
平成20年度　戦没者追悼式

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式の
参列希望遺族の募集

　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、市民の皆さんの多数のご参列を

お願いします。

○日　時　８月15日（金）10:00～

○場　所　市民文化センター

　鹿児島県では、下記の追悼式に参列を希望される遺族

を募集します。参列者は、「鹿児島県出身沖縄地域戦没

者名簿」に記載されている戦没者の配偶者及び三親等以

内の遺族とします。

○日　　　時　11月6日（木）10：00～

○場　　　所　沖縄県糸満市摩文仁の丘　鹿児島霊園

○募集遺族数　鹿児島県から10名程度

○旅　　　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です

○申込期 限　8月22日（金）

○選考基準等問合せ及び申込先

　    ・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）

広 報

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運行について

学

　８月14日（木）と15日（金）の２日間、木原墓地付

近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行われま

すので、車の運転にはご注意ください。

　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

ってください。木原墓地への入口は酔之尾交差点側、

出口は神村学園前になります。

　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。できるだけバスをご利用ください。

〇臨時バス停留所

　　大原町（アポロ石油前）、旭町（タイヨー前）

　　元町（ビデオショップファミリー前）、

　　浜町（げたや前）、新潟（ふくだ文具店前）、

　　浦和町（中新商店東側）、新生町（　田水産前）、

　　小瀬（寿工業前）、石川山（中華料理かみむら前）、

　　塩屋町（旧新川石油前）、緑町（向井酒店前）、墓地

○料　金　　大人130円　　小人70円

○時　間　　始　発　16：20(30分～40分間隔で運行)

　　　　　　最終発　20：00(墓地の最終発20：20)



　旧軍人等の恩給欠格者、戦後強制抑留者、終戦の日ま
で引き続き1年以上外地で生活していて戦後引き揚げてこ
られたご本人に、内閣総理大臣名の『特別慰労品』を、
平成19年4月1日から贈呈しています。過去に内閣総理大
臣名の書状等を受けた方も対象です。
○書状の請求期限　平成21年３月31日まで
○請求用紙
　　　　串木野庁舎　福祉課　社会福祉係 及び
　　　　市来庁舎　健康福祉課　福祉係（☎21-5117）
　　　　に用意してあります。
○問合せ及び送付先
　    独立行政法人平和祈念事業特別基金
　　　　（☎0120-234-933    月～金　9：15～17：15）
　        ホームページ  http://www.heiwa.go.jp

　現在、食中毒注意報が発令され、食中毒の発生しやす
い気象状況となっています。
　調理や食事前の手洗いをしっかり行い、包丁やまな板、
台所も常に清潔にし、加熱して調理する食品は、中まで
十分に火を通すようにしましょう。
　調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置しないよ
うにしましょう。
　以上のことに気をつけて、
食中毒を予防しましょう。

世帯構成員全員が
市町村民税非課税

　平成20年10月１日から免除基準が下記のとおり変更になります。現在、免除申請をされて

なく、下記基準に該当される方は、市役所福祉課（串木野庁舎）または、健康福祉課（市来

庁舎）で申請手続きを行ってください。

【全額免除】

　●「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税

　（住民税）非課税の場合に、全額免除になります。

【半額免除】

　● 視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に半額免除となります。

　●　重度の障害者（身体障害者・知的障害者・精神障害者）が世帯主の場合に半額免除と  

　　　なります。

【従来の免除基準と新しい免除基準】

全　　額　　免　　除
［障害者の方を世帯構成員に有する場合］

半　　額　　免　　除
［障害者の方が世帯主の場合］

平成20年9月30日まで　　平成20年10月1日から　　平成20年9月30日まで　　平成20年10月1日から
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生活保護法による最低
生活費の額に身体障害
者特別加算額を加算し
た額の費用によって営
まれる生活状態以下の
世帯

