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保健・衛生・福祉
遺児父子手当の受給申請について
福祉課（☎ ３３-５６１８）・健康福祉課（☎ ２１-５１１７）

　遺児および父子世帯の日常生活の負担を少しでも軽減す
るために手当を支給します。
〇対象者
①遺児手当

父母の両方が死亡した児童、もしくは生死不明・拘禁等
により父母がいない児童

②父子手当
父母が婚姻を解消した児童、もしくは死亡・生死不明・
拘禁等により母がいない児童

　※児童：義務教育終了前の者
〇支給を受ける者
①遺児手当

当該児童と同居して生計を同じくし、かつ養育している者
②父子手当

父子世帯児童の父、または当該児童と同居して生計を同
じくし、かつ養育している者

〇支給要件
対象者が平成１９年１０月１日現在、本市に住所を有する者

（ただし、父子世帯児童にあっては当該父子世帯児童と
なった日から引き続き１年以上父と生計を同じくしてい
る者）

〇金　額
　年額２４,０００円
　（ただし、２人目以降１人につき６,０００円を加算）
〇申請方法

１０月３１日㈬まで、福祉課（串木野庁舎）及び健康福祉課
（市来庁舎）窓口で申請を受け付けています。

　※申請書は福祉課及び健康福祉課にあります。
〇その他
　・児童が社会福祉施設（保育所を除く）に入所している

ときは、支給されません。
　・扶養義務者の所得などによって支給に制限があります。
　・前年度受給した方も再申請が必要です。
　※詳しくは、福祉課及び健康福祉課におたずねください。

結核レントゲン・喀
かくたん

痰検査の結果について
串木野健康増進センター（☎ ３３-３４５０）

　結核レントゲン・喀痰検査を受診された方で紹介状の届
いていない方につきましては、精密検査は必要ありません
でした。

６５歳以上の高齢者を対象とした
インフルエンザ予防接種

串木野健康増進センター (☎ ３３-３４５０)・ 健康福祉課 (☎ ２１-５１１８)

　６５歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種
をいちき串木野市内の協力医療機関で、下記のとおり個別
接種として実施いたします。
　対象となる方には、個別通知しますので、詳しくは同封
されているチラシをご覧ください。
〇実施期間　１０月２２日㈪～ １２月７日㈮
〇対 象 者　・接種当日に満６５歳以上の方
　　　　　　・６０歳以上６５歳未満であって、心臓、じん臓

もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に障害を有するも
のとして厚生労働省令に定める方

〇接 種 料　１,０００円
〇そ の 他　接種を希望される方は、受診票と自分を証明

できるもの（保険証等）を持参し、体調の良
い日に接種されることをお勧めします。

　※インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律上
の義務はありません。自らの意思で接種を希望する
方のみに接種を行います。

国民健康保険の被保険者に
人間ドック費用の一部を助成します
健康増進課 (☎ ３３-５６１３)・ 健康福祉課 (☎ ２１-５１２０)

　国民健康保険では、年１回人間ドック費用の一部を助成
しています。
　日本人の死因の上位を占めるがん、心臓病、脳卒中など
の生活習慣病は、初期の症状がほとんどないので、定期的
に人間ドックや各種検診を受診し、その結果を今後の生活
にいかして、生活習慣を上手にコントロールしていくこと
が健康づくりにつながります。健康づくりは自分自身の自
覚が必要です。
　毎日を健やかに送るために、病気の予防、早期発見・早
期治療に努めましょう。
〇助成対象者
　国民健康保険の被保険者で４０歳から６９歳までの方
　（ただし、老人医療受給者は除く）
〇助成金額
　１日ドック
　２日ドック}検診料の７割助成
　脳ドック　　（１,０００円未満の端数は切り捨て）
〇助成金の請求手続き

人間・脳ドックを受診された方は、検査結果書・領収書・
被保険者証・印鑑・世帯主名義の通帳（郵便局以外）を
持参してください。

〇問 合 せ
　健康増進課保険給付係
※脳ドックの内容・予約等については、脳ドックの実施医

療機関にお問い合わせください。
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献血のお知らせ
串木野健康増進センター（☎ ３３-３４５０）

