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　医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増進セン
ターで実施しています。
　申請・交付手続きできる免許は以下の８種類です。
○医師、歯科医師、診療放射線技師、理学療法士、作業療

法士、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士

　働く女性の家講座生と、自主講座で活動しているグルー
プが日頃の学習成果を発表する『女性の家まつり』を開催
します。
　多数の皆様のご来館、ご観覧をお願いします。
〇日　　時　３月１９日（水）・２１日（金）・２２日（土）
　　　　　　１０:００ ～ １７:００（最終日は１５:００まで）
〇会　　場　働く女性の家
　　　　　　（串木野高齢者福祉センターロビー）
〇作 品 展　四季の保存食、フラワーアレンジメント、手

作りバッグ、和裁、古布パッチワーク、アメ
リカンキルト、ちぎり絵、押し花、華道（池
坊、専正池坊）手描き友禅、押し絵、切り絵、
水墨画と絵手紙、書道の各講座生作品

〇バ ザ ー　袋物講座生の手作り作品バザー
〇活動発表　３月２２日（土）　１３:３０ ～ １５:００
　　　　　　 （会場:串木野高齢者福祉センター集会室）
　　　　　　バレエストレッチ、フレッシュ体操、ヨガ、

フラメンコ、フラダンスの講座生による演技
発表と和裁講座生の着物ショー

　「こどもエコクラブ」は、幼児～高校生なら誰でも参加
できる、地域で楽しみながら環境についての学習や活動を
するクラブです。
　自然観察やリサイクル活動など、地域の中で身近な環境
活動にみんなで取り組んでみましょう。
〇活動内容
【エコロジカルあくしょん（各クラブ自主活動）】
　リサイクル活動、ごみ探検、自然観察　など
【エコロジカルとれーにんぐ（全国クラブ共通活動）】
　こどもエコクラブ事務局で計画される全国共通の学習活動
【エコロジカルこみゅにけーしょん（クラブ間交流活動）】
　クラブ同士で手紙を書いたり、訪問し合うクラブ間の交流
〇参加・登録方法
・幼児～高校生で、数人から２０人程度のグループ（入会金、

会費は無料）
・各クラブには、それぞれのクラブ活動を支援するサポー

ター（大人、各クラブ１人以上）が必要
・登録は、専用の登録用紙に必要事項を記入し、事務局（生

活環境課又は市来庁舎市民課）へ提出
・登録されたクラブの会員には、会員手帳・会員バッジ、

こどもエコクラブニュース等が届きます
・活動中の第三者への損害等があった場合を対象とした賠

償責任保険に自動的に加入されます
・こどもエコクラブへの登録は、年度毎に継続届の提出が

必要となります（登録内容に変更等がある場合は、変更・
解散届が必要）

※こどもエコクラブホームページ（環境省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内）
　http://www.env.go.jp/kids/ecoclub/

〇日　　時　３月２０日（木）　８:３０ ～
〇場　　所　生冠中学校校庭
〇種　　目　小学男女　１００ｍ　８００ｍ　 ４００ｍリレー
　　　　　　中学男子　１００ｍ　２０００ｍ　８００ｍリレー　
　　　　　　中学女子　１００ｍ　８００ｍ　 ４００ｍリレー
〇参加資格　市内に居住の小・中学生
〇参 加 料　１人３００円
〇申込・問合せ
　３月１３日（木）までに市陸上少年団連盟事務局
　（串木野庁舎農政課　木場☎３３-５６３６）へ

冠岳及びふれあい林道等の
清掃活動や植樹に参加しましょう

　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。
〇日　　　　時　３月１６日（日）  ９:１５ ～（集合９:００）
〇集 合 場 所　冠岳展望公園
〇準備するもの　清掃できる服装、タオル、軍手等
〇問 合 せ　徐福花冠祭実行委員会事務局
　　　　　　　　（☎３３-０５１１）
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　鹿児島まぐろ船主協会主催の第１７回串木野まぐろフェス
ティバルが４月２６日（土）・２７日（日）に串木野漁港外港で開
催されますので、出店を希望される業者の方は、下記説明
会に出席してください。
〇日　時　３月１１日（火）  １４:００ ～
〇場　所　串木野市漁協漁民研修センター３階会議室
　　　　　（串木野浜町郵便局隣）
〇対象者　いちき串木野市内に事業所等を有する方
　　　　　※今回の説明会に出席されない業者の方は、出