重度の知的障害者を構
成員に有する世帯で、
世帯構成員全員が市町
村民税非課税

適用外

●視覚・聴覚障害者
●重度の肢体不自由者

●視覚・聴覚障害者
（変更なし）
●重度の身体障害者
（内部機能障害等を
　追加）

世帯構成員全員が
市町村民税非課税
（重度以外も対象）

世帯構成員全員が
市町村民税非課税

適用外

適用外

重度の知的障害者

重度の精神障害者

※お問合せ先
　　○ＮＨＫ視聴者コールセンター　　☎0570－077－077
　　　　　　（9：00～22：00）【土・日・祝日は午後８時まで】
　　○いちき串木野市役所　　　福祉課　高齢障害係　（☎33－5619）
　　　　　　　　　　　　　    健康福祉課　福祉係　（☎21－5117）



　昨年からの一部地域での麻しん大流行を受けて、平成20年度から平成24年度までの５年間に限って、中学
１年生相当世代(第３期)、高校３年生相当世代(第４期)を対象に麻しん風しん混合ワクチン予防接種を実施
しております。
　対象者には行政嘱託員を通じて、既に予診票を配布してあります。未接種の方はできるだけ早く接種しま
しょう！

Ｑ．すでに麻しんや風しんにかかった人は？ 
Ａ．麻しん、または風しんのどちらかにかかったことがある人でも、麻しん・風しん混合ワクチンを
　　接種するのが基本です。詳しくは健康増進センターにご相談ください。 
　　（注：ただし、麻しん、風しん両方にかかったことがある人は、予防接種を受けられません。） 
　
Ｑ．子どもだけで接種に行っても大丈夫？ 
Ａ．定期予防接種は、原則として保護者の同伴が必要です。ただし、麻しん・風しん予防接種第３期・
　　第４期に限り、事前に健康増進センターで専用の予診票（同伴無しでも可）を受けとり、あらかじ
　　め予診票裏面の保護者同意欄に保護者が署名をした予診票を持参すれば、保護者の同伴がなくても
　　接種可能です。 
　
Ｑ．市外で予防接種を受けたいのですが？ 
Ａ．予防接種は住民票のある市町で受けるのが原則です。市外の医療機関で接種される場合は、接種前
　　に健康増進センターにご相談ください。
　
○問合せ先　串木野健康増進センター　（☎33－3450）
 

◎平成20年度　麻しん風しん混合ワクチン予防接種第３期・第４期

○接種期間　平成20年５月１日～平成21年３月13日

○対 象 者　いちき串木野市に住所があり、麻しんと風しんの両方にかかっていなくて、

　　　　　　【第３期】　中学１年生に相当する年齢の人（平成７年４月２日～平成８年４月１日）

　　　　　　【第４期】　高校３年生に相当する年齢の人（平成２年４月２日～平成３年４月１日）

○接種方法  麻しん・風しん混合ワクチン（または麻しん、風しんワクチン）を１回接種します 

○接種場所  市内実施医療機関（送付済みの「お知らせ」または市ＨＰをご参照ください）

○接種料金  無料

いちき串木野市では、平成20年度職員採用試験を次のとおり実施します。

○募集職種と受験資格

○採用人員　若干名
○給　　与　いちき串木野市職員の給与に関する条例等に基づき支給
○試 験 日　第１次試験　9月21日(日)　会場：いちき串木野市役所会議室
　　　　　　第２次試験　10月中旬頃（第1次試験合格者に後日通知）
○試験方法　第１次試験　高校卒業程度の教養試験、適性検査
　　　　　　第２次試験　作文試験、面接試験
○受験手続　いちき串木野市職員採用資格登録試験申込書を直接又は郵送で提出して下さい。
　　　　　  ※申込書は、総務課人事係、市来支所市民課にあります。
○受付期間及び受付時間
　　　　　  ８月６日(水)～８月20日(水)（ただし、土曜日、日曜日を除く）の期間中、午前８時30分
　　　　　　から午後５時まで受け付けます。
　　　　　　※郵送の場合、８月20日(水)までの消印があるものに限り受け付けます。

○提 出 先　〒896-8601　いちき串木野市昭和通１３３－１
　　　　　　いちき串木野市総務課人事係（串木野庁舎２階）  ☎33-5625（直通）

いちき串木野市職員採用試験案内

・昭和58年４月２日以降に生まれた人で、高校卒業程度以上の学歴を有する人
　(卒業見込みの人を含む｡)
・採用後は本市に居住できる人

職　種　　　　　　　　　　　　　受　　　験　　　資　　　格

一般事務
(初級)