　献血は、私たちに一番身近なボランティアです。どうぞ
お誘い合わせの上お越しください。
〇期　　日　１０月２０日㈯
〇場　　所　「いちき串木野～地かえて祭り～」会場入口
〇受付時間　１０：００ ～ １６：００
〇献血年齢　１６歳から６９歳まで
※ただし、６５歳以上の献血については、献血される方の健

康を考え６０歳から６４歳の間に献血経験がある方に限りま
す。

毒キノコによる食中毒防止について
生活環境課（☎ ３３-５６１４）

　秋になると、野山を散策し、キノコ狩りを楽しむ機会が
多くなりますが、有毒なキノコを食べ、食中毒になってし
まうこともあることから、キノコを食べる場合は、以下の
ことに注意しましょう。
①確実に鑑定された食用キノコ以外は絶対に食べない。
②キノコ狩りでは、有毒キノコの混入に注意する。
③さまざまな「言い伝え」は迷信であり、信じない。
　（例）地味な色をしたキノコは食べられる。（誤解）
④図鑑の写真や絵を見て、勝手に鑑定しない。
⑤食用キノコでも生の状態で食べたり、一度に大量に食べ

たりしない。また、マツタケなど高価なものでも傷んだ
ものは食べない。

犬・猫の飼い方について
生活環境課（☎ ３３-５６１４）

　地域住民が、犬・猫のペット動物と快適に過ごせる生活
環境づくりについて、マナーを守って、以下のことに心が
けましょう。
〇犬を飼う場合は、丈夫なひもや鎖でつなぎ、放し飼いは

しない。
〇散歩の際は、ひもなどでつなぎ、糞等は持ち帰る。
〇近所の方へ危害や迷惑を及ぼすことのないよう、適切な

しつけを行う。
〇飼い猫以外の猫への餌付けはしない。（近所の方に迷惑

となったり、不幸な猫を増やすことにもつながります。）
※家族と同様に愛情を持って、終生飼いましょう。

やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい
飼い主を探してください。

募集・催し
いちき串木野市文化祭の開催

文化振興課 (☎ ３３-５６５０）・いちきアクアホール (☎ ２１－５８００)
　平成１９年度いちき串木野市文化祭を下記により開催しま
す。入場は無料です。多数のご来場をお願いします。
〇芸能発表　１１月３日㈯～４日㈰
　　　　　　【市民文化センター】
〇作品展示　１１月１日㈭～４日㈰
　　　　　　【いちきアクアホール・市民文化センターホ

ワイエ（生け花・盆栽）】
※作品展示については、出品申請書を１０月１９日㈮まで（期

日厳守）に、文化振興課またはいちきアクアホールへ提
出してください。

※プログラムは、広報いちき串木野１０月２２日号に掲載する
予定です。（各戸配布はありません）

　なお、ご来場者には当日配布いたします。

第１５回しおさいコンサート
いちきアクアホール（☎ ２１-５８００）

　秋の夜のひと時を子どもたちの澄んだ歌声や、心に響く
力強い合奏等で楽しめる、しおさいコンサートが下記によ
り開催されます。多数のご来場をお待ちしております。
〇日　　時　１０月１３日㈯　開場１８:００　開演 １８:２０
〇場　　所　いちきアクアホール
〇入 場 料　無料
〇出演団体
　　川上小学校、市来小学校合唱団・金管バンド
　　市来中学校吹奏楽部、金峰ハーモニカアンサンブル
　　市来農芸高校・串木野高校合同吹奏楽部

リサイクル品を販売します
生活環境課（☎ ３３-５６１４）

　串木野環境センターでは、搬入されたごみの中で、使用
できるものをリサイクル品として市民の皆さんに販売しま
す。
〇日　　時　１０月２８日㈰　１０：００ ～（開場９：００）
〇場　　所　串木野環境センター　
〇販売する品目
　食器類、つぼ、玩具、装飾品、書籍、家具・調度品、趣

