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いちき串木野 いちき串木野市役所企画課

第４０号 （℡33-5672）

１

○日 時 6 月 21 日(日) 9:00 開会式
○場 所 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
○参加資格 市内に居住又は通学する中・高・大学生

市内に居住又は通勤する社会人
○参 加 料 団体戦：1,200 円(3 人 1 組、男女混成可)

個人戦：中学生 400 円
高校生・大学生 500 円
社会人 700 円

（当日会場にて徴収）
〇申込方法 6 月 15 日(月)までに市卓球連盟事務局へ

上下水道課 今村 ℡21-5157
※個人戦はクラス別(Ａ級・Ｂ級・初心者)で行いますが、

申込者数によりクラスが変更になる場合があります。

市民スポーツ課（℡21-5129）

第３９回市内卓球大会

○日時 ７月１日（水）から 10 回（毎週水曜日）
（19：30～21：30）

○場所 串木野弓道場 ○申込み 橋元（℡32-2139）
※弓具等は貸与いたします。また、開講日以降の参加も

可能ですので、お気軽にご連絡ください。

市民スポーツ課（℡21-5129）

弓道教室（串木野弓道場）の開催

〇募集対象 市内に居住する小学3年生以上の小中学生
〇活動期間 7 月 4 日(土)～8月 29 日(土)

全 13 回（土曜、日曜、夏休み期間）
〇活動内容 海洋性スポーツ（カヌー・ＯＰヨット等）
〇活動場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫及び体育館
〇募集定員 30 人（定員になり次第締切）
〇参 加 料 600 円（スポーツ安全保険加入料）
〇申込期限 ６月 30 日(火)までにＢ＆Ｇ海洋センター

体育館へ

Ｂ＆Ｇ海洋センター（℡32-8994）

Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ教室生募集

○平成21年度小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
・研修日程 ７月 13 日(月)～14 日(火)
・研修会場 県社会福祉センター６階研修室

（鹿児島市鴨池新町１番７号）
○平成21年度第１回認知症対応型サービス事業管理者研修

・研修日程 ７月 15 日(水)～16 日(木)
・研修会場 かごしま県民交流センター

（鹿児島市山下町 14-50）

■申 込 先 両研修とも健康増進課介護保険係
■申込期限 両研修とも６月 12 日(金)必着

※申込書は、健康増進課(串木野庁舎)に準備してあり
ます。必要書類や受講要件など詳しい内容について
は、健康増進課介護保険係へ電話でお問い合わせくだ
さい。

健康増進課（℡33-5673）

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修及び

認知症対応型サービス事業管理者研修

最近ちょっとお腹周りが気になってきた方、メタボを解消
したい方は、ぜひご参加ください。必ず効果がでます。
○日時・内容

１
7 月 2 日(木)
19：00～21：00

体力チェックと運動の効果
～自分の体力を知ろう～

２
7 月 8 日(水)
19：00～21：00

栄養指導講話とウオーキング
～正しいウオーキング指導～

３
7 月 22 日(水)
19：00～21：00

自宅でできる簡単筋力トレーニング
～筋力アップで代謝もアップ～

４
7 月 29 日(水)
19：00～21：00

有酸素運動と簡単筋トレ
～運動を復習してみよう～

健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペースに
あった運動を紹介します。
○会 場 いちきアクアホール
○対 象 者 市内に居住の 74歳までの運動が可能な方
○募集人員 先着 25 人 ○参 加 料 無料
○持参するもの 屋内用運動靴、飲み物、タオル
○締め切り 6 月 19 日(金)
○申 込 み 健康増進課保険給付係
※持病のある方は、主治医に相談のうえ申込みください。

健康増進課（℡33-5613）

メタボ予防☆ヘルシー(減る脂)運動教室について

就業支援の一環として次のパソコン講座生を募集します

講座名 期間・回数 時間 定員

E x c e l
初 級

6/23～7/24 (10 回)
毎週火・金曜日

10:00～
12:00

10 人

W o r d
初 級

6/23～7/24 (10 回)
毎週火・金曜日

19:00～
21:00

10 人

○場所 働く女性の家
○対象 市内に居住、または勤務する方で就業のため、

または現在仕事で使っているが、さらに学び
たい方で全回受講可能な方とします。
(女性優先ですが、男性の受講も可)

※『Excel 初級』は、パソコンの基本操作、文字入力が
できる方を対象とします。

○内 容
・Excel 初級・・・表作成、グラフ、データベース
・Word 初級・・・入力基本操作、文書作成
※進行状況によって講座内容が変更することがあります。
○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 往復はがきに次の必要事項を記入し、６

