
　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

 なぜ、新型インフルエンザが恐ろしいのか
 「新型インフルエンザ」とは、単なる従来のインフルエ
ンザではありません。未知のウイルスによって引き起こ
されるインフルエンザのことで、免疫を持つ人がいない
ため大流行し、感染した人は肺炎などで重症化して死亡
する可能性もあります。

 今、できる対策～通常のインフルエンザ対策の延長線上～ 
◎ウイルスに負けない体力と抵抗力をつけるためにしっ 
　かり休養と栄養をとり、インフルエンザワクチンを接
　種する。
◎ウイルスに近づかないために人混みを避け、外出の際
　は「マスク」を着用し、外出後は手洗い・うがいをする。
◎ウイルスを弱めるために部屋の暖をとり、加湿する。
  発生・流行時の対応
◎正確な情報を収集し、冷静に対応する。
◎学校が休校になり、地域での活動等を自粛する。
◎不要不急の外出を控える。
◎家族の誰かが発症したら
  ◆患者発生が少ない場合
  　保健所に連絡し、指定医療機関を受診する。
  ◆大流行時の場合
　　軽症の患者は、保健所に連絡のうえ、自宅療養をする。  
　　患者は個室で療養し、時々窓を開けて換気を行う。
　　家庭内の消毒、患者の衣類交換時などは、手袋・ゴ
　　ーグルを着用し、二次感染防止策を行う。

◎現在準備しておく物

　・２週間程度の食料品・水・日用品
　・マスク（不織布製を１人当たり20～25枚を用意）
　・手袋、ビニール袋、できればゴーグル、
　・予防衣（割烹着のような物）
　・医薬品（消毒用アルコール、解熱鎮痛剤）
　・通常の災害時にあると便利な物

＜連絡・問合せ先＞
 　伊集院保健所　疾病対策係 
　　　☎099－273－2332（直通）　
　　　☎099－273－3111（内線208、209）

　70歳から74歳の方（注1）の医療機関での窓口負担につい

ては、平成21年４月から２割負担に見直されることとされ

ていましたが、平成22年３月までは１割のまま据え置かれ

ます。

※現在、70歳から74歳の方には３月下旬に新たに保険証兼

　高齢受給者証を郵便でお送りいたします。（国民健康保

　険の方のみ）

（注1）既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医療制

　　　 度に加入されている方は除きます。

 誰でもできるボウリング。親子や友達同士でペアを組ん

で参加しませんか。

〇日　　時　３月15日(日)10:00開会式

〇会　  場　串木野ゴールデンボウル

〇参加資格　小学生以上の方ならどなたでも参加できます。 

　　　　　　（お二人ペアでお申込ください）

〇競技方法　ダブルス戦及び個人戦（クラス別）　

　　・ダブルス戦

　　・個人戦（ﾀ゙ﾌ゙ﾙｽ戦の個人スコアにより順位決定）

〇ハンディキャップ　　年齢、性別によるハンディあり

〇参加者数　42名（21ﾁーﾑ）になり次第締め切ります

〇参 加 費　大人1,300円、高校生以下900円

〇申 込 先　市ボウリング連盟事務局

　　　　　（市役所行政改革推進課  石元 ☎33-5639）

○申込締切  ３月11日(水)まで

○日　　時　３月22日（日）9：00開会式

○場　　所　串木野庭球場

〇競技方法　個人戦（一般の部・女子の部）

○参加資格　市内に居住又は通勤・通学する中学２年生以

　　　　　　上の方

○参 加 料　１ペア　1,500円（中学生1,000円）

○参加申込　市ソフトテニス連盟事務局

　　　　　（税務課 池之上 ☎33－5615）

○申込締切  ３月13日(金)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

ンスを通じて健康つくりと仲間づくりを行っています。

  市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています。

○日  時  ３月15日(日)  9：30～12：00

○場  所  いちきアクアホール

○演  目  レクリエーションダンス全般



「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。

○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

○参加・登録方法

・幼児～高校生で、数人から20名程度のグループ

　（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

　　http://www.ecoclub.go.jp/　　　　

　働く女性の家講座生と、自主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。

○日　　時　3月18日(水)、19日(木)、21日(土)