味・スポーツ・レジャー用品、自転車　など
〇注意事項
　・リサイクル品ですので品質や性能の保障はありません。

万一、不良品でも返品・交換や返金はできませんので、
了承のうえ購入してください。

　・販売した物は、包装や配達は一切できません。
　・同一の品物に、購入希望者が複数の場合は、抽選とな

ります。
　・駐車場は、環境センター公園の下の広場をご利用くだ

さい。
　・品物に限りがあるため、短時間で売り切れることが予

想されます。
　・販売で得た益金は、市の収入となります。
〇問合せ先　串木野環境センター（☎３２-２３８８）



�

エコフェスタいちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～の開催

商工観光課（☎３３-５６３８）

　商工業、農林業、水産業等の各業界が一体となり、地場
産品の開発宣伝及び販路拡大並びに観光誘致の推進を目的
としたイベントが開催されます。
　また、このイベントは、「エコ（環境）フェスタ」と題
して環境について考えていただくことも目的としておりま
す。みんなでマイバック・マイ箸を持って地かえて祭りに
参加してみませんか。美しい地球を未来へ残しましょう。
　市民の皆様の多数のご参加をお願いします。
〇日　時　１０月２０日㈯・２１日㈰の２日間
　　　　　・１０月２０日㈯　９：００ ～ ２１：００
　　　　　・１０月２１日㈰　９：００ ～ １７：００
〇場　所　串木野新港隣接会場（西薩町）
〇内　容　地元特産品等の展示販売や歌謡ショー、ゲキ

レンジャーショー、エネルギー体験コーナー、
TUNA引き大会、お宝抽選会、エネルギーク
イズ大会、郷土芸能、巡視船の船内見学、クリー
ンエネルギー自動車の展示・試乗会等各種イベ
ントの開催

　　　〔周辺イベント〕
　　　〈２０日〉愛の献血、いちき串木野商工会議所主催の

くしきの花火大会（１８：３０ ～）
　　　〈２１日〉いちき串木野オールドカーフェスティバル
　　　《両日》濵田酒造主催の新焼酎祭り
※ゴミの持ち帰り運動にご協力ください。
※串木野駅と会場を結ぶ送迎バスを、１時間おきに無料運

行（臨時バス停設置）します。
※「地かえて」とは、中国の孟子の言葉から「地易皆然（ち

をかうればみなしかり）」を引用し、「互いに地位・境遇
を異にするから、行う所が違うのであるが、その立場を
とりかえれば皆行う所は同一になる」という意味で、す
なわち商工業・農林業・水産業が一致団結して、この祭
りを進めることを指したものです。

〇問合せ　いちき串木野づくし産業まつり実行委員会事務
局（商工観光課内）

第１６回串木野地区グラウンド・ゴルフ
秋季親善競技大会

市民スポーツ課（☎２１－５１２９）　
〇日　　時　１０月２７日㈯　８：３０ ～ １２：３０
　　　　　　※雨天時は１０月２９日㈪に延期
〇会　　場　多目的グラウンド
〇参加資格　串木野地域に居住の方
　　　　　　（児童生徒の参加は保護者同伴）
〇チーム編成　１チーム　５人編成
〇参 加 料　１人　５００円（当日徴収）
〇申込締切　１０月１５日㈪まで（期日厳守）
〇申 込 先　串木野地区グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　　事務局長　岡野　貢　まで
　　　　　　（☎・ＦＡＸ　３２-３７９７）

エコフェスタいちき串木野づくし産業まつり
～地かえて祭り～体験ツアー参加者募集

商工観光課（☎３３-５６３８）
　体験ツアーの参加者を募集します。多数の応募をお待ち
しています。
〇開催日　１０月２０日㈯・２１日㈰
〇参加料　無料（往復バス代・昼食代も無料です。）
〇コース及び募集人員
　※出発点は、「JR串木野駅」または「地かえて祭り会場」