　国民健康保険証は、８月１日から新しい保険証になり

ました。まだ切り替えをされていない方は、新しい保険

証に切り替えてください。

 ８月１日以降は、新しい保険証でないと診療は受けられ

ませんので、ご注意ください。

○切り替え場所

  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

　○切り替えに必要なもの

　①現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険証

　　○・○も切り替えます）

　②印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人の印鑑）、

　　スタンプ印不可

　※○保険証の切り替えには、在学証明書が必要です。

○同時切り替え

　今回は、下記の切り替えも同時に行います。保険証と

　一緒にお持ちください。

・�国民健康保険限度額適用認定証（橙色）

・�国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

　（はだ色）

・�国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）

　　※国民健康保険被保険者のみ

　川薩人材育成センターでは、下記のパソコン講座生を

募集します。受講を希望される方は、直接川薩人材育成

センターへ申し込みください。

　　※定員　各講座10名（やむをえず開講できない場合

　　　もあります。）

　　※受講料にテキスト代を含みます。

○申込方法  電話で申し込みください。

○申込期間  8月11日(月)～8月27日(水)

　　　　　　平日9：00～17：00（土・日・祝日は除きます。）

○申込・問合せ  川薩人材育成センター　☎ 22-3873　

　～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。多数の応募をお待ちしています。

○日　時　10月18日（土）9：00～21：00（予定）

　　　　　10月19日（日）9：00～17：00（予定）

　※10月18日（土）は花火大会も予定されており、出

　　店時間を午後９時まで予定しております。

　　なるべく最後まで出店されるようお願いします。

○場　所　串木野新港隣接会場（西薩町）

○小間料　１小間12,000円（3.6ｍ×3.6ｍ）

○申込み・問合せ　8月22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、産業経済課、ドリー

　　ムセンター、いちき串木野商工会議所、さつま日

　　置農業協同組合串木野支所、串木野市漁業協同組

　　合にあります。

遠 学

学

講  座  名　　　　受講期間　　　　　　　　受講料受講
時間

文書作成基本講座

パソコン基本講座

表計算基本講座

CAD基本講座

プレゼンテーション

基本講座

9/2から9/30までの
毎週火・金曜日
（全８回）

9/4から10/23までの
毎週木曜日
(全８回)

9/6から10/25までの
毎週土曜日
（全８回）

9/6から10/25までの
毎週土曜日
（全８回）

9/6から10/25までの
毎週土曜日
（全８回）

13：00
　～
16：00

18：30
　～
21：00

９：00
　～
12：00

13：00
　～
16：00

13：00
　～
16：00

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

　鹿児島県では、県内に就職を希望される方や鹿児島県

へUIターンを希望される方を対象に、企業との就職面接

会やハローワーク職員による職業相談等を行う「UIター

ンフェア“かごしま”＆県内就職合同面接会」を開催し

ます。来春卒業予定の大学・短大・専修学校等の学生も

参加できます。

○日　時 8月12日（火）12：30～16：30

　　　　　（受付12：00～15：00）

○場　所 かごしま国際ジャングルパークベイサイドガーデン

　　　　（鹿児島市与次郎）

○参加費 無料（事前の申込みは不要ですが、面接の際　

　　　　 は履歴書が必要です。）

○その他 参加企業の概要を県のホームページでご覧い　

　　　　 ただけます。

○お問合せ先  鹿児島県ふるさと人材相談室

　　　☎099-250-6855　フリーダイヤル0120-445-106

　　県ホームページ

　　http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/ui/annai/uifea.html

　毎年恒例の鹿児島県小学生相撲選手権大会が、下記のと

おり開催されます。

○期　日　８月10日（日）

○場　所　市相撲競技場（えびすが丘）

○開会式　9：30～

　※市民のみなさまのご声援をお願いします。



○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

　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと

○入居時必要なもの

　・敷金（家賃の3ヶ月分）

　・連帯保証人（2名）

○申込期間

　8月７日（木）～15日（金）

○抽選日

　8月19日（火）9時～　市来庁舎１階会議室

○入居予定日　9月1日（月）

○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　土木課　分室係

○試験日時　11月9日(日) 9:30～(9:00集合)