店できませんので代理の方でも必ず出席して
ください。

〇問合せ　鹿児島まぐろ船主協会（☎３２-２１８１）

　ＪＲ九州では、下記の日程でウォーキングを開催いたし
ます。市民の皆様の参加をお待ちしております。
〇日　　時　３月２９日（土）　８:３０ ～ １５:００
　　　　　　〔スタート受付〕８:３０ ～ １１:００
　　　　　　〔ゴ ー ル 受 付〕１５:００まで
〇受付場所　串木野駅前
〇コ ー ス　串木野駅 ⇒ 五反田川河畔 ⇒ 薩摩金山蔵 ⇒ 

高浜蒲鉾店 ⇒ 浜崎蒲鉾店 ⇒ さのさ館 ⇒ 串
木野駅　※約１０kｍ（約３時間）

〇参 加 費　無料
〇特　　典
・薩摩金山蔵「杜氏の湯」の利用料金割引　６００円⇒３００円
・薩摩金山蔵のトロッコ利用料金割引　　　７００円⇒４００円
・高浜蒲鉾店及び浜崎蒲鉾店でつけあげの試食ができます。
・先着１００名様に豚汁が振舞われます。
〇問 合 せ　ＪＲ九州 川内駅（☎２２-５４５０）

県立宮之城高等技術専門校入校生募集
　平成２０年度　木工・建築大工関係の技術・技能の習得を
目的とした入校生を追加募集します。
〇募集人数
　・室内造形科～中卒、高卒以上（２年間）:欠員数
　・建築工学科～高卒以上（２年間）:欠員数
〇受付期間　３月２６日（水）まで
〇選考日時　３月２７日（木）
〇選考方法　筆記試験（数学・国語）、面接
　　　　　　※建築工学科は（数学Ⅰ・国語〔現代文〕）・面接
〇選考場所　宮之城高等技術専門校
〇合格発表　３月２８日（金）
〇問 合 せ　鹿児島県立宮之城高等技術専門校
　　　　　　〒８９５-１８０４ 薩摩郡さつま町船木８８１
　　　　　　（☎５３-０２０７、FAX５３-０９９３）
　　　　　　※雇用保険受給者は最寄りのハローワークへ

　市では、次のとおり臨時職員を募集します。
　募集要項及び申請書は、串木野庁舎総務課、市来庁舎総
務課及び羽島出張所に用意してあります。

〇雇用期間　平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日
〇昭和１８年４月２日以降に生まれたもので次のいずれにも

該当しないもの。
　①成年被後見人及び被保佐人
　②禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は

その執行を受けることがなくなるまでの者
　③市税等を滞納している者
　※その他資格等については農政課（☎３３-５６３６）にお尋

ねください。
〇応募手続き　自筆の履歴書１通（市販のもの）と申請書

１通を串木野庁舎総務課、市来庁舎総務課もしくは羽島
出張所に提出してください。

　　障害者の方は障害者手帳の写しを添付してください。
　・受付期間　３月５日（水） ～３月２１日（金）
　　　　　　　 （ただし、土・日・祝日を除く）
　・受付時間　８:３０ ～ １７:００
　・応募は、一人につき１職種となります。
〇選考方法　面接（面接の日時は、後日連絡します。）

　どなたでも参加できますので、お気軽においでください。
〇日　　時　３月１５日（土）　１０:００ ～ １２:００
　　　　　　（８:４５集合、雨天決行）
〇集合場所　中央公民館
〇内　　容　旧市来街道～出水筋を歩

きます｡
〇参 加 費　無料

　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。
〇講 座 名  プレゼンテーション基本講座
　　　　　　（パソコンの基本操作ができる方）
〇講座内容  これから、プレゼンテーションソフトを活用

される方の基本的なスライド作成及び特殊効
果の機能を習得する。

〇講習期間  ４月１９日～６月１４日の毎週土曜日（８回）
〇講習時間　１０:００から１２:００まで
〇募集定員　１０人
〇受 講 料　３０,０００円
〇受付開始　３月２１日（金）　９:００ ～
　　　　　　（定員になり次第、締め切ります）
〇申込・問合せ　川薩人材育成センター（☎２２-３８７３）