　　　　　　10:00～17:00(最終日は15:00まで)

○会　　場　働く女性の家

　　　　　　(串木野高齢者福祉センターロビー)

○作 品 展　書道、古布パッチワーク、アメリカンキルト、         

　　　　　　和裁、手描き友禅、袋物、ちぎり絵、華道

　　　　　（池坊、専正池坊）、押し花、水墨画と絵  

　　　　　　手紙、切り絵、伝えたい味と保存食の各講座

　　　　　　生作品

○バ ザ ー　袋物講座生の手作り作品バザー

○活動発表　3月21日(土)　13:30～15:00

　　　　　　(会場：串木野高齢者福祉センター集会室)

　　　　　 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

　鹿児島まぐろ船主協会主催の串木野まぐろフェスティ

バルが４月25日（土）・26日（日）に串木野漁港外港で開催さ

れます。なお、出店を希望される業者の方は、次の説明

会に出席してください。

○日　  時  ３月11日（水）14：00～

○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）

○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の出席をお願

　　　　　　　いします。

○問合せ先　鹿児島まぐろ船主協会（☎32-2181）

○応募資格  ・一般　18歳以上34歳未満の男女

　　　　　　・技能　18歳から55歳未満

　　　　　　　　　（資格により差異）の男女

○受付期間  4月13日（月）まで

○試 験 日　・一般　4月18日（土）

　　　　　　・技能　4月19日（日）

○受 験 料　無料

○待 遇 等　訓練招集手当 7,900円／１日

◎予備自衛官補とは、自衛官未経験者で一定期間の訓練

　を終了した者です。

※詳細については、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内

　出張所（☎22－2401担当・野下）又は市民課（串木野

　庁舎）までお問合せください。

　市来えびす市場２周年記念祭が、次の日程で開催され

ます。市民の皆様の多数のご来場をお願いします。

○日　　時　３月21日(土)・22日(日) 9：00～17：00

○場　　所　市来えびす市場

○内　　容　まぐろの解体ショー（21日）、お楽しみ抽選

　　　　　　会（22日）などが実施されます。

○問合せ先　市来えびす市場（☎21－5082）

　安心安全な新鮮野菜を自分の手で育ててみませんか？

○対 象 者  市内在住の個人又は団体

○募集区画  １区画（約20㎡）

○場　　所  酔之尾の県営雇用促進住宅北側

○利 用 料  無料

○募集期限  3月13日（金）

○申 込 先　農政課農林係

　　　　　　※申込者多数の場合は抽選



　本市では、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に

対して、教育的支援を行う「特別支援教育支援員」を募

集します。

○採用条件 いちき串木野市在住の方で、福祉や教育関係

　　　　　 等の経験や特別支援教育に関心がある、55歳

　　　　　　未満の方（教員経験のある方は62歳まで     

　　　　　　可）

○採用人員  ６名

○採用期間  平成21年４月～平成22年３月（１年間）

○申込締切  ３月19日（木）

　　　　　　締切後、面接日時を後日連絡いたします。

※詳細につきましては、学校教育課までご連絡ください。

○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カ月分）

　・連帯保証人（2名）

○申込期間

　3月5日（木）～3月13日（金）

○抽選日

　◎森木住宅

　　3月16日（月）10：00～　串木野庁舎２階会議室

　◎中組住宅

　　3月16日（月）14：00～　市来庁舎１階会議室

○入居予定日　４月１日（水）

○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（☎33－5679）