月17日(水)までに必着するようにお申込
みください。

①講座名 ②氏名 ③年齢 ④〒・住所 ⑤電話番号
⑥職業 ⑦受講動機 ⑧託児の有無

送付先 〒896-0035 いちき串木野市新生町 183
いちき串木野市働く女性の家

※後日、返信用はがきで結果を通知します。
○託児について 昼間の講座は、受講時間内の託児をし

ます。（満２歳以上～未就学児）希望
される方は事前にお申込みください。

働く女性の家（℡32-7130）

就業支援パソコン講座生募集
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住 宅 名
建設年度

募集戸数
構造・設備 備 考

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)

新田住宅
(串木野西中学校

近く)

昭和 48 年度
１戸

簡耐２階建
３Ｋ・汲み取り

単身入居可
(但し60歳
以上)

ひばりが丘団地
(だいわ串木野店

近く)

平成２年度
１戸

鉄筋コンクリート
４階建(１階)
３ＤＫ・水洗トイレ

単身入居
不可

公

募

住

宅
日ノ出住宅
(市来庁舎近く)

平成 14 年度
１戸

鉄筋コンクリート
４階建(３階)
３ＤＫ・水洗トイレ

単身入居
不可

（※随時受付中の市営住宅もあります。お問い合わせください。）
■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 ○同居する家族がいること
○世帯の月額所得が 158,000 円以下であること
○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か月分） ○連帯保証人（２人）

■申込期間 ６月５日(金)～16 日(火)
■抽選日
○森木住宅、新田住宅、ひばりが丘団地、日ノ出住宅

６月 18 日(木)10：00～ 市来庁舎１階会議室
■入居予定日 ７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（℡21-5154）
・串木野庁舎 土木課 分室係（℡33-5679）

都市計画課（℡21-5154）

市営住宅入居者募集について

【消防設備士試験】
○日 時 8 月 2 日(日) 9：30～
○試 験 会 場 鹿児島市：鹿児島県庁ほか２会場

奄美市：大島地区消防組合 会議室
○試験の種類 全種類
○受 付 期 間 6 月 22 日(月)～7月 1 日(水)

※土・日を除く。
○受 付 場 所 (財)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
℡099-213-4577

【準備講習会】
○日 時 7 月 9 日(木)･10 日(金)

9：10～17：00
○講 習 会 場 鹿児島市：かごしま県民交流センター
○講習の種類 9 日…甲乙種１類、乙種 6 類

10 日…甲乙種 4 類
○受 付 期 間 6 月 1 日(月)～6月 19 日(金)

※定員(各類 60人)になり次第締切り
○受 付 場 所 社団法人 鹿児島県消防設備安全協会
※受験願書及び受講申込書等は、消防本部にあります。

詳しくは消防本部予防係、またはいちき分遣所（℡
21-5077）へお問い合わせください。

消防本部（℡32-0119）

消防設備士試験および準備講習会案内

○募集内容 ①アトラクションの部(14：00～17：30)
②市中流し踊りの部 (18：00～19：45)

※時間は予定となります。
○記入事項 ・参加したい部門

・参加団体名 ・参加人数
・責任者及び連絡先(電話番号)

○募集締切 ７月１日(水)まで
○申 込 み さのさ祭り実行委員会事務局(商工観光課内)
※少人数からの申込みも受け付けますのでぜひご参加

ください。

商工観光課（℡32-3111）

さのさ祭りの“アトラクション”“市中流し踊り”

出場団体を募集

講 座 名 日 時 定員 内 容

第１回すくすく
子育て支援講座

7/15(水)
10:00～
11:30

10 人
タオルで洗えるぬい
ぐるみを作ります。

七夕の
フラワーアレンジ

7/3(金)
14:00～
16:00

15 人
織姫と彦星の物語を
生花で表現します。

サマー
ガーデニング

7/11(土)
10:00～
12:00

15 人
土作りから学び夏花
を寄せ植えします。

いきいき女性講座
リフレクソロジー

7/1(水)
7/8(水)
14:00～
15:30

20 人

足裏を刺激し病気の
原因の自律神経系と
ホルモン系の乱れを
調整します。

○対 象 市内に居住、または勤務している女性を優先
しますが、男性の方も受講できます。
なお「すくすく子育て支援講座」は、乳幼児
を持つ親が対象です。

○受講料 無料(ただし、材料費実費負担)
○申込み 6 月 24 日(水)までに、来館または電話で働

く女性の家へお申込みください。(月曜日を除く)
(※定員になり次第締め切ります)