臨時職員募集のお知らせ
総務課（☎ ３３-５6２５）

串木野郷土史研究会の市内研修
文化振興課（☎ ３３-５6５５）

第１７回串木野まぐろフェスティバル
出店業者説明会

水産港湾課（☎ ３３-５6３７）

JR九州ウォーキング〔３５０年の歴史をもつ
串木野金山とつけあげ工場見学コース〕の案内

商工観光課（☎ ３３-５6３8）

「パソコン講座生」受講生募集
商工観光課（☎ ３３-５6３8）

1 パークゴルフ場指導員
2 土地改良区事務局職員
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　市では、行政改革の確実な推進及びこれに関する事項の
調査や審議等に市民の皆様のご意見をお聞かせいただくた
めの「いちき串木野市行政改革推進委員」を募集します。
〇募集人員　５人以内
〇応募資格　次の条件の全てを満たすこと。
　　　　　　①満２０歳以上で、市内に居住または市内の事

業所に勤務していること
　　　　　　②平日に開催する会議に参加できること
　　　　　　　（年１～３回程度）
　　　　　　③本市の他の付属機関の委員でないこと
　　　　　　④本市職員、市議会議員でないこと
〇任　　期　２年
〇応募方法　所定の応募用紙に必要事項及び小論文「いち

き串木野市の行政改革に期待すること」を記
入の上、郵送又は持参、若しくは電子メール
にて提出してください。（応募用紙は、行政
改革推進課又は市来庁舎総務課、市ホーム
ページにあります。）

〇選　　考　応募の多少に関わらず選考要領に基づき選考
いたします。選考結果は、３週間以内に通知
します。

〇応募期間　４月７日（月）まで
〇提 出 先　行政改革推進課または市来庁舎総務課
〇問 合 せ　行政改革推進課
　　　　　　（☎３３－５６３９、FAX３２－３１２４）
　　　　　　〔電子メールアドレス〕
　　　　　　　gyokaku１＠city.ichikikushikino.lg.jp

〇受験資格
⑴昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日生まれの者
⑵昭和６２年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　①大学を卒業した者及び平成２１年３月までに大学を卒業

する見込の者
　②人事院が①を掲げる者と同等の資格があると認める者
〇試験の程度　　大学卒業程度
〇試験区分及び採用予定者数
・労働基準監督官Ａ（法文系）　約７５人
・労働基準監督官Ｂ（理工系）　約２５人
〇受付期間
　４月１日（火） ～４月１４日（月）〔４月１４日消印有効〕
　※申込書の提出はできるだけ郵送（配達記録）でお願い

します。
〇第１次試験日時　６月１５日（日）　８:４５ ～ １８:００
〇試験会場　
　鹿児島県建設センター６階大会議室
　〔鹿児島市鴨池新町６－１０（☎０９９－２５７-９２１１）〕
〇申込・問合せ
　鹿児島労働局
　〔〒８９２-０８１６　鹿児島市山下町１３－２１
　（☎０９９－２２３－８２７５）〕

　「いちき串木野ポンカン盛り上げ隊」は、いちき串木野
特産のポンカンで地域を盛り上げていこうと、平成１８年に
結成された任意の団体です。
　ポンカンを使った商品をお持ちの方、これから作ろうと
お考えの方のご加入をお待ちしております。団体・個人は
問いません。
　詳しくは、産業経済課（市来庁舎）へお問合せください。

平成２０年度国家公務員採用試験
（大学卒業等程度）

〇国家公務員採用Ⅰ種試験
【受験資格】
　①昭和５０. ４. ２～昭和６２. ４. １生まれの者
　②昭和６２. ４. ２以降生まれで大学を卒業した者、平成

２１. ３までに卒業見込みの者及び人事院が同等と認め
る者

【受付期間】４月１日（火） ～４月８日（火）
【第１次試験日】５月４日（日）
〇国家公務員採用Ⅱ種試験
【受験資格】
　①昭和５４. ４. ２～昭和６２. ４. １生まれの者
　②昭和６２. ４. ２以降生まれで大学・短大・高専を卒業

