただし、土・日曜日を除きます。）
○○勤務場所　西薩火葬場
○○勤務時間　９：００～１７：００
○○勤務日数　原則として月１２日以内

ねんりんピック鹿児島２００８キャンペーンスタッフ募集
　「ねんりんピック鹿児島２００８」を各種イベントで広くPR
し、大会のイメージアップに貢献していただける、明るく
健康な方を募集します。
　�ねんりんピックとは～「ねんりんピック」の愛称で親
しまれている「全国健康福祉祭」は、６０歳以上の方々
を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の全国規模
の祭典です。

○○募集人員　個人又は家族若干名（組）
○○任　　期　平成１９年８月から大会終了の日（平成２０年１０

月２８日�）まで
○○応募資格　県内在住の１８歳以上の個人または成年者１人

以上を含む家族
○○活動内容　大会関連の行事や県内外で開催される各種イ

ベントでのキャンペーンなどに参加するとと
もに、行政、マスコミ等の関係機関へ表敬訪
問し、大会PRを行います。

○○応募締切　６月２９日�〔当日消印有効〕
○○問合せ先　ねんりんピック鹿児島２００８実行委員会事務局

（鹿児島県庁保健福祉部長寿社会課ねんりん
ピック推進室内�０９９－２８６－２８６４）

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/nenrin/boshu/index.html 

　レクリエーション・ダンスとは、ジャンルにとらわれる
ことなく、音楽に合わせて体を動かす、誰でも簡単に楽し
むことが出来るスポーツです。
○○日　時　毎週火曜日　20：00～
○○場　所　いちきアクアホール
○○参加料　月1,000円
○○申　込　レクリエーション・ダンス協会
　　　　　毎週火曜日　練習時に随時受付

　今年度より「社交ダンスサークル」が始まりました。初
心者の方も大歓迎です。お気軽にご参加下さい。
○○実施期間　平成１９年４月～平成２０年３月
○○日　　時　毎週水曜日　１４：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　１９：００～２１：００
○○資　　格　原則として、市内に居住または市内の事業所に勤

務する勤労青少年（詳細はお問合せください。）
○○受 講 料　無料
○○友 の 会　利用者が自主的に活動をするホーム友の会が

あります。申込み時に年会費１，５００円。
○○申 込 み　勤労青少年ホーム（�３２－８７７０）
　　　　　　開館時間　１３：００～２１：００（日曜休館）

　元気の源は毎日の食事にあります。
　男性のあなたにもできる簡単な料理作りに挑戦してみま
せんか！
○○日　　時　６月２２日�・６月２７日�・７月６日�
　　　　　　７月１９日�・７月２６日�の全５回
　　　　　　（１０：００～１３：００）
○○内　　容　健康に関する講話と簡単な調理実習
○○場　　所　串木野健康増進センター
○○参 加 費　無料
○○定　　員　２０名
○○申込締切　６月１８日�
※エプロン、筆記用具を持参してください。

○○日　　時　７月８日�　９：００開会（小雨決行）
○○場　　所　冠岳小学校前の田んぼ
○○募集種目　・宝さがし（参加自由）
　　　　　　・田んぼドッジボール大会
　　　　　　　（１チーム小学生８人編成）
　　　　　　・田んぼバレーボール大会
　　　　　　　（１チーム中学生以上６人編成）
○○参 加 料　１，５００円（ただし、小中高校生のチームは無料）
○○申 込 み　６月２３日�までに、冠遊会事務局にチーム

名・代表者名・連絡先・参加者名を記入の上、
FAXでお申し込みください。　

　　　　　　（冠遊会事務局　FAX３２－３６０１） 
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串木野衛生センター・西薩火葬場
臨時職員募集のお知らせ

いちき串木野市・日置市衛生処理組合（�３２‐３６１２）

レクリエーション・ダンスをしてみませんか
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）

「男性のための簡単クッキング教室」開催
串木野健康増進センター（�３３‐３４５０）

勤労青少年ホーム「社交ダンスサークル」参加者募集
商工観光課（�３３‐５６３８）

第９回「どろんこ大会in冠岳」参加者募集
社会教育課（�２１‐５１２８）



○○日　　時　６月１６日�　１３：００～
○○場　　所　多目的グラウンド
○○種　　目　１００m・８００m・２０００m　リレー
　　　　　　走り幅跳び・走り高跳び・砲丸投げ
○○参 加 料　無料
○○申込締切　６月１２日�
○○問 合 せ　市役所農政課木場（�３３－５６３６）まで
※小学生以上であればどなたでも参加できます。