のいずれかを選ぶことができます。
　【１０月２０日㈯　１０：１０ ～ １６：２５　（定員４０人）】
　◦コース＝JR串木野駅（１０：１０）⇒地かえて祭り会場

（１０：３０）⇒川内原子力発電所展示館（１１：００ ～ １１：
５０）⇒薩摩藩英国留学生渡欧の碑（１２：１０ ～ １２：２０）
⇒昼食（濵田屋伝兵衛）（１２：４０ ～ １３：５０）⇒観音ｹ
池市民の森（１４：００）⇒冠岳展望公園（徐福像）（１４：
２０ ～ １４：３０）⇒冠岳花川砂防公園・冠嶽園（１４：４５
～ １５：１５）⇒児石広場（１５：２５）⇒小水林間広場（１５：
３０）⇒串木野ダム（１５：３５）⇒さのさの館（１５：４５）
⇒中央商店街（１５：５５）⇒地かえて祭り会場着（１６：
０５）⇒地かえて祭り会場発（１６：１５）⇒JR串木野駅（１６：
２５）

　【１０月２１日㈰　１０：１０ ～ １５：１０　（定員４０人）】
　◦コース＝〔JR串木野駅（１０：１０）～昼食～観音ｹ池市

民の森（１４：００）〕までは、２０日（土）と同じ⇒冠岳
花川砂防公園・冠嶽園（１４：２０ ～ １４：３０）⇒中央商
店街（１４：５０）⇒地かえて祭り会場着（希望者はJR
串木野駅まで送迎）（１４：５５）⇒地かえて祭り会場発（１５：
００）⇒JR串木野駅（１５：１０）

〇申込締切　１０月１７日㈬ ※定員になり次第締め切ります。
〇申込み・問合せ　商工観光課
　
B＆G女性スポーツ教室（後期）参加者の募集

B＆G海洋センター（☎３２－８９９４）
　誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づくり・仲
間づくりを行いませんか。さわやかな汗を流し、健康づく
りを始めましょう。
〇募集対象　市内に居住する１８歳以上の一般女性
〇期　　日　毎週木曜日　計１６回
　　　　　　　平成１９年１１月１日㈭～平成２０年２月２８日㈭
〇場　　所　B&G海洋センター体育館
〇募集定員　３０名（定員になり次第締め切ります）
〇参 加 料　スポーツ保険１,５００円
〇活動内容　インディアカ等のニュースポーツ
〇申込方法　１０月２５日㈭まで（期日厳守）にB&G海洋セ

ンター体育館へ（申込書はB&G海洋センタ
ー体育館にあります）

〇問 合 せ　B&G海洋センター体育館

婦人会バザーの開催について
社会教育課（☎２１-５１２８)

〇日　時　１０月１４日㈰　１３：００ ～
〇場　所　いちきアクアホール
　　　　　（※今年は会場が変更になりました。）
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平成１９年度身体障害者を対象とする
鹿児島県職員採用選考試験について

福祉課（☎３３-５６１９）
　鹿児島県内に居住する身体障害者の雇用の促進を図るこ
とを目的として行うものです。
〇受付期間
　〔インターネット〕１０月１日㈪～ １０月１５日㈪
　〔持 参 ・ 郵 送〕１０月１日㈪～ １０月１７日㈬
〇第１次試験日　１１月１８日㈰
〇試験区分・採用予定人員・勤務先及び職務内容
　　・試 験 区 分　　一般事務
　　・採用予定人員　　２名
　　・勤務先及び職務内容
　　　　知事部局又は教育委員会（県立学校を含む）にお

いて事務に従事します。
　（注）採用予定人員は変更になることがあります。
※申込み用紙は、いちき串木野市役所　福祉課（串木野庁

舎）又は健康福祉課（市来庁舎）においてあります。
※詳細につきましては、下記にご連絡ください。
　鹿児島県人事委員会事務局　総務課任用係
　鹿児島市鴨池新町１０番１号　県庁（行政庁舎）１２階
　（☎０９９-２８６-３８９３・３８９４（直通）、FAX０９９-２８６-５６４９）