した者、平成２１. ３までに卒業見込みの者及び人事院
が同等と認める者

【受付期間】４月１１日（金） ～４月２２日（火）
【第１次試験日】６月２２日（日）
〇国税専門官採用試験
【受験資格】
　①昭和５４. ４. ２～昭和６２. ４. １生まれの者
　②昭和６２. ４. ２以降生まれで大学を卒業した者、平成

２１. ３までに卒業見込みの者及び人事院が同等と認め
る者

【受付期間】４月１日（火） ～４月１４日（月）
【第１次試験日】６月１５日（日）
〇法務教官採用試験
【受験資格】
　①昭和５４. ４. ２～昭和６２. ４. １生まれの者
　②昭和６２. ４. ２以降生まれで大学・短大・高専を卒業

した者、平成２１.３までに卒業見込みの者及び人事院が
同等と認める者

【受付期間】４月１日（火） ～４月１４日（月）
【第１次試験日】６月１５日（日）
◎受験案内等の請求方法
　　返信用封筒（角形２号、１４０円分（国税専門官につい

ては１２０円分）の切手貼付、あて先明記）を同封した封
筒に、請求する試験名を朱書きし、下記問合せ先へ送付
してください。
◎問合せ　人事院九州事務局第二課試験係
　　　　　〒８１２-００１３　福岡市博多区博多駅東２-１１-１
　　　　　（☎０９２-４３１-７７３３・FAX０９２-４７５-０５６５）

行政改革推進委員会委員を募集します
行政改革推進課（☎ ３３-５6３９）

平成２０年度労働基準監督官採用試験
商工観光課（☎ ３３-５6３8）

「いちき串木野ポンカン盛り上げ隊」
に加入しませんか？

産業経済課（☎ ２１-５１２４）
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　市では、市民の皆様が土にふれあいながら、野菜や花等
を栽培できるよう市民農園を開設しています。利用料は無
料です。あなたも、市民農園を利用してみませんか？
〇申込対象者　市内在住の方
〇募集区画数　２区画（１区画は約２０㎡）
　　　　　　　※１世帯１区画の申し込みとなります。
〇農園の場所　酔之尾の県営雇用促進住宅北側
〇申込み方法　来課または電話申込み
〇申込み場所　農政課農林係（串木野庁舎）
〇申込み期限　３月１４日（金）　１７:００まで
〇貸付決定方法　申込者数が多数の場合は抽選
〇そ　の　他　いくつかの注意事項がありますので、詳し

くは農政課農林係まで。

　レクリエーションダンス協会ではレクリエーションダン
スを通して、健康つくりと仲間づくりを行っています。
　今回第１回の発表会を開催します。市民の皆様の多数の
ご来場をお待ちしております。
〇日　時　３月１６日（日）　９:３０ ～ １２:００
〇会　場　いちきアクアホール
〇演　目　レクリエーションダンス全般

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者（または使用
者）に課税されます。
　原付、軽自動車等を廃車・譲渡などで現在所有（または
使用）していない方は、必ず３月３１日（月）までに下記の場
所で申告を済ませてください。
　なお、期日までに届出のないときは、引き続き平成２０年
度も軽自動車税が課税されます。
　また、市外に住所変更される場合も定置場所の変更手続
きが必要になります。
〇申告場所
　・原付（１２５cc以下）、小型特殊自動車の軽自動車は、串

木野庁舎税務課市民税係（☎３３－５６１６）、または市来庁
舎市民課税務係（☎２１－５１１６）へ

　・上記以外の軽自動車は、(社）全国軽自動車協会 鹿児
島県事務取扱所（☎０９９－２６１－４０１１）へ

　※詳しくは、それぞれの窓口へお問合せください。

　異動シーズンを迎えるにあたり、市役所では、下記の日
時に休日を利用した窓口を開設します。
　取り扱う業務は、住民票の異動に伴う転入転出に関係す
る業務のみです。
　なお、今回窓口を開設するのは、串木野庁舎のみで、市
来庁舎では行いませんのでご注意ください。

　消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設
置が義務付けられています。
○既存住宅は、平成２３年５月３１日までに設置しなければな