○○建物概要
　・串木野西中学校校長住宅（下名２０３１２－２）
　　木造平家建（昭和４７年度建設）　７０．４４�：１戸
　・串木野西中学校教頭住宅（下名２０３１２－１）
　　木造平家建（昭和４８年度建設）　６０．２６�：１戸
○入札申込み　６月１３日�まで
○○申込み先　教育委員会総務課（市来庁舎３階）
○○入　　札　６月２２日�　９：００
　　　　　　市来庁舎３階　第１会議室
※現在、教頭住宅については空家ですが、校長住宅につい
ては入居中であり、８月１日�～１５日�までに移転可能
な方に限ります。

○○日　　時　８月５日�　９：３０～
○○試験会場　鹿児島市：県立短期大学
　　　　　　　　　　　（鹿児島市下伊敷１－５２－１）
　　　　　　　　　　　県立開陽高等学校
　　　　　　　　　　　（鹿児島市上福元町５２９６－１）
　　　　　　奄 美 市：大島地区消防組合
○試験の種類　全種類
○○受付期間　６月１８日�～７月３日�
○○受付場所　	消防試験研究センター鹿児島県支部
　　　　　　〒８９０‐００６７　鹿児島市真砂本町５１－２２
　　　　　　南国ショッピングセンタービル２階
○受験手数料　甲種　５，０００円
　　　　　　乙種　３，４００円
※受験願書等は、消防本部にあります。詳しくは、消防本
部予防係又はいちき分遣所（�２１－５０７７）へお問い合わ
せください。

○○日　　時　６月２０日�　１０：００～１５：００
○○場　　所　市来庁舎　２階会議室
○○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。

　児童手当等（児童手当・特例給付・小学校修了前特例給
付）を受けている方は、毎年６月に『現況届』を提出しな
ければなりません。
　この届は、毎年６月１日における状況を記載し、児童手
当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため
のものです。
　この届の提出がなければ、６月分以降の手当が受けられ
なくなりますので、必ず６月２９日までに、市民課市民係（串
木野庁舎・市来庁舎）まで提出してください。
○○持参するもの…はがき（※６月初旬に受給者全員へ送

付）、印鑑、年金加入証明書または健康保
険被保険者証（厚生年金加入者のみ）

　※現況届用紙は、市民課（串木野庁舎・市来庁舎）にあ
ります

◎また、次のような受給者の方は、提出時に必要な書類が
あります。
�平成１９年１月１日現在、いちき串木野市に住所のない方
…受給者の所得証明書（児童手当用）
※平成１９年１月１日現在お住まいの市区町村でとれます。
�いちき串木野市外に別居している監護対象児童がいる方
…対象児童のいる世帯全員の住民票

【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。

【ねんきん定期便】
　「ねんきん定期便」とは、社会保険庁が年金制度に対する
国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、被保
険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必
要な情報を通知するものです。
　現役世代、特に若い世代の方に年金制度に対する理解を
深めていただくため、平成19年４月より、35歳になる方に
「ねんきん定期便」の送付を始めました。
　対象となる方は平成19年４月以降に35歳に到達する人
（昭和47年４月２日以降生まれの人）で、国民年金又は厚
生年金保険（船員保険を含む。）の被保険者期間を有する
人です。　ただし、次の方には送付されません。
　�　国外に居住している人
　�　国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の

組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であっ
た期間のみを有する人

　「ねんきん定期便」には、誕生月の前々月時点における、
年金加入履歴及び国民年金保険料の納付月数、厚生年金
保険の加入月数等を記載しています。送付時期は、35歳
に到達する誕生月の前月末に、東京の社会保険業務セン
ターから本人あてに送付されます。
※詳しくは、川内社会保険事務所（�22－5276）までお問
い合わせください。 
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第２回いちき串木野市陸上選手権大会の開催
市民スポーツ課（�２１‐５１２９）