　プリザーブドフラワーとは一言で言えば“保存された

お花”です。花の組織を完全に保ちながらみずみずしさ

をそのままに長期保存ができます。

　川薩人材育成センターでは、このプリザーブドフラワ

ーを使って四季折々の素敵なアレンジメントを作る「１

日講座」を実施します。あなたも参加してみませんか。

○申込方法 １講座につき１枚の往復はがきで、直接川薩

　　　　　　人材育成センターへ申し込みください。

○記入方法（往信用）希望の講座番号・講座名・時間・

　　　　　　　　　　 住所・氏名・電話番号を記入

　　　　　（返信用）自分の住所・氏名を記入

○申込期限  各講座日程の１ヶ月前までに必着

○申込・問合せ先  〒895-0044　

　　　　　　　薩摩川内市青山町4597番地

　　　　　　　川薩人材育成センター  ☎22-3873　

　ボイラー技師やクレーン運転士、衛生管理者など、労

働安全衛生法に基づく各種免許試験が、平成21年４月か

ら平成22年３月までの間に、九州安全衛生技術センター（久

留米市）においてそれぞれ実施されます。

　受験の申込みは各試験日の２ヶ月前から始まります。

　お申込みや詳細は次へお問合せください。

【問合せ先】　

九州安全衛生技術センター　☎0942-43-3381

（ホームページ　http://www.exam.or.jp ）

（社）鹿児島県労働基準協会川内支部　☎25-1377

単身入居可

（但し60歳以上）

住　宅　名　　　　　　　　　　 構造・設備　　　　備　　考
建設年度
募集戸数

森木住宅

（羽島郵便局近く）

昭和41年度

1戸

コンクリート

ブロック平家建

３K・汲み取り

単身入居可

（但し60歳以上）

中組住宅

（川上ふれあい公園近く）

昭和56年度

1戸

コンクリート

ブロック２階建

３K・水洗ﾄｲﾚ

①

母の日に贈る

アレンジメント

②

スウィート

ストーンアレンジ

③

クラシック壁飾り

アレンジ

④

クリスマス

テーブルアレンジ

⑤

新年和風テイスト

アレンジ

⑥

春のギフト

アレンジ

講座名　　　　日程　　受講時間　定員　　受講料

4月22日

（水）

6月10日

（水）

9月9日

（水）

11月25日

（水）

午前の部

10:00

～

12:00

各部

５名

6,000円

(材料費込)

12月16日

（水）

平成22年

2月10日

（水）

午後の部

13:30

～

15:30



　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。

○定　　員  各10名
　　　　　　（やむを得ずに開講できない場合もあります）
○申込方法　電話で直接、川薩人材育成センターへお申
　　　　　　込みください。 
○申込期間  3月10日（火）～25日（水）
　　　　　　 9：00～17：00（土日祝日は除く）　
○申込・問合せ先  
　　　　　　　〒895-0044　薩摩川内市青山町4597番地
　　　　　　　川薩人材育成センター　（☎22-3873）

　平成21年度労働基準監督官採用試験が次のように実施
されます。
○受験資格
(1)昭和55年4月2日～昭和63年4月1日生まれの者
(2)昭和63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22年3月までに大学を卒業
　　する見込の者
　②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者
○試験の程度　　大学卒業程度
○試験区分及び採用予定者数
　・労働基準監督官Ａ（法文系）　約90名
　・労働基準監督官Ｂ（理工系）　約20名
○受付期間
   4月1日(水)～4月14日(火) ※4月14日消印有効
※受験申込書は鹿児島労働局及び県下労働基準監督署に
　て配布します。
※申込書の提出はできるだけ郵送(簡易書留)でお願いし
　ます。
○第1次試験日時　6月14日(日)8：45～18：00
○問合せ先及び申込先
　鹿児島労働局
　〒892-0816鹿児島市山下町13－21(☎099－223－8275)