りません。
【住宅用火災警報器とは】
○火災警報器は煙や熱を感知して、音や音声などでお知ら

せします。
○住宅火災による死者数の約７割は逃げ遅れによるもので

す。また、そのほとんどが就寝中発生した火災に気づく
のが遅れ、煙に巻かれて亡くなっています。火災の発生
を早く知らせる火災警報器はこのような住宅火災による
死者の発生防止に役立ちます。

【住宅用火災警報器の購入は】
○消防法令適合品で日本消防検定

協会の「ＮＳマーク」のついた
商品を選びましょう。　

○電気店、ホームセンター、農協、
消火器販売店等で購入すること
ができます。

【取り付け場所は】
○寝室の用に供する居室（煙式）
○寝室がある階の階段（煙式）
　などの天井や壁に設置します。
※台所や廊下等にも設置をおすすめします。

【悪質な訪問販売等に十分注意してください】
○消防署や市役所が販売又は販売を業者に委託することは

ありません。
○住宅用火災警報器の販売には、クーリングオフ制度（契

約書を受け取った日から８日以内であれば、契約を解除
できる制度）が適用されます。

市民農園の利用者募集
農政課 （☎ ３３-５6３５）

第１回いちき串木野市
レクリエーションダンス発表会

市民スポーツ課 （☎ ２１-５１２９）

土日の臨時窓口業務の実施について
総務課 （☎ ３３-５6２５）

そ　の　他
原付、軽自動車等の廃車・異動届の

手続きはお済みですか
税務課（☎ ３３-５6１6）

○窓口を開設
　する日時

３月２９日（土）・３０日（日）
４月５日（土）・６日（日）
＊時間はいずれも8:30 ～ 17:00

○窓口を開設
　する課

・市民課　・健康増進課　・税務課
・福祉課　・都市建設課（水道関係）
＊いずれも串木野庁舎のみ

住宅用火災警報器について
消防本部（☎ ３２-0１１９）

〔設置例〕
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　４月１日（火）から、串木野駅前市営駐車場の利用方法が次のとおり一部変更となります。
　串木野駅北側の駐車場は、今までの利用方法のほかに、月極での利用が可能となります。（串木野駅舎
正面の駐車場の利用方法は変わりません）
　なお、オートバイ ･ 自転車専用の駐輪場は、今までどおり終日無料です。
○串木野駅北側駐車場（これまでの時間貸利用と月極利用ができます）
　・時間貸利用の場合－３時間以内は無料で３時間を超える５時間ごとに、１００円を加算した額（利用料

金は駐車場を出る際に精算払い）
　・月極利用の場合－月3,000円〔事前申込み及び料金を納入し、定期券（カード）でのご利用となります〕
　　※駐車場内は、時間貸利用との共用となります。
☆月極利用の申込み受付:３月１７日（月）から随時申込みを受け付けます。
☆月極利用の申込み先
　希望される月数の料金をご持参のうえ〔例:６か月分を申し込みたい場合は１８,０００円（３,０００円×６か

月）〕、指定管理者「㈲東洋ベンディング」〔住所:塩屋町８２番地・☎３２－０１９０（月～土の９:００ ～ １７:００。
ただし、祝祭日を除く）〕へ申込みください。（場所は下記略図参照）

※串木野駅北側駐車場のご利用の際は、音声案内に従ってください。
※問合せ　指定管理者「㈲東洋ベンディング」（☎３２－０１９０）または商工観光課（☎３３－５６３８）
　

　串木野駅北側浜ヶ城踏切近くの『浜ヶ城駐車場』は、３月３１日（月）に閉鎖いたします。
　４月１日（火）以降は、串木野駅前市営駐車場（３時間までは無料）をご利用ください。

串木野駅前市営駐車場の一部月極利用のご案内
商工観光課 （☎ ３３－５6３8）

浜ヶ城駐車場閉鎖のお知らせ
商工観光課 （☎ ３３－５6３8）

月極利用の申込先

指定管理者「㈲東洋ベンディング」略図
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　平成２０年４月から、下記の施設では指定管理者による管
理運営が開始され、使用手続きの窓口が変わります。
　４月以降は、使用申請や料金の支払い等、直接各センター
で受け付けることとなりますのでご注意ください。