○試験会場　鹿児島大学教育センター(鹿児島市郡元町1-21-30）

○受験資格　特になし

○試験の種類

　1 高圧ガス製造保安責任者試験

　　甲種化学・機械、乙種化学・機械、丙種化学（液石）・（特別）、

　　第一種・第二種・第三種冷凍機械

　2 高圧ガス販売主任者試験

    第一種・第二種販売

　3 液化石油ガス設備士試験　　

○申込期間

　・インターネット申込

　　8月25日(月)10:00から9月7日(日)17:00まで

　　(期間中24時間受付)

　・書面願書申込  8月25日(月)～9月5日(金)

　　　　　　　　　9:00～17:00(土日祭日を除く)

　　　            郵送の場合は、9月5日(金)消印有効

　　　            宅急便等は、9月5日(金)到着分有効

○願書提出先

　高圧ガス保安協会鹿児島県試験事務所

　(社)鹿児島県ＬＰガス協会内

　〒890－0064鹿児島市鴨池新町5番6号(☎099-250-2535)

○ホームページ案内

　高圧ガス保安協会（http://www.khk.or.jp）

※詳しくは、消防本部危険物係又はいちき分遣所（☎21-5077）

　へお問い合わせください。

【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

　　　　　　資の支弁が困難と認められる人

　　　　　　連帯保証人は、保護者と本市に在住する人の

　　　　　　２名

○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

　　　　　　（※今年度分の貸付は、10月から来年3月ま

　　　　　　での半年分になります。）

○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）

○申込方法　申込願書に、必要事項を記入の上、教育委員

　　　　　　会総務課（市来庁舎3階）もしくは文化振興

　　　　　　課（中央公民館1階）へご提出ください。願

　　　　　　書は教育委員会総務課と文化振興課に準備し

　　　　　　てあります。

○申込期限　8月29日(金)

○問 合 せ　教育委員会総務課

　この講習会は、雇用・就業を希望する高齢者に対し、

就職の機会を拡げるための知識・技能を習得していただ

くことを目的としています。

○受講資格　（男女問わず。）

　   60歳代前半層を中心とする就職意思のある高齢者

○講習日時  ９月２日(火)から９月10日(水)まで

　　       （７日間：延べ41時間　土・日休み）

○募集人員  20名《応募者多数の場合、抽選となります。》

　          ※申し込み締め切り　8月20日(水)

○受講料及びテキスト代    無料

○講習内容

  クロス貼、障子貼、ふすま貼、網戸張替えなどの基礎

　　的な技能を実技中心で指導します。

○講習会場

　  (社)　いちき串木野市シルバー人材センター

○お問い合せ・受講申込み先

　　(社）鹿児島県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎099-206-5422　Fax099-206-5410

　　ホームページ　http://www.sjc.ne.jp/kashiren

　  (社) いちき串木野市シルバー人材センター

　　　　　☎32-9000　 Fax33-2266

　※申込書は、いちき串木野市シルバー人材センターに

　　あります。

　※いちき串木野市シルバー人材センターでは、会員の

　　募集もしております。お気軽にご相談ください。

市営住宅入居者募集について

高圧ガス関連試験案内

平成２０年度奨学生募集

インテリア・リフォーム講習の受講生募集

住　宅　名　　　　　　　　構造・設備　　　備　　考
建設年度
募集戸数

佐保井住宅　　

(Ａコープ大里

店近く)

昭和５１年度

1戸

簡耐２階建

３ＤＫ・汲み取り
単身入居不可



7月26日（土）・7月27日（日）

　『アートフェスタin市来』及び『川上踊』が、下記の

日程で開催されます。

　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24日（日）10:00～18:00

○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・木工・ビーズアクセサリー

　　　　　　　プリザーブドフラワー・ポストカード

　　　　　　　和布染小物・立体ポップアートなど　

【川　上　踊】

○開 催 日　８月24日（日）

○場　　所　川上地区内

○時　　間　8:00～　　長田神社

　　　　　　9:00～　　諏訪神社

　　　　　　10:30～　 葛城神社

　　　　　　11:00～　 中組公民館

　　　　　　15:00～　 川上小学校

○内　　容　一踊りに約30分かかります。

　　　　　　踊りのほとんどは、太鼓や鉦に囃しが入り、

　　　　　　跳び回り、調子をとりながら楽に合わせて

　　　　　　踊るものです。

　(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｢下水道の日｣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 私達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(月)当日消印有効