講座名　　　　　　受講時間　　　　　　　受講料受講
期間

①文書作成基礎講座

　（初心者対応）

②表計算基礎講座

　（初心者対応）

③初めての文書作成

　講座（シニア・初

　心者対応）

④プレゼンテーション

　基本講座

4/3～4/28までの

毎週火・金曜日

（全8回）

18:30

～

21:00

13:00

～

16:00

9:00

～

12:00

30,000円

30,000円

30,000円

20,000円

4/4～4/25までの

毎週土曜日

（全４回）

4/4～5/30までの

毎週土曜日

（全８回）

（※5/2除く）

※受講料にはテキスト代を含みます

　市立図書館では、図書館利用者カードの登録内容（住

所・連絡先等）を確認しています。

　登録時以降内容に変更があった方はお申し出ください。

○国家公務員採用Ⅰ種試験

【受験資格】

①昭和51.4.2～昭和63.４.１生まれの者

②昭和63.4.2以降生まれで大学を卒業した者、平成22.3

　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(水)～４月８日(水)

【第１次試験日】５月３日(日)

○国家公務員採用Ⅱ種試験

【受験資格】

①昭和55.4.2～昭和63.4.1生まれの者

②昭和63.4.2以降生まれで大学・短大・高専を卒業した

　者、平成22.3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】

・インターネット  ４月11日(土)～４月15日(水)

・郵送又は持参    ４月13日(月)～４月22日(水)

【第１次試験日】６月21日(日)

○国税専門官採用試験

【受験資格】

①昭和55.4.2～昭和63.4.1生まれの者

②昭和63.4.2以降生まれで大学を卒業した者、平成22.3

　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(水)～４月14日(火)

【第１次試験日】６月14日(日)

○法務教官採用試験

【受験資格】

①昭和55.4.2～昭和63.4.1生まれの者

②昭和63.4.2以降生まれで大学・短大・高専を卒業した

者、平成22.3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(水)～４月14日(火)

【第１次試験日】６月14日(日)

◎受験案内等の請求方法

　返信用封筒［角型２号、140円分（国税専門官につい

ては120円分）の切手の貼付、あて先・請求試験名明記］

を同封した封筒に、請求する試験名を朱書きし、問い合

わせ先へ送付してください。

◎問合せ先 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

　障害者自立支援相談員を募集します。応募を希望され

る方は、履歴書を串木野庁舎総務課もしくは市来庁舎市

民課に提出してください。

○募 集 人 員  １名

○業 務 内 容  障害者自立支援相談業務

○必 要 資 格  保健師、精神保健福祉士等

○募 集 期 間  ３月13日(金)まで

○勤 務 場 所　福祉課

○勤 務 時 間　９：00～17：00

○勤務開始日　４月１日から

※業務内容等については、福祉課高齢障害係（☎33-5619）

　へお問合わせください。



　ＪＲ九州では、次の日程でウオーキングを開催いたし
ます。特典もありますので、市民の皆様の参加をお待ち

しております。

○日    時  ３月28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

○受付場所  串木野駅前

○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）

○参 加 費  無料

○特    典  

・薩摩金山蔵の「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名様に豚汁の振る舞いとジュースをプレゼント

○問合せ先  ＪＲ九州 川内駅（☎22-5450）

　平成21年度木工･建築大工関係の技術･技能の習得を目

的とした職業訓練生を募集します。

○募集科目　室内造形科：中･高卒、一般(二次募集)若干名           

　　　　　　建築工学科：高卒以上 　 (三次募集)若干名

○受付期間  3月27日(金)まで

○選 考 日  3月30日(月)

○選考方法  筆記試験(国語、数学)・面接

　　　　　　但し、建築工学科は筆記試験［国語(現代文)、

　　　　　　数学Ⅰ］・面接

○選考場所  県立宮之城高等技術専門校

○合格発表  3月31日(火)

※応募書類は県内各中学校･高等学校･職業安定所･県地域

　振興局･市役所商工観工課にあります。

※見学をご希望の方は、事前に連絡のうえ、お気軽にお

　越しください。

○問合せ先  宮之城高等技術専門校(☎53－0207)

            雇用保険受給資格者はハローワークへ

　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。

　串木野駅北側の駐車場は、月極利用が可能です。

　４月以降利用する場合は新たに申し込みが必要となり

ますので手続きをしてください。

　なお、バイク･自転車専用の駐輪場は、今までどおり終

日無料です。（カギをしっかりかけて、盗難にあわない

ようにしましょう）

串木野駅北側駐車場 (月極利用と時間貸利用ができます)