ふるさとの味噌作り講座受講生募集
働く女性の家（☎３２-７１３０）

　郷土の味、手作り麦味噌の作り方を学びます。鹿児島の
味を生かし、健康を考えた減塩無添加のお味噌を手作りし
てみませんか！
〇日　　時　１１月８日㈭・９日㈮　９：００ ～ １３：００
〇場　　所　冠岳コミュニティセンター
〇対　　象　市内に居住又は勤務している女性を優先し、

男性の方も受講できます。
　　　　　　（２日間とも参加できる方）
〇募集人数　１５人
〇受 講 料　無料（ただし、材料費実費負担）
〇そ の 他　エプロン、三角巾、長靴、味噌を入れる容器

を持参ください。
〇申 込 み　１０月１９日㈮までに、来館又は電話で働く女性

の家へお申し込みください。
　※定員になり次第締め切ります。

保育サポーター養成講座の開催について
福祉課（☎３３-５６１８）

〇日　　時　１１月６日㈫・７日㈬・９日㈮　９：３０ ～ １６：３０
　　　　　　（６日のみ１０：００ ～）
〇場　　所　鹿児島市勤労者交流センター　第一会議室
　　　　　　〔鹿児島市中央町１０番地（ダイエー７階）〕
〇対 象 者　子育て経験のある方、または保育士資格のあ

る方で３日間受講できる方
〇内　　容　「子どもの安全と病気の世話」など
〇定　　員　５０名程度（先着順）
〇受 講 料　４,０００円（テキスト・活動用補償保険料等含む）
〇申込期限　１０月１９日㈮
〇問合せ・申込先（財）２１世紀職業財団　鹿児島事務所
　　　　　　　　　〔担当：山口〕（☎０９９-２５９-７８１５）

平成 １９ 年度砂利採取業務主任者試験の実施
商工観光課（☎３３－５６３８）

〇日　　時　１１月９日㈮　１０：００ ～正午
〇場　　所　かごしま県民交流センター小研修室第２
　　　　　　（鹿児島市山下町１４番５０号）
〇試験科目
　次に掲げる事項について筆記試験により行います。
⑴砂利の採取に関する法令
⑵砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河

川工学に関する事項を含む。）
〇受験資格　制限はありません。
〇試験手数料　８,０００円
〇受験手続
⑴提出書類等
　ア.受験願書
　イ.写真１枚【出願前６ヶ月以内に撮影した脱帽正面上

半身像の手札形（縦７㎝，横５㎝）のもの。裏面に撮
影年月日・氏名・年齢を記載すること。】

　ウ.試験手数料（８,０００円の鹿児島県収入証紙を受験願
書の所定欄に貼布して提出すること。なお、提出書類
等を受理した後は、試験手数料は返還しない。）

⑵提出先　鹿児島県商工労働部商工政策課
　　　　　（〒８９０-８５７７　鹿児島市鴨池新町１０番１号）
⑶郵送の場合は、封筒の表面に「砂利採取業務主任者試験

受験願書在中」と朱書し、書留郵便としてください。
〇提出書類等の受付期間　
　１０月２６日㈮まで　８：３０ ～ １７：１５
　（県の休日を除く）
　※なお、郵送の場合は、１０月２６日の消印のあるものまで

受け付けます。
〇受験願書の用紙
　　受験願書の用紙は，鹿児島県商工労働部商工政策課に

あります。
　　なお、同用紙を郵便により請求するときは、あて先及

び郵便番号を明記し、８０円分の切手を貼った返信用封筒
を同封してください。

〇合格者の発表
　合格者に対し、合格証を郵送して行います。
〇問合せ先
　鹿児島県商工労働部商工政策課
　（☎０９９-２８６-２１１１　内線２９３４）

鹿児島県技能まつりの開催
商工観光課（☎ ３３－５６３８）

〇日　　時　１０月２７日㈯　１０：００ ～ １６：００
　　　　　　１０月２８日㈰　１０：００ ～ １５：００
〇場　　所　かごしま県民交流センター
　　　　　　（鹿児島市山下町１４番５０号）
〇主な内容
　　職業訓練生や熟練技能士の作品展示・販売、木工、建

