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新型インフルエンザ予防接種の実施に伴う、接種費用の負担軽減の対象者として新たに「１歳から高校３年
生以下」が追加されました。

対 象 者
接 種 免 除 額 自 己 負 担 額

１回目 ２回目 １回目 ２回目

① 生活保護世帯・非課税世帯 3,600 円 2,550 円 無 し

② １歳から高校３年生以下（※）【課税世帯】 1,600 円 1,550 円 2,000 円 1,000 円（注）

（※）高校３年生以下とは・・・平成３年４月２日以降に生まれた者
（注）２回目を１回目と異なる医療機関で接種した場合、自己負担額は 2,050 円となります。
上記の方で 11/20 日以前に接種された方または市外の医療機関で接種される方については、下記の場所で
償還払い（払戻し）の申請を行ってください。
償還払い申請場所 健康増進課（串木野庁舎）、串木野健康増進センター健康福祉課（市来庁舎）

必要書類等
①領収書 ②接種済証(幼児は母子手帳の記録で可) ③口座番号の控え ④印鑑
※また、「生活保護世帯･非課税世帯」の方は、上記に併せて資力証明書（生活保護世帯）、

非課税証明書（非課税世帯）が必要になります。

【11 月 24 日現在】 次のようなスケジュールで接種が行われます。

接種スケジュール 対象者 接種回数 窓口で証明する物

11 月 20 日～
妊婦

１回
「母子健康手帳」

基礎疾患（最優先）
※主治医が判断します。「かかりつけ医」以外で接種する
場合は「優先接種対象者証明書」が必要となります。

基礎疾患（１歳～小学３年生） ２回

12 月７日～
基礎疾患（その他） １回
小児（１歳から就学前）

２回
「母子健康手帳」、「住民票」、「被保険者証」等

12 月 18 日～
小学校１～３年生
１歳未満児等の保護者 １回
小学校４年～６年生

２回
「被保険者証」、「学生証」、「住民票」、「運転免許証」等

１月上旬～ 中学生
１月中旬～ 高校生
２月中旬～ 高齢者 １回

※スケジュールはあくまでも目安で、対象者とワクチンの供給量との関係から変更になる場合がありますのでご
了承ください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

新型インフルエンザ予防接種の接種費用負担軽減について

平成 21 年 10 月 30 日より、特定疾患治療研究事業の
対象疾患が追加されました。
○追加される１１疾患

・脊髄性筋萎縮症 、球脊髄性筋萎縮症
・肥大型心筋症、拘束型心筋症
・ミトコンドリア病、黄色靱帯骨化症
・リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）
・重症多型滲出性紅斑（急性期）
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
・間脳下垂体機能障害

【ＰＲＬ分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、
ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＴＳＨ分泌異常症、
クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症】

○追加となる疾患の医療費助成について
平成 21 年 12 月 31 日までに申請があった方について
は、平成 21 年 10 月１日以降の当該疾患に係る医療費
について、医療費助成の対象とします。

○申請の受付について
平成 21 年 12 月１日(火)から （予定）

○申請手続きについて
申請書類は最寄りの保健所までお尋ねください。

○問合せ先 伊集院保健所 疾病対策係
℡099-273-3111（内線 208、209）

串木野健康増進センター（℡33-3450）

特定疾患治療研究事業の対象疾患の拡大について

次のとおり、献血を実施します。現在インフルエンザ
等の流行で輸血用血液が大変不足しています。

多くの方々のご協力をよろしくお願いします。
○日時及び場所
・12月 13 日(日) 10:00～16:00

【いちき串木野市ふれあいフェスタ会場(いちきアクアホール)】
・12月 22 日(火) 10:00～12:00，13:00～16:30

【市民文化センター】
○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。

※200ｍｌ献血は、当日の必要な数を満たしている場合は献
血をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

献血のお知らせ

10 月に実施しました肺がん検診・喀痰検査・結核レン
トゲン間接撮影(巡回)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。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

肺がん検診・喀痰
かくたん

検査・結核レントゲン間接撮影の結果について
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○日 時 12 月 13 日(日) 9：00～16：00
○場 所 いちきアクアホール敷地内
○内 容 地元産の農産物の展示販売、まぐろのかぶと

焼き、しし鍋などの無料配布。
愛の献血コーナーやスタンプラリー方式抽
選など盛りだくさんです。また、ホール内で
は、保育所のお遊戯、レクダンス、ジャズバ
ンドなど各種イベントを予定しています。

※市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています
○問合せ いちき串木野市ふれあいフェスタ実行委員会

（産業経済課水産商工観光係内）

産業経済課（℡21-5124）

いちき串木野市ふれあいフェスタ開催

職員厚生会事務局職員を募集します。
応募をされる方は、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人
○業務内容 職員の福利厚生等に関する業務

（基本的なパソコン操作ができる方）
○募集期間 12 月 15 日（火）まで
○勤務場所 串木野庁舎総務課
○勤務時間 8:30～17:00（土、日及び祝祭日を除く）
○勤務開始日 平成 22 年１月から
※詳細については、総務課人事係へお問い合わせください。