　・月極利用の場合は、月3,000円［事前申込み及び料金

　　を支払い、定期券(カード)でのご利用となります］

　・時間貸利用の場合は、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)

　※駐車場内は、時間貸利用との共用となります。

串木野駅舎前駐車場（時間貸利用ができます）

〈月極利用の申込受付〉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）

　［月～土曜日の9:00～17:30（ただし、祝祭日除く）］

　へお申込みください。(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

　て駐車してください。

○問合せ先 指定管理者㈲東洋ベンディング(☎32－0190)

　　　　　  又は商工観光課(☎33－5638)



　異動シーズンを迎えるにあたり、次の日時に休日を利
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。

○窓口時間延長の実施予定市町村
　鹿児島県内においては、鹿児島市、鹿屋市、出水市、
西之表市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、伊佐市、
長島町、姶良町、大崎町、宇検村が窓口時間延長を実施
する予定です。
　開庁日、開庁時間、取扱業務等、詳しくは各市町村へ
お問合せください。

　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。
　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（火）までに次の場所で申
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、引続き平成21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。
○申告場所
・原付（125㏄以下）、小型特殊自動車の軽自動車は、い
　ちき串木野市役所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。

 現在、市内を走る路線バスの一部及び空港連絡バスは、
平成18年に一度廃止となった路線です。
　これらの路線は、いちき串木野市単独で、もしくは日
置市や鹿児島県と共同で赤字を補填しながら運行を続け
ている状況です。
　しかし、バス利用が進まなければ再度の運行廃止につ
ながりかねません。どうか市民の皆様の積極的なご利用
をお願いします。
○問合せ先
　・いわさきバスコーポレーション㈱川内営業所     
　　　　　　　　　　　　　　（☎23－3181）
  ・商工観光課(串木野庁舎)  （☎33－5638）
※時刻表については、市のホームページ
（http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/）の
【暮らし】⇒【生活情報】⇒【路線バス時刻表】からご
覧になることができます。

　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

　印鑑をご持参のうえ、上下水道課（市来庁舎）又は、

土木課分室係（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日前までに上下水道課（☎21－5155）又