○送 り 先　〒102-0074

　　　　　　東京都千代田区九段南4-8-9

　　　　　　㈱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、上下水道課へお問

　い合わせください。

　民間事業者等が有する経験と実績を活用し、市民サー

ビスの向上と管理経費の縮減を図るため、下記の施設を

平成21年4月から管理する指定管理者を募集します。

○募集施設

　　①多目的グラウンド、市来運動場、串木野庭球場

　　　（担当課：市民スポーツ課　☎21－5129）

　　②市民プール

　　　（担当課：市民スポーツ課　☎21－5129）

（注）①については、３施設一括での募集となります。

　　　個別に応募はできません。

○応募資格

　・法人等の団体であること。（法人格は必ずしも必要

　　ではありませんが、個人での応募はできません。）

　・その他は募集要領による。

○募集要領配布　8月5日（火）～8月22日（金）

○現地説明会　8月20日（水）

○申 請 受 付　8月20日（水）～8月29日（金）

※募集要領等詳しくは市民スポーツ課へお問合せください。

また、市ホームページにも掲載してありますのでご覧く

ださい。

　ベビービクス・アフタービクスを開催します。

○日　時  ９月２日（火）9:45～12：00

○場　所  串木野健康増進センター

○対象者  生後２か月～10か月児とその母親

○参加料  無料

○持ってくるもの  バスタオル・飲み物

○申込み先

　8月26日（火）までに串木野健康増進センターへ

　※託児あり（要予約）

○問合せ先  ・串木野健康増進センター

　　　　　　・子育て支援センター（☎33-0192）

　※平成20年度は、平成21年１月15日（木）も開催する

　予定です。対象月齢のうちは、何度でも参加できます。

　平成21年成人式の実行委員を募集します。

　新成人はもちろんのこと、一緒に企画運営をしてくだ

さる高校生や青年のみなさん、ふるってご応募ください。

○対象者

　　・昭和63年４月２日～平成元年４月１日までに生ま

　　　れた市内在住の方(新成人)