※川上生活改善センターの予約は、大里農産加工センター
で対応しています。

　現在、捕獲・飼養できる野鳥は、１世帯につきメジロ１
羽（現在、飼養登録されているホオジロは、登録更新でき
ます。）となっています。なお、これらの繁殖期である３
月１日から７月１４日までは、捕獲が禁止されていますので、
注意しましょう。
　野鳥の捕獲・飼養について、詳しくは、串木野庁舎　農
政課または市来庁舎 産業経済課へお問合せください。　

　平成１０年以降、日本の自殺者数は３万人を超えており、
本市でも自殺による死亡率（特に男性）は全国平均よりも
高い状況にあり、自殺対策が急務とされています。
　その対策として、「こころの健康科学研究事業」を実施
しています。この事業ではこころの健康度チェック、相談
体制整備、啓発活動、自死遺族支援、ネットワーク活動な
ど総合的に実施し、行政や医療、関連機関などさまざまな
分野の人達が協力しながら、地域全体でこころの健康づく
り等自殺対策に取り組んでいます。本市も参加地域として
協力し、下記のような事業に取り組んでいますので市民の
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
〇主な事業の内容
・こころの健康度チェック
・相談窓口の設置・家庭訪問
・こころの健康づくりグッズ・パンフレット配布
・講演会や講話・広報誌・地域の関係者研修会
・リラックス教室
・自死遺族支援
・こころの健康づくり連絡会など
〇問合せ　串木野健康増進センター
　　　　　健康福祉課（市来庁舎）
　　　　　伊集院保健所（☎０９９-２７３-３１１１〔内線２１０〕）

農産加工施設の使用手続き窓口が変わります
農政課 （☎ ３３-５6３５）・ 産業経済課 （☎ ２１-５１２４）

施設名 指定管理者 予約問合せ
生 福 農 業 研 修
センター 生福地区公民館 ☎ ３２-４８６９
大 里 農 産 加 工
センター 市来大里加工グループ

☎ ３６-３８４５川 上 生 活 改 善
センター

市生活研究グループ
連絡協議会市来支部

３月１日～ ７月１４日は野鳥の捕獲はできません
農政課 （☎ ３３-５6３５）・ 産業経済課 （☎ ２１-５１２２）

自殺対策研究へのご協力を
串木野健康増進センター （☎ ３３－３４５0）・ 健康福祉課 （☎ ２１－５１１8）

　指定管理者制度とは、公共施設の管理を個人以外の民間事業者やNPO等の団体に代行させる制度で、民間事業者等の
有する能力を活用し、住民サービスの向上、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
　４月１日から指定管理者が下記の施設を管理します。