○託 児 受講時間内の託児をします。
(満２歳以上～未就学児)
希望される方は、事前にお申込みください。

※申込みが著しく少ない講座は開講しない場合があり
ます。

働く女性の家（℡32-7130）

働く女性の家『短期講座』受講生募集

人事院九州事務局と熊本国税局では、国家公務員採用
Ⅲ種（税務）試験の受験者を募集しています。
○受 験 資 格 昭和 63年４月２日～

平成４年４月１日生まれの者
○試 験 の 程 度 高校卒業程度
○申込受付期間 ６月 23日(火)～６月 30 日(火)

(当日消印有効)
○第１次試験日 ９月６日(日)※九州では９都市で実施
○申込用紙請求・問合せ

伊集院税務署(℡099-273-2541)※自動音声案内

税務課（℡33-5682）

国家公務員採用Ⅲ種試験の実施
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かごしま県民交流センターハーモニー推進課では、男
女共同参画社会づくりの推進に必要な知識と手法を学
ぶための基礎講座の受講生を募集します。
○日時 ７/18(土)・８/１(土)・８/22(土)・９/５(土)

各回 13：15～16：45
○場所 かごしま県民交流センター
○定員 50 人(先着順)
○受講資格 男女を問わず原則として毎回受講できる方
○締切 ６月 30 日(火)
○申込・問合せ かごしま県民交流センター

（鹿児島県男女共同参画センター）
℡099-221-6603

※参加料は無料で、託児もできます。

企画課（℡33-5672）

男女共同参画基礎講座の受講生募集

○日 時 ６月 11 日(木) 10：00～15：00
○場 所 市来庁舎 １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。

串木野庁舎市民課（℡33-5612）・市来庁舎市民課（℡21-5114）

年金相談所を開設

【6 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。

月 実施日 年金相談受付時間

13 日(土)

15 日(月)

22 日(月)
６月

29 日(月)

○月曜日 8：30～19：00
○土曜日 9：30～16：00

※その他の平日 8：30～17：15

【特別障害給付金制度のご案内】
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことによ

り障害基礎年金等を受給していない障害者の方につい
て、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情
にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」
が平成 17年４月に創設されました。
●支給対象となる方は次のとおりです。
(1)平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった

学生
(2)昭和61年３月以前に国民年金任意加入対象であった

被用者（厚生年金、共済組合等の加入者）の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診
日（※）があり、現在、障害基礎年金１級、２級相当の
障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日まで
に当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金な
どを受給することができる方は対象になりません。

また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認
定が必要になります。
（※）障害の原因となる傷病について初めて医師または

歯科医師の診療を受けた日

※詳しいことは、川内社会保険事務所（℡22-5276）
までお問い合わせください。

市民課（℡33-5612）

ねんきん広報だより

6 月 1 日から、甑島航路に就航している「フェリーニ
ューこしき」の運賃が改正されました。

これは最近の燃料油価格の下落に伴い、運賃に加算さ
れていた『燃料油価格変動調整金』を利用者からいただ
かないようにしたことによるものです。

なお、高速船「シーホーク」の運賃は『燃料油価格変
動調整金』が加算されていなかったことから変更ありま
せん。

串木野・甑島航路
新 運賃表（平成 21年６月１日から）
フェリーニューこしき 旅客運賃 (消費税込)

区間

大人
小人

串木野
～

甑 島

里～
中甑

中甑～
鹿島

里～
鹿島

中甑～
長浜

※鹿島

～手打

里～
長浜

※中甑

～手打

※里～
手打

鹿島～
長浜

※長浜

～手打

１等 4,000 1,180 1,720 2,620 2,920 920
大
人

２等 2,000 590 860 1,310 1,460 460

１等 2,000 590 860 1,310 1,460 460
小
人

２等 1,000 300 430 660 730 230

※フェリー便 手打運賃はドック時の寄港時に限り適用します。

【問合せ先】甑島商船(株) ℡32-6458

商工観光課（℡33-5638）

甑島航路「フェリーニューこしき」の運賃改正について

ロータリークラブでは、若い職業人の国際的なプログ
ラムである「研究グループ交換」の参加者を募集してい
ます。これは事業あるいは専門職務に携わる若い人々の
教育的経験の場として、海外での各種活動に参加するプ
ログラムを通じて国際理解と親善を推進するものです。
○派 遣 先 フィンランド南東部
○派遣期間 2010 年４月中旬～5 月中旬
○募集人員 ４人（鹿児島県２人・宮崎県２人）
○旅 費 等 往復旅費及び滞在費（原則としてホームス