教職員住宅（建物）の公売について
教育委員会総務課（�２１‐５１２６）

消防設備士試験受験案内
消防本部（�３２‐０１１９）

児童手当等の現況届の提出について
串木野庁舎市民課（�３３‐５６１１）・市来庁舎市民課（�２１‐５１１５）

年 金 相 談 所 を 開 設
串木野庁舎市民課（�３３‐５６１２）・市来庁舎市民課（�２１‐５１１５）

そ　の　他

年金相談受付日実施日月

左記実施日の年金相談の受付時間
○月 　曜 　日　８：30から19：00
○土 　曜 　日　９：30から16：00
※その他の平日　８：30から17：15

９日�

６月 11日�

25日�

ねんきん広報だより
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危険を感じたら早めに避難を！！
…　避難所や避難経路を確認しましょう…

自治振興課（�３３‐５６３２）

　梅雨や台風など、これからの季節は、風水害が心配されます。

　いちき串木野市では、災害時に備え市内４３か所に避難所を設けています。

　避難所は、台風の来襲や大雨が予想される時など、必要に応じ開設します。いざというときに

備え、普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

　また、お年寄りや子ども、病人などがいる場合は、地域の人たちと協力して避難活動が行える

よう協力体制を築いておくことも大事です。

〈早めの避難を心がけましょう〉

　台風や集中豪雨の最中に避難することは非常に危険です。強風やがけ崩れで避難できないこ

とも考えられます。日頃から雨の降り方やテレビ、ラジオなどで気象情報を確認し、危険を感じ

たら早めに避難をしましょう。

※避難をする時は、懐中電灯、ラジオ、非常食、飲料水、衣類など生活に最小限必要なものを用

意するとともに、火の始末や戸締りを行うようにしましょう。

　　　　　　　　　　　　　

～ 避 難 場 所 一 覧 ～

【串木野地域】

電話番号所在地避難場所の名称電話番号所在地避難場所の名称

３２－１８９９長崎町９１　串木野体育センター３２－２６８８冠岳１２８４４－１　冠岳小学校体育館

３２－９５７０新生町１８３○串木野老人福祉センター３２－０７６０冠岳１３５１１－２○冠岳コミュニティセンター

３２－７１３０新生町１８３　働く女性の家３２－３３０７上名８６０５○生福小学校体育館

３２－２０６４美住町６５　串木野高等学校体育館３２－３３７７上名８５５１　生冠中学校体育館

３２－１７４４下名２０２２６－１○串木野西中学校体育館３２－１７３５上名７００○串木野中学校体育館

３５－００１４羽島５２１８○羽島コミュニティセンター３２－８７７０上名２４５５○勤労青少年ホーム

３５－０００９羽島５３５９　羽島小学校体育館３２－１７３８上名５３６　串木野小学校体育館

３２－８８０９荒川２４５０○荒川コミュニティセンター３３－５６５４昭和通１３３－１○市民文化センター

３２－２０１０荒川２３４７－１　荒川小学校体育館３２－３００６栄町２３　願船寺

３２－８８１１下名１４１０３－１○旭コミュニティセンター３３－１２３１元町２３６○ドリームセンター

３２－１７２４下名１４０６７　旭小学校体育館３２－２５０４本浜町３８　浄宝寺

－下名１５３６７－２　芹ヶ野公民館３２－１７２７西島平町３７５　無量寺

３５－０８８７羽島９６７５○土川コミュニティセンター３２－１７０１下名５４５３－３○照島小学校体育館
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【市来地域】