指定管理者の管理がはじまります
行政改革推進課 （☎ ３３－５6３９）

No 施設の名称 指定管理者 担当課（TEL）

1 秀栄ドーム フレンド宇都㈱ 健康福祉課
２１－５１１７

2 冠嶽園 ㈱西別府弘組 文化振興課
３３-５６５４

3 国民宿舎串木野さのさ荘 ㈱南日本総合サー
ビス

さ の さ 荘
32－4177

商工観光課
33－5638

4 国民宿舎吹上浜荘・市来
ふれあい温泉センター フレンド宇都㈱

吹 上 浜 荘
36－2511

温泉センター
21－5022

商工観光課
33－5638

5 市来研修センター 川北地区公民館 社会教育課
21－5128

6 川南地区広報研修館 川南地区公民館 社会教育課
21－5128

7 土川コミュニティセンター 土川地区公民館 社会教育課
21－5128

8 荒川コミュニティセンター 荒川地区公民館 社会教育課
21－5128

9 冠岳コミュニティセンター 冠岳地区公民館 社会教育課
21－5128

10 照島コミュニティセンター 照島地区公民館 社会教育課
21－5128

11 旭コミュニティセンター 旭地区公民館 社会教育課
21－5128

12 生福コミュニティセンター 生福地区公民館 社会教育課
21－5128

13 生福農業研修センター 生福地区公民館 農　政　課
33－5635

No 施設の名称 指定管理者 担当課（TEL）

14 れいめいふれあい公園 羽島地区公民館 農　政　課
33－5636

15 ふれんどパーク羽島 羽島地区公民館 農　政　課
33－5636

16 荒川コミュニティ広場 荒川地区公民館 農　政　課
33－5636

17 観音ヶ池市民の森 ㈱石原建設 産業経済課
21－5122

18 大里農産加工センター 市来大里加工グ
ループ

産業経済課
21－5122

19 川上生活改善センター
いちき串木野市生
活研究グループ連
絡協議会市来支部

産業経済課
21－5122

20 いちき特産品直売所季楽
館

いちき特産品振興
会

産業経済課
21－5122

21 川上ふれあい館
（川上ふれあい公園） 川上地区公民館 産業経済課

21－5123

22 串木野体育センター・長
崎鼻公園ソフトボール場

㈱南日本総合サー
ビス

市民スポーツ課
21－5129

23 相撲競技場 いちき串木野市相
撲連盟

市民スポーツ課
21－5129

24 串木野弓道場・市来弓道
場

いちき串木野市弓
道連盟

市民スポーツ課
21－5129

25 川上運動広場 川上地区公民館 市民スポーツ課
21－5129

※詳しくは各施設の担当課へお問合せください。
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　平成１９年度工事分の公共下水道が、使えるようになるた
め「平成１９年度公共下水道供用開始区域」を告示します。
　詳細については、関係図書を縦覧に供しますのでご覧く
ださい。
〇供用開始年月日　３月３１日（月）
〇供用開始区域
　東島平町、西島平町、下名（恵比須町・浜ヶ城）、東塩田町、

日出町のそれぞれ一部
〇縦覧の期間及び時間
　３月１４日（金）から２週間　９:００ ～ １７:００
　（ただし、土曜・日曜・祝日を除く）
〇縦覧の場所
　・市 来 庁 舎　２階　下水道課
　・串木野庁舎　２階　都市建設課

　商工観光課では、次のような消費生活に関する相談や問
い合わせに対応する『消費生活相談員』を設置しておりま
す。
・『架空請求』に関する問い合わせについて
・『クーリング・オフ制度』に関する問い合わせについて
・『訪問販売』によるトラブルについて
・『仮設店舗』で購入した商品でのトラブルについて
・その他消費生活に関することについて
　なお、消費生活相談員の相談受付時間は、月曜日から金
曜日の午前９時３０分から午後４時まで（正午から午後１時
を除く）となっております。
　商品購入や契約上のトラブルなどでお困りの場合は、商
工観光課『消費生活相談員』まで遠慮なくご相談ください。

　　アドバイス

・その商品が本当に必要か、金額は妥当かどうかよく考え
てから契約しましょう。

・必要でなければ勇気をもって断りましょう。
・一人で決めないで、家族や友人に相談しましょう。
・契約書（又は申込書）の内容をよく読んで、確認してか

ら署名、押印をしましょう。
・もし契約をした場合でも、契約日から８日以内であれば、

契約がはじめからなかったことになる『クーリング・オ
フ制度』が法律で設けられています。あきらめずに相談
してください。

〇日　時　３月１９日（水）　１０:００ ～ １５:００
〇場　所　中央公民館　２階小会議室
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。

　引越しにともなって、水道の使用を開始・休止される方
は、水道の届出をお忘れにならないようお願いします。
①使用開始届
　印鑑を持参のうえ、水道課（市来庁舎）または、都市建
設課（串木野庁舎）でお手続きください。なお手続きは、
代理の方でもできます。
②使用休止届
　電話での届出もできます。お引越しの日程が決まりまし
たら、２～３日前までに水道課または、都市建設課（☎３３
-５６７９）へご連絡ください。

ねんきん広報だより
【３月の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。
　なお、３月の平日における年金相談は８:３０ ～ １９:００
まで受け付けを行なっています。