は土木課分室係（☎33－5679）へご連絡ください。

　平成20年度工事分の公共下水道が、使えるようになる

ため「平成20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。

○供用開始年月日  平成21年３月31日（火）

○供用開始区域

　住吉町、下名（大原南・恵比須町）、緑町、東島平町、

　西島平町、小瀬町のそれぞれ一部

○縦覧の期間及び時間

　３月16日（月）から２週間  9：00～17：00

　（ただし、土曜・日曜・祝日を除きます）

○縦覧の場所

  ・市来庁舎  　上下水道課　（☎21－5157）

　・串木野庁舎  土木課分室係（☎33－5679）

　いちき串木野市上下水道課では、安全な水の供給を行

うために定期の水質検査と毎日検査によって水質の安全

確保に努めております。

　市民の皆様に、より安心して水道水を使用していただ

くために、平成21年度の水質検査計画書（案）を策定し

ました。

　また、本市総合計画に基づき水道事業の向こう10年間

の計画（水道ビジョン）も策定しました。

　水質検査計画書（案）及び水道ビジョンは、次の場所

で閲覧できますので、ご希望の方はご閲覧いただき、ご

意見をお寄せください。

○閲覧場所

・串木野庁舎（土木課　分室係）・市来庁舎（上下水道課）

・羽島コミュニティセンター ・生福コミュニティセンター

・冠岳コミュニティセンター ・荒川コミュニティセンター

・旭コミュニティセンター   ・照島コミュニティセンター

・いちきアクアホール

○閲覧期間  3月9日(月)～3月27日(金)8：30～17：00

　　　　　　（ただし、土曜・日曜・祝日を除きます）

○窓口を開設

　する日時

○窓口を開設

　する課

３月28日(土)・29日(日)
４月４日(土)・５日(日)
※時間はいずれも8:30～17:00

・市民課・健康増進課・税務課
・福祉課・土木課分室係(水道関係)
※いずれも串木野庁舎のみです。



○高齢者の健康や生活の先行き不安に

　付け込み、商品を買い続けるほど配

　当が増えていくと勧誘する手口です。

　「年金のように、毎月、配当を受け

　取れる。また、人を紹介すればボー

　ナスがもらえる。」という、うたい

　文句で持ちかけます。

○安易に儲かる話はありません。親し

　い人からの誘いであっても、その場

　で契約することは避け、家族に相談

　しましょう。

○心配なときは、鹿児島県消費生活セ

　ンター（☎099-224-0999）または、市

　役所消費生活相談窓口(☎33-5638)ま

　でご連絡ください。

住民サービスの向上及び経費の節減等を図るために、4月1日から下記の施設に指定管理者制度を導入します。 

なお、3月31日までは、従来どおりの受付となります。

No　　　施設の名称　　　　 　指定管理者　　 　　担当課（☎）　　　　　4月以降の受付、問合せ

多目的グラウンド

市来運動場

串木野庭球場

市来体育館

市来武道館

市民プール

川北スポーツ公園

市民文化センター

いちきアクアホール

市立図書館

市立図書館市来分館

中央公民館

市来地域公民館

(有)俣木造園

㈱日本水泳振興会

㈱総合人材センター

市民ｽﾎﾟｰﾂ課

☎21－5129

文化振興課

☎33－5654

社会教育課

☎21－5128

市民ｽﾎﾟｰﾂ課

☎21－5129

産業経済課

☎21－5123

【受付】多目的グラウンド管理人室へ

　　　　（☎33－2788）

【受付】市来体育館管理人室へ

　　　　（☎36－2881）

1

2

3

【受付】従来どおり、各施設での受付となり

　　　　ます

市民文化ｾﾝﾀｰ・中央公民館（☎33－5654） 

図書館（☎33－5655）

アクアホール・図書館市来分館（☎21－5800）

市来地域公民館（☎36－2526）



　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。

○新築住宅は、平成18年6月1日から設置が義務づけられ

　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。

※設置期限にかかわらず、早く設置してください。 

【住宅用火災警報器とは】

○煙や熱を感知して音や音声などで、火災を知らせてく

　れる警報器です。

○住宅火災による死者数の約６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られています。

　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。

【取付場所・警報器の種類は】

○寝室用の部屋（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。

※台所や廊下にも設置をおすすめします。

【注意事項】

○悪質な訪問販売等に十分注意してください。

　消防署や市役所では、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。

○日　時  3月18日(水)　10：00～15:00

○場　所　中央公民館  2階小会議室

○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。

【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

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。

【国民年金保険料が変わります】

平成21年度の国民年金保険料が、14,660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→ 14,660円

　・６ヶ月分→ 87,960円

　・１年度分→175,920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→ 14,610円　　（割引  50円）

　・６ヶ月分→ 87,660円　　（割引 300円）

　・１年度分→175,320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→ 87,250円　　（割引  710円）

　・１年度分→174,500円　  （割引1,420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→ 86,960円　　（割引1,000円）

　・１年度分→173,920円　  （割引2,000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）

○１年度分をまとめて前払いする場合（現金納付）

　・１年度分→172,800円　  （割引3,120円）

○１年度分をまとめて前払いする場合（口座振替）

　・１年度分→172,230円　  （割引3,690円）

※月の前々月までの１年間に保険料の未納がないことが

　必要です。

　※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。

月　　実施日　　　　　年金相談受付時間

　２日（月）

　９日（月）

１４日（土）

１６日（月）

２３日（月）

３０日（月）

○月曜日　8：30～19：00

○土曜日　9：00～16：00

※その他の平日8：30から17：15

3月

寝室

寝室

居室

廊下 台所

〔設置例〕
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