具、洋裁の実演、フラワー装飾競技大会、技能体験教室、
かんな削りコンテスト、クイズラリー、エコデンカーの
展示等

〇問 合 せ　鹿児島県職業能力開発協会
　　　　　　（☎０９９-２２６-３２４０）
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市営住宅入居者募集について
都市計画課（☎２１-５１５４）

〇家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
〇入居基準（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
〇入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３カ月分）
　・連帯保証人（２名）
〇申込期間
　１０月５日㈮～ １０月１５日㈪
〇抽 選 日
　１０月１８日㈭　９：００ ～　市来庁舎１階会議室
〇入居予定日　１１月１日㈭
〇問合せ・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

「'０７ かごしま住まいと建築展」について
都市計画課（☎２１-５１５４）

　親子で楽しめる「'０７かごしま住まいと建築展」を開催
します。
〇期　日　１０月１９日㈮～ ２１日㈰
　　　　　各日　１０：００ ～ １７：００
〇会　場　かごしま県民交流センター
〇入場料　無料
〇内　容　住まいに関する最新情報展示、無料相談、原

口泉氏（２０日）・猪俣睦彦氏（２１日）の講演会、
煙体験ハウス・土石流体験（１９日）、親子木工
教室・竹細工教室（２０・２１日）など

　　　　※催しによっては時間・人数に限りがあります。
〇問合せ　県住宅政策室（☎０９９-２８６-３７３８）

いちき串木野市ふれあいフェスタ
農産物品評会の開催

産業経済課（☎ ２１-５１２２）
　１２月９日に開催される「いちき串木野市ふれあいフェス
タ」において、農産物品評会を開催いたします。
　対象は、市内居住者が市内で生産した農産物等です。
　農産物の管理にご留意され多数の出品をお願いします。
　なお、農産物の規格等については、１１月に広報いたしま
す。
〇農産物品評会出品物搬入日時（予定）
　１２月８日㈯　９：００ ～ １２:００
〇場　所　いちきアクアホール駐車場特設テント
※出品者には、抽選で農業器具等の景品が当たります。

そ　の　他
海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧

選挙管理委員会（☎ ２１-５１２５）
　９月１日現在調製の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿
の縦覧を行います。
〇期間・時間　１０月２０日㈯～ １１月３日㈯
　　　　　　　８：３０ ～ １７：００
〇場　　　所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

あなたの一票が未来をつくる。　
～ ２０歳になったら選挙に行きましょう～

市役所職員接遇向上強化について
総務課（☎３３-５６２５）

　市役所では、市役所を訪れるお客様が安心・満足してい
ただける対応・接遇を提供できるよう、より一層のサービ
ス向上を目指して、市役所職員接遇向上の強化を図ります。
１０月から「３ヶ月間で、見違えるほど接遇を向上させる。」
ことを目標に取り組みます。
　お気付きのことがありましたら、ご遠慮なく総務課人事
係までお知らせください。

全国地域安全運動の実施
自治振興課（☎３３-５６３２）

　１０月１１日㈭から２０日㈯までの１０日間、全国一斉に地域安
全運動が実施されます。
　この運動は、防犯協会を始めとする地域安全に資する関
係機関、団体及び警察が期間を定め、地域安全活動をさら
に強化し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図る
ことを目的に実施するものです。
〇スローガン　「みんなでつくろう安心の街」
　活動の重点は次のとおりです。
　⑴　子どもの犯罪被害防止
　⑵　住宅を対象とする侵入犯罪防止
　⑶　自転車の盗難防止
　⑷　振り込め詐欺の防止
　⑸　サイバー犯罪被害の防止
　地域ぐるみで協力しあい、安全で安心できるまちづくり
に取り組みましょう。
〇問合せ　いちき串木野警察署　生活安全刑事課
　　　　　（☎３３-０１１０）