　　・成人式を企画運営してくださる高校生・青年等

○申込み･問合せ

　　　9月5日（金）までに社会教育課（市来庁舎）へ

『アートフェスタin市来』・『川上踊』開催

第48回『下水道の日』
下水道いろいろコンクール作品募集

指定管理者の募集について

おやこふれあい体操教室の開催

平成21年成人式実行委員の募集

がね はや

がく



　８月、９月は台風が多く発生する時期です。

　被害を最小限にするために､台風情報に注意し防災準備

は早めにしましょう。

（ポイント１）気象情報を注意深く確認　

○テレビ､ラジオ､防災行政無線の情報に注意しましょう。

○大雨により土砂災害の危険が高まったときに、県と気

　象台が共同で、土砂災害警戒情報を発表します。土砂

　災害警戒情報が発表された場合は、防災無線でお知ら

　せします。

（ポイント２）停電に備える　

○懐中電灯、携帯ラジオ、予備の電池、食料・飲料水の

　準備など。

（ポイント３）家のうちとそとを固める　

○テレビアンテナ､支線の補強､瓦の点検。

○家周りの小物の片付け。

○雨戸等の補強。

○排水溝の流れをよくする。

（ポイント４）自主防災組織の結成　

○災害が発生した場合に､近隣の住民が声をかけ合って､

　協力することで被害を防ぎ､また軽減することができま

　す。

※自主防災組織を結成し、日頃から防災についての話し

　合いをしましょう。

　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。

○場　所　・西岳登山口から入った串木野ダムの西側の

　　　　　　ハウス

　　　　　・国道3号酔之尾交差点を東側へ約300ｍ、さ

　　　　　　らに左へ1km先のハウス

○問合せ　串木野庁舎　農政課　農林係

　鹿児島県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」

と定め、この期間中に「人権フェスタ2008」の開催やテ

レビ、ラジオのスポット放送、新聞広告など、様々な人

権啓発活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。

　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。

　この機会に、皆さんも身近なことから人権について考

えてみましょう。

台風シーズン到来！！
～備えあれば憂いなし～

「人権同和問題啓発強調月間」のお知らせ

「ぶどう狩り」を楽しもう！

【8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。

【死亡一時金】

　第１号被保険者として保険料を納めた月数（４分の

３月納付月数は４分の３月、半額納付月数は２分の１月、

４分の１納付月数は４分の１月として計算）が36月以

上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けない

まま亡くなった時、その方によって生計を同じくして

いた遺族に支給されます。死亡一時金の額は、保険料

を納めた月数に応じて120,000円～320,000円です。（付

加保険料を納めた月が36月以上ある方は、さらに8,500

円が加算されます。）

【任意加入制度】

　60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（25年）を

満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため

老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生

年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降で

も任意加入することができます。

【学生の皆様へ】

　20歳以上の学生の方で、所得が少ない方は学生納付

特例の申請ができます。この申請が承認されると、平

成20年度の国民年金保険料の納付が猶予されます。

　学生納付特例中の怪我や病気で、障害が残った場合、

障害の状態により障害基礎年金を受けることができます。

　※�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。

月　　実施日　　　　　年金相談受付時間

8月

9日（土）

11日（月）

18日（月）

25日（月）

○月曜日　8：30から19：00

○土曜日　9：30から16：00

※その他の平日は8：30から17：15
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　これまで国民健康保険税は、｢医療分｣と｢介護分」の合算額でしたが、平成20年度から新たに長寿医療制度（後

期高齢者医療制度）を支援するための「支援分」が加わり、下記の表のとおり税率を決定いたしましたので、ご

理解とご協力をお願いいたします。

※そのまま年金天引きで構わない方は特に手続きの必要はありません。

○年金天引きを希望しない場合について
　国民健康保険税について、本年４月より年金天引きでお支払いいただいている方、又は本年 10

月より年金天引きでお支払いいただく予定となっている方のうち、以下の要件①、②の両方を満た

す方は、税務課の窓口へお申し出いただくことにより、保険税のお支払い方法を、口座振替の方法
に変更することができます。  
　　① これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方

　　② これからの保険税を、口座振替により確実に納めていただける方

　　　　　※ 8月20日までにお申し込みいただければ10月分の年金から中止できます。8月20日を過ぎて

　　　　　　お申し出いただいた場合は、12月分以降の年金から中止となります。

手続き手順  ・・・・・・・金融機関で口座の手続き → 税務課窓口でお申し出

※昨年度口座振替により納税されていた方は、金融機関での手続きは必要ありません。

手続きに必要なもの　・・・口座振替依頼書の控え　　印鑑

※昨年度口座振替により納税されていた方は、口座振替依頼書の控えは必要ありません。

【医療分】

区　分　　　　　　　　　　内　　　　　容
変 更 前

(平成19年度まで)

所　得　割　加入者の合計所得に応じて算定

資　産　割　加入者の固定資産税額に応じて算定

均　等　割　加入者の人数に応じて算定（１人当たり）

平　等　割　１世帯当たりの金額

課税限度額　医療分の上限額

変 更 後

(平成20年度から)

１１．９％

３０．０％

２６，４００円

３１，２００円

５６万円

９．５９％

１５．０％

２４，６００円

２９，４００円

４７万円

【支援分】（新設）

区　分　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　容

所　得　割　加入者の合計所得に応じて算定

資　産　割　加入者の固定資産税額に応じて算定

均　等　割　加入者の人数に応じて算定（１人当たり）

平　等　割　１世帯当たりの金額

課税限度額　支援分の上限額

新　　設

(平成20年度から)

２．３１％

１５．０％

１，８００円

１，８００円

１２万円

【介護分】

区　分　　　　　　　　　　内　　　　　容
変 更 前

(平成19年度まで)

所　得　割　加入者のうち第２号被保険者の合計所得に応じて算定

資　産　割　加入者のうち第２号被保険者の固定資産税額に応じて算定

均　等　割　加入者のうち第２号被保険者の人数に応じて算定（１人当たり）

平　等　割　１世帯当たりの金額

課税限度額　介護分の上限額

変 更 後

(平成20年度から)