【住所変更手続きは不要です】
　市来地域の湊中央土地区画整理事業により住所表示が変
更になられた方で、共済年金を除く国民年金、厚生年金、
船員年金等の年金受給者及び国民年金被保険者は住所変更
手続きは必要ありません。
【国民年金保険料が変わります】
　平成２０年度の国民年金保険料が、１４,４１０円になります。
保険料のお支払い方法によって、お得な割引料金も設定さ
れています。
●毎月納付で保険料をお支払いになる場合
　（納付書による現金納付及び翌月末振替の口座振替）
・１ヶ月分→ １４,４１０円
・６ヶ月分→ ８６,４６０円
・１年度分→１７２,９２０円
●毎月振替「早割」で保険料をお支払いになる場合
　（当月末振替の口座振替）
・１ヶ月分→ １４,３６０円　（割引 ５０円）
・６ヶ月分→ ８６,１６０円　（割引 ３００円）
・１年度分→１７２,３２０円　（割引 ６００円）
●６ヶ月分をまとめて前払いする場合（現金納付）
・６ヶ月分→ ８５,７６０円　（割引 ７００円）
・１年度分→１７１,５２０円　（割引 １,４００円）
　（６ヶ月前納４月～９月と１０月～３月を前納した場合の

合計）
●６ヶ月分をまとめて前払いする場合（口座振替）
・６ヶ月分→ ８５,４８０円　（割引 ９８０円）
●１年分をまとめて前払いする場合（現金納付）
・１年度分→１６９,８５０円　（割引 ３,０７０円）

　※詳しくは、川内社会保険事務所（☎２２－５２７６）まで
お問合せください。

平成１９年度工事分の公共下水道が
供用開始されます

下水道課 （☎ ２１-５１５７）

消費生活相談窓口のご案内
商工観光課 （☎ ３３-５6３8）

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 （☎ ２１-５１１４）

引越しをされるときは、
水道の開始・休止届を忘れずに!!

水道課 （☎ ２１-５１５５）

月 実施日 年金相談受付時間

３月
８日（土）

９:３０ から １６:００
９日（日）
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名誉市民　南ツギヱ氏ご逝去

心からご冥福をお祈りいたします。

　名誉市民南ツギヱ氏（９４歳）は、２月１８日ご逝去

され、同月２１日葬儀がしめやかにとり行われました。

　なお、市葬の実施につきましては、故人、ご遺族の意

志により、固くご辞退したいとの申し出がございました。

　ここに生前のご厚情を深謝し、謹んでお知らせいたし

ます。

（功績の概要）
　昭和４０年４月から平成４年３月までの２７年間もの永きにわたり、串木野市地域婦人団体連絡協

議会会長として、また、昭和５３年４月から平成１４年５月まで鹿児島県地域女性団体連絡協議会会

長（昭和６３年５月から２期全国地域婦人団体連絡協議会副会長）として、明るい家庭づくり、健

やかな地域社会の建設に女性の果たすべき役割が極めて重要なことを力説され、各種研修会や母

親セミナー等の開催を通して、女性の教養の向上と情操の陶冶に努められるとともに、人は人に

よって育てられるとの強い信念のもと、女性の積極的な社会参加を促進されました。

　また、昭和５３年５月から鹿児島県結核成人病予防婦人会会長（昭和６３年１０月から全国結核成人

病予防婦人会副会長）、同年６月から鹿児島県社会教育委員、昭和５５年４月から鹿児島県交通安

全母の会連合会会長としてあいさつ運動や家庭・地域における健康づくり、交通安全の啓発運動

など幾多の県民運動を提唱され、幅広い活動を通じて医療・福祉・社会教育の振興、充実に尽力

されました。さらに、昭和５３年５月から赤十字奉仕団鹿児島県支部委員会委員長（平成６年５月

から赤十字奉仕団中央委員会委員長）として、アフリカ難民救済活動等に積極的に取り組まれる

とともに、昭和５５年４月「日中友好鹿児島県婦人の翼」の団長として中国を訪問、昭和６０年１０月「日

韓友好婦人の船」の団長として韓国を訪問、昭和６３年６月国連軍縮特別総会に日本代表団として

参加されるなど国際友好平和の実現に尽くされました。

　一方、昭和３０年５月から昭和３４年４月まで、串木野市議会議員として市民の福祉増進と産業の

振興等、地方自治の発展に尽力され、昭和３６年１０月から昭和６０年９月までの２４年間の永きにわた

り、串木野市教育委員として学校教育、社会教育等教育行政の振興、発展に多大なご貢献をされ

ました。

　これら生前のご功績を偲び、心から追悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈りいたします。

　