テイ）はロータリークラブが負担
○そ の 他 資格要件として鹿児島県・宮崎県に居住す

る満25歳から満40歳までの人で英語会話
能力のある人などの要件項目が設けられ
ております。詳しくは下記ホームページ、
もしくはロータリークラブ担当までお尋
ねください。

○応募締切 ６月 30 日(火)
○選考面接日 ７月 26日(日)（鹿児島市）
○連 絡 先 串木野ロータリークラブ

担当 小原功三（℡33-1801）
http://ri2730.org

企画課（℡33-5628）

海外職業・文化研修チームメンバー募集
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納税者の利便性を図る観点などから、市県民税の公的
年金等からの特別徴収(引き落とし)が平成21年10月支
給分の年金から始まります。

○次の要件(①～④)全てに該当する方が年金特別徴収
の対象となります。〈対象外の方は、普通徴収(納付書
や口座振替)での納税となります〉

①平成 21年４月１日現在、65歳以上である方
②年額18万円以上の公的年金等の受給者(遺族年金や

障害年金は対象外)で、公的年金等に係る市県民税
を納税される方

③介護保険料が年金から特別徴収される方
④年金特別徴収される市県民税額が特別徴収の対象

となる公的年金等(老齢基礎年金等)の額を超えない方

※対象となる方は原則として年金特別徴収となります。
（本人の意思による納税方法の選択は認められておりません）

※年金特別徴収は、平成 21 年 10 月支給分の年金から始
まります。そのため、平成 21 年度の市県民税のうち
半分の額については、平成 21 年６月と８月に普通徴
収での納税となります。

※今まで公的年金等に係る市県民税は給与から特別徴
収できましたが、地方税法の改正によりできなくなり
ました。

○対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金等を含む全ての公的年
金等の額に応じた税額で、その税額は老齢基礎年金ま
たは老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

この制度は、対象となる方の公的年金等に係る市県民
税が公的年金等から特別徴収となるものですが、税額の
計算方法に変更はなく、新たな税負担を生じることはあ
りません。公的年金等以外の給与所得や他の所得に係る
市県民税は、今までどおり給与からの特別徴収や普通徴
収での納税となります。

税務課（℡33-5616）

公的年金等に係る市県民税の納付方法が変わります

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 30 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）

※現況届の用紙は、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。

①平成21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21年1月1日現在お住まいの市区町村でとれます
②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

串木野庁舎市民課（℡33-5611）・市来庁舎市民課（℡21-5114）

児童手当等の現況届の提出について

市では、４月２日以降、定額給付金及び子育て応援特
別手当の申請のあった方で給付決定した方について、４
月 22日から順次、給付（口座振込）しています。

まだ定額給付金及び子育て応援特別手当の申請がお
済でない方は、お早めに郵送または申請窓口で申請し
てください。

なお、申請書は平成 21年３月 30日に郵送しています
が、申請書が届いていない方または申請書を紛失された
方は、下記担当までお問い合わせください。

申請期限は、平成 21年 10 月２日（金）（※当日消印
有効）です。申請期限までに申請がない場合は、給付を
辞退したことになります。

◆記入漏れや必要書類の添付漏れにご注意！
これまでに申請があった中に、申請書の必要事項（振

込または窓口給付の別や、振込先指定の金融機関名、口
座番号、口座名義など）の記入漏れや、身分証明書及び
指定振込口座通帳のコピーの添付漏れが見受けられま
す。記入漏れや必要書類の添付漏れがあった場合、給付
金の振込等が遅れることがあります。

申請書の記入漏れがないようにするとともに、
①本人確認のための身分証明書(免許証など)のコピー
と、

②金融機関への口座振込を希望される方は、通帳のコピ
ー〈通帳の金融機関名・支店名・口座番号・口座の名
義人（フリガナ）の記載があるページ〉を必ず添付し
てください。

その他、記入の方法や添付書類についてご不明の点があ
りましたら、下記担当までお問い合わせください。

○問合せ 総務課 定額給付金担当
福祉課 子育て応援特別手当担当
（℡33-5630）

総務課・福祉課（℡33-5630）

定額給付金及び子育て応援特別手当の申請は

お済みですか？

市内全世帯を対象に、次のとおりアンケートを行いま
すので回答をお願いします。
○調 査 内 容 住宅用火災警報器の設置の有無など
○調 査 期 間 平成 21年６月中
○アンケート票 各地区の行政嘱託員の方が配布・回収
○提 出 期 限 平成 21年６月末
※アンケートに関するお問い合わせは、消防本部または

いちき分遣所（℡21-5077）まで

消防本部（℡32-0119）

住宅用火災警報器の設置に関するアンケート