０．９５％

６．５％

６，６００円

３，９００円

９万円

１．７７％

６．５％

８，０００円

４，４００円

９万円

※第２号被保険者とは、加入者のうち40歳から64歳までの方です。



　世界各地の若手アーティストがジャンルを越えて甑島で８月に約１ヶ月間滞在し創作活動を行い、島を展覧

会場とした現代アートの美術展が開催されます。滞在期間中は、島内の空き家･空き倉庫などを活用して創作

されます。また、期間中は、次のようなイベントが開催されます。

【ＫＯＳＨＩＫＩ ＡＲＴ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ2008(入場無料)】

　　若手アーティスト(13人予定)が作成した作品展示です。

  ○日    時  8月22日(金)～28日(木)10：00～17：00（最終日は14：00まで）

  ○受付場所  旧ＪＡ里村農協跡地（作品展示は里地区内各所です）

【ウーカゼ・トイ2008(入場無料)】

　○日    時  8月10日(日)午前の部9：30～12：00 午後の部13：30～16：00

  ○場    所  ＪＡ里村農協倉庫

  ○内    容  甑島に吹く「風」をテーマに、島のこどもたちと一緒に旗を描きます。完成した旗は、展覧会

　　　　　　　期間中に掲げられる予定。(水彩絵の具がある方はご持参ください。)

【じょうやま音楽祭(入場無料)】

  ○日    時  8月12日(火)開演18：30

  ○場    所  里町亀城跡

  ○出演予定  さっこら踊り保存会  野島秋彦  GEJIBE  聖音  ZAK  松永太郎  他

【トークショー：岡村多佳夫氏(東京造形大学教授)予定 (入場無料)】

　○日    時  8月23日(土)14：00～

  ○場    所  里生涯学習センター大ホール

【オープニングパーティー(入場無料)】

　○日    時  8月23日(土)19：00～21：30

  ○場    所  里生涯学習センター大ホール

※問合せ先  携帯電話090－5963－1205(ヤマシタ)

串木野甑島航路時刻表（予約・問合先：甑島商船㈱　☎32－6458）

■フェリー旅客運賃表

■高速船旅客運賃表

フェリーニューこしき
１便　　　　港名　　　　２便

10:40　　11:15

7:20　　14:35

16:30　　16:50

14:50　　19:10

9:25
9:15

12:25
12:40

8:40
8:30

13:15
13:25

8:00
7:50

13:55
14:05

18:00
18:10

串木野

里

中甑

鹿島

長浜

長浜

鹿島

中甑

里

串木野

シーホーク
１便　　　　港名　　　　２便

8:10　　12:00 13:30　　16:55

14:45　　14:50

9:00
9:05

9:25
9:30

9:45
9:50

10:10
10:15

10:35 10:40

16:05
16:00

15:40
15:35

15:20
15:15

串木野

里

中甑

鹿島

長浜

手打

フェリーニューこしき（上段：1等料金 下段：2等料金）

4,200円
2,200円

2,720円
1,410円

1,770円
　910円

4,200円
2,200円

1,770円
　910円

4,200円
2,200円

4,200円
2,200円

1,230円
　640円

1,230円
　640円

970円
510円

900円

900円 1,570円

2,320円1,580円1,090円

2,560円2,320円1,580円1,090円

3,610円3,610円3,610円3,610円3,610円

手打

長浜

鹿島

中甑

里

串木野

シーホーク

※本表の運賃は消費税を含みます。
※子供は半額です。



　いちき串木野パークゴルフ場では、４月にオープン以来、

多くのお客様にご利用いただいておりますが、より多く

のお客様にパークゴルフを楽しんで頂くために、夏季の

営業時間を午後７時までとしておりますので、夕方の涼

しい時間帯を利用して、パークゴルフを楽しんでみては

いかがでしょうか。皆様のご来場をお待ちしています。

○営業時間　７月～９月  9：00～19：00

            10月～６月  9：00～17：00

○休 場 日  毎週火曜日

○料    金  大人（高校生以上） １名 ・・・500円

            子供（小・中学生） １名 ・・・300円

○そ の 他  回数券もあります。

            大人用（11枚綴り）・・・・・5,000円

            子供用（11枚綴り）・・・・・3,000円

○問 合 せ  いちき串木野パークゴルフ場(☎32-8118)