勤労青少年ホーム後期講座
｢ネイルアート｣ の中止について

商工観光課(☎３３－５６３８)・㈱総合人材センター (☎０９９－２１９－４４８１）
　「広報いちき串木野９月２０日号」で募集しました勤労青
少年ホーム後期講座「ネイルアート」については、都合に
より中止となりました。
　申し訳ございませんがご了承ください。
〇問合せ先　いちき串木野市勤労青少年ホーム
　　　　　　（☎３２-８７７０）
　　　　　　　開館時間　１３：００ ～ ２１：００（日曜休館）

住　宅　名 建設年度 
募集戸数 構造・設備 備　　考

佐保井住宅 昭和５１年度 
１戸

簡易耐火２階建 
３DK・汲み取り

単身入居
不　　可
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道路交通規制のお知らせ
下水道課（☎ ２１-５１５８）

　公共下水道工事のため、国道３号（須納瀬交差点付近）
において、昼間の交通規制（片側交互通行）をいたします
のでお知らせいたします。
　工事の期間中、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、市民
の皆様のご協力をお願いいたします。
〇交通規制区間　下の図のとおり
〇交通規制内容　工事作業時間内は片側交互通行
〇工 事 の 期 間　１０月１５日㈪～ １２月２０日㈭
〇規 制 時 間　午前９時～午後４時
※ご不明な点がありましたら市役所下水道課建設係（市来

庁舎）までご連絡ください。

行政相談所を開設します！
自治振興課（☎ ３３-５６３２）

　１０月１５日㈪から２１日㈰までは、“行政相談週間”です。
これにちなんで、本市担当の行政相談委員による行政相談
所を開設します。
　行政機関に対する要望や質問などについて、行政相談委
員が相談に応じます。相談は無料です。お気軽にご相談く
ださい。

［串木野地域・市来地域合同］
〇日　　時　　１０月１９日㈮　９：００ ～ １２：００
〇場　　所　　串木野高齢者福祉センター
〇相談委員　　東　節代・德重　涼子

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）

〇 日  時　１０月１８日㈭　１０：００ ～ １５：００
〇 場  所　市来庁舎　３階会議室
〇 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。

１０ 月は ｢労働保険適用促進月間｣ です
商工観光課（☎ ３３－５６３８）

　労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険（雇
用保険・労災保険）への加入が義務付けられています。
　まだ、加入手続きのお済みでない事業主の方は、今すぐ、
加入手続きを行いましょう。
〇問合せ　伊集院公共職業安定所　適用係
　　　　　☎０９９－２７３－３１６１

災害用伝言ダイヤルサービス「１７１番」のお知らせ
　大きな災害が発生したときは、一般の電話や携帯電話は
つながりにくくなり、ご家族や親せき、知人の安否を確認
することが非常に難しくなります。
　ＮＴＴでは、この問題を解決するために「災害伝言ダイ
ヤル（１７１）」のサービスを提供します。
　※公衆電話からの利用も可能。
〇伝言を録音する場合
　　「１７１」→「１」→「１０桁の被災者電話番号」
　　→「１＃」→伝言を３０秒以内で録音→電話を切る
〇伝言を聞く場合

「１７１」→「２」→「１０桁の被災者電話番号」→「１＃」
→伝言を聞く→電話を切る

　※１０桁の被災者電話番号は、被災地での共通の番号にな
るため、家族や親せきの間で、あらかじめ登録する番
号を決めておいてください。（自宅の電話番号など）

【問合せ先】（財）日本公衆電話会鹿児島支部事務局
　　　　　　　☎０９９-２５８-８３０１

･･･知っていますか？建退共制度･･･
　この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業
退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
　事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建
設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払
うという、いわば業界全体での退職金制度です。
〇加入できる事業主　建設業を営む方
〇対象となる労働者　建設業の現場で働く人
〇掛金　日額３１０円
〇特長
・国の制度なので安全、確実、申込手続は簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では

必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算され

ます。
※ホームページ「建退共」に、退職金の試算・パンフレッ

ト請求等、建退共制度の知りたい情報が記載されていま
す。ぜひ、アクセスしてご覧ください。

　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
※詳しくは、建退共鹿児島支部（☎０９９-２５７-９２１６）へお問

合せください。

片側交互通行区間 午前９時～午後４時