電話番号所在地避難場所の名称電話番号所在地避難場所の名称

－大里５６６４○川北地区公民館３６－２３４１湊町１６０　市来農芸高等学校体育館

－大里３２４６－１○川南地区公民館２１－５８００湊町３１２６○いちきアクアホール

３６－２０４４川上１２００　川上小学校体育館３６－４５５８湊町３１２６－１２　市来老人福祉センター

３６－４３３４川上９７８○川上地区公民館３６－２００９湊町３３９２　漁民会館

３６－２９１８川上１７０７　川上生活改善センター３６－２１０２湊町３０１８　浄泉寺

３６－５０５９湊町３２４３－１　市来保健センター３６－２０２２湊町３２７０　西村寺

３６－２１６６湊町３１２６－２３　市来保育所３６－２８８１大里５５４７－１　市来体育館

３６－２２２１川上１２１５－１　市来川上郵便局３６－２０５６大里３７６４　市来中学校体育館

３６－２００６大里３７３１　市来小学校体育館

○印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。

健康食品のトラブルについて
商工観光課（�３３‐５６３８）

　健康食品を購入したが、「期待した効果がない」「体質に合わずかえって体調をくずした」

「数年分を一度に契約して支払えない」などの相談が寄せられています。
　

健康食品は「食品」です。「医薬品」ではありません。
アドバイス

●健康食品は医薬品ではないので、「病気が治る」「病気の予防になる」などの誤った認識

を持たないようにしましょう。

●通院している場合は、契約の前に、使用について担当の医師に相談しましょう。

●体がだるい、ひどい下痢が続く、むくみがある、頭が痛い、吐き気があるなどの症状が

あったら直ちに使用を止め、医師の診察を受けましょう。

●「効果があった」などと体験談を聞かされても、体質、体調、持病などの特性は人によっ

て異なるので、必ずしも自分に合うとは限りません。

●医薬品のような効能をうたって販売することや、効果について著しく事実と異なった

り、著しく誤認させるような広告を行うことは、法律で禁止されています。

　クーリング・オフ制度について
　消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約書面を受け取った日を含めて８日以内に契

約解除を認める制度です。（ただし原則として、店舗販売や通信販売にはクーリング・オフ制度は適用

されません。）

※その他、消費生活でお困りの方は、串木野庁舎商工観光課消費生活相談員までご相談ください。

� ��������������������

� ����������
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住民税が平成19年6月から大きく変わります
税務課（�３３‐５６１６）

「何が変わるの？」
　「地方にできることは地方で」という方針のもと、より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国

（所得税）から地方（住民税）へ税源移譲が行われます。

「どう変わるの？」
　住民税には、所得に応じて負担する所得割と、一定額をみんなで均等に負担する均等割があります。

この所得割の税率が、これまでの３段階（５％、１０％、１３％）の税率から一律１０％に変わります。

「いつから変わるの？」
　給与所得者は１月から、年金受給者は２月の年金支給から所得税が減り、住民税が６月から増えます。
　事業所得者は６月から住民税が増え、来年３月の確定申告から所得税が減ります。

「負担はどうなるの？」
　家族と暮らす給与所得者や年金受給者の負担額の目安は下の表のとおりになります。住民税が増えて

も所得税が減るので、税源移譲による負担の増減はありません。ただし、平成１９年度分から定率減税が
廃止（所得税は平成１９年分から）されるため、その分の負担増があります。

【税負担について】

☆本人４５歳で給与収入があり、妻４０歳で収入なし、子供２人（子供のうち１人は高校生（１８歳）で特定

扶養、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除の合計額が２００，０００円）の場合

※負担増合　計住民税所得税

税
源
移
譲
後

合　計住民税所得税給与収入

税
源
移
譲
前

１，１００円１８，５００円１８，５００円０円１７，４００円１７，４００円０円３００万円

１０，８００円１２４，５００円９０，０００円３４，５００円１１３，７００円５１，６００円６２，１００円４００万円

２１，８００円２４４，５００円１７０，０００円７４，５００円２２２，７００円８８，６００円１３４，１００円５００万円

３５，１００円３９５，５００円２６４，０００円１３１，５００円３６０，４００円１５４，３００円２０６，１００円６００万円

※住民税は市・県民税の均等割額及び所得割額の合計です。

☆本人７０歳で年金収入があり、妻は７０歳未満で収入なし（社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険

料控除の合計額が２００，０００円）の場合

※負担増合　計住民税所得税
税
源
移
譲
後

合　計住民税所得税年金収入
税
源
移
譲
前

０円３，１００円３，１００円０円３，１００円３，１００円０円２００万円

５，１００円６０，５００円４３，５００円１７，０００円５５，４００円２４，８００円３０，６００円２５０万円

１２，０００円１３５，５００円９３，５００円４２，０００円１２３，５００円４７，９００円７５，６００円３００万円

※　住民税は市・県民税の均等割額及び所得割額の合計です。

※　負担増…定率減税廃止による負担増であり、税源移譲による負担増はありません。

◆　非課税措置の廃止に伴う経過措置
平成１８年度の税制改正により、６５歳以上で前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に対する非課税措置

が廃止されましたが、平成１７年１月１日現在で６５歳以上の方は、段階的に課税され、平成１９年度は本来

の課税額の　　　が課税されます。２/３