　パートタイムで働く方が働き、貢献に応じた待遇を受

けることができるように、事業主に雇用管理改善を求め

た改正パートタイム労働法が4月1日より施行されています。

（例えば・・・）

・希望すれば、待遇の決定に当たって、考慮した事項を

　説明してもらえます。

・賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇は、働きや貢献

　に応じて決定されます。

・正社員へ転換するチャンスがうまれます。

○パートタイム労働法の対象となるのは・・・

　　職場での呼び方に関わらず、1週間の所定労働時間が

　同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時

　間に比べ短い労働者。

※詳しくは、下記にお問合せください。

　　鹿児島労働局雇用均等室  （☎099-222-8446）

　　ホームページ　http://www.kagoshima.plb.go.jp/            

いちき串木野パークゴルフ場
夏季営業時間のお知らせ

「パートタイム労働法が変わりました！」

事 例　学校で子どもがレーザー光線を

　　　 目に当てられた

　子どもが学校で他の生徒からキーホ

ルダー型ライトのレーザー光線を目に

当てられた。医者の診断では網膜に異

常はなく、治療の必要もないと言われ

たが、３日経っても目がヒリヒリする

ようだ。カプセル玩具に入っていたも

のという。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜ひとことアドバイス＞�

○レーザー光線は直接目に入ると網膜に障害を起こし、

　視力低下などを来たす危険性があります。

○レーザー製品は、消費生活用製品安全法で安全基

　準が厳しく規定されています。しかし、いまだに

　安全性に問題のある製品が見つかっており、注意

　が必要です。

○レーザー製品には、玩具だけでなく講演会などで

　使うレーザーポインターなどもあります。日頃から、

　子どもがこのような製品で遊ばないように注意し

　ましょう。

○万が一、レーザー光線が目に入った場合は、直ち

　に専門医の診察を受けましょう。

  海上保安制度創設60周年記念

「ＪＣＧクルーズin錦江湾」の実施について

　第十管区海上保安本部では、一般市民の皆様に海上保

安業務をより一層理解して頂くため『海上保安制度創設

60周年記念ＪＣＧクルーズin錦江湾』を実施、一般公募

により合計3,000名様を体験航海にご招待します。

○実 施 日  ９月20日(土) (午前11時～、午後２時～)

          　　９月21日(日) (午前11時～、午後２時～)

    　　　　　※各所要時間 約１時間30分

○乗 船 場 所　鹿児島本港区南埠頭岸壁      

○体験航海船　ヘリコプター１機搭載型巡視船「はやと」

○応 募 方 法　往復はがきに乗船希望日時及び乗船希望

　　　　　　者全員(５名まで)の氏名・住所・年齢・電

　　　　　　話番号を明記の上、第十管区海上保安本部

　　　　　　総務部総務課までご応募ください。(小学生

　　　　　　以下は、保護者の同伴が必要です。)

　　　　　　　なお、応募者多数の場合は抽選とし、抽

　　　　　　選結果を９月上旬に返信用はがきでお知ら

　　　　　　せします。

○応募締切  ８月15日(金)必着

○応募先・問い合せ先

　　　　　　〒890-8510  鹿児島市東郡元町４－１

　　　　　　第十管区海上保安本部総務部総務課

　　　　　　☎099-250-9800（代表）

　　　　　　

はがき記入要項

【往信用表面】

〒890-8510

【返信用裏面】 【返信用表面】 【往信用裏面】
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管
区
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上
保
安
本
部
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務
部
総
務
課
　
行

〒000-0000

お
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ご
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住
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乗
船
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日
時

（
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す
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を
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入
し
て
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い
）

乗
船
希
望
者
全
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5
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で
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氏
名

　
　
住
所

　
　
年
齢

　
　
電
話
番
号

（
何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）

HP：http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/


	1P
	2P
	3P
	4P
	5P
	6P
	7P
	8P
	9P
	10P