総務課（℡33-5625）

臨時職員募集のお知らせ

県では、働きたいと考えている女性の方を支援する講
座生を募集しています。講座では自己分析ノウハウと自
己 PRのコツを伝授します。
「私らしさ発見・これからの私」２回連続講座
○日時 第１回 平成 22 年１月 27 日(水)13：00～15：30

第２回 平成 22年２月 ３日(水)13：00～15：30
○場所 かごしま県民交流センター
○対象者 就職活動中の学生・再就職を考えている方

就労を考える全ての方（いずれも女性）
○参加料 無料（※託児あり）
○申込・問合せ 県男女共同参画センターハーモニー推進課

TEL099-221-6603 FAX099-221-6640
E-mail:harmony@kagoshima-pac.jp

○申込締切 12 月 20 日(日)

企画課（℡33-5672）

就職活動応援セミナー（女性のチャレンジ支援事業）

知的障害、精神障害、認知症などの障害で判断能力が
十分でない方が、不利益を被ることがないように援助し
て行く制度としての成年後見制度について説明会を開
催します。また希望者に対しては個別の無料相談会にも
専門の司法書士が応じます。
○日 時 平成 22 年 2 月 16 日(火) 13:30～15:00

個別相談会 15:15～16:30（事前に予約が必要です）
○場 所 いちきアクアホール 多目的室
○参加費 説明会・個別相談会とも無料

※ただし会場の関係で参加希望の申し込みが必要です
○申込締切 平成 22 年１月 20日(水)
○申込み先 健康増進課地域包括支援センター ℡21-5172

健康増進課（℡33-5613）

成年後見制度説明会及び相談会の開催について

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。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。

○講座名

講 座 名 受講期間 受講
時間 受講料

①ホームページ
作成基礎講座

(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/5～1/28までの
毎週火・木曜日
(全８回)

18:30
～

21:00
30,000円

②文書作成
基礎講座

(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/5～1/28までの
毎週火・木曜日
(全８回)

18:30
～

21:00
30,000円

③表計算
基礎講座

(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/6～1/29までの
毎週水・金曜日
(全８回)

18:30
～

21:00
30,000円

④データベース
基礎講座

(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/6～1/29までの
毎週水・金曜日
(全８回)

18:30
～

21:00
30,000円

⑤プレゼンテーション
基本講座

(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/9～2/27までの
毎週土曜日
(全８回)

13:00
～

16:00
30,000円

⑥CAD基本講座
(マウス・キーボード
操作のできる方)

1/9～2/27までの
毎週土曜日
(全８回)

13:00
～

16:00
30,000円

※受講料にテキスト代を含みます。
○定 員 各講座 10人

（やむをえず開講できない場合もあります）
○申込期限 12 月 21 日(月)まで
○申込方法 電話で川薩人材育成センターへ申し込み

ください。
○受付時間 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

商工観光課（℡33-5638）

パソコン講座生募集

平成 22 年度木工・建築大工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】一次募集（後期）

【建築工学科】二次募集（Ａ日程）
○受付期間 12 月 7 日(月)～平成 22年 1月 15 日(金)
○応募資格 中・高卒、一般

（ただし建築工学科は高卒以上）
○選 考 日 平成 22年 1月 29 日(金)
○選考方法 筆記試験（国語・数学）、面接
※応募書類は県内各中学・高等学校、職業安定所、県地

域振興局窓口、市役所にあります。
詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。
なお、学校を見学希望の方は随時見学ができます。

○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 番
℡0996-53-0207 FAX0996-53-0993

※雇用保険受給者は最寄りのハローワークへおたずね
ください。

商工観光課（℡33-5638）

県立宮之城高等技術専門校入校生募集
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住 宅 名 建設年度
募集戸数

構造・設備 備 考

①

随

時

受

付

住

宅

松下住宅

(冠岳小学校近く)

昭和 61 年度

１戸

木造平屋建

３ＤＫ・汲み取り

単身入居

不可

新田住宅
(串木野西中近く)

昭和 47 年度
１戸

簡耐２階建
２ＤＫ・汲み取り

単 身 入 居 可
(ただし60才以上)

森木住宅
(羽島郵便局近く)

昭和 41 年度
２戸

コンクリート
ブロック平家建

３Ｋ・汲み取り

単 身 入 居 可
(ただし60才以上)

冠岳住宅
(冠岳小学校近く)

昭和 40 年度
1戸

コンクリート

ブロック平家建
２Ｋ・汲み取り

単身入居可
(ただし60才以上)

②

公

募

住

宅

新田住宅
(串木野西中近く)

昭和 48 年度
１戸

簡耐２階建
２ＤＫ・汲み取り

単身入居可
(ただし60才以上)

芹ヶ野住宅

(芹ヶ野公民館近く)

平成元年度

１戸

木造平屋建

３ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

単身入居

不可

中組住宅

(川上ふれあい公園近く)

昭和 56 年度

１戸

簡耐２階建

３Ｋ・水洗ﾄｲﾚ

単身入居可

(ただし60才以上)

■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
①随時受付住宅 随時申込を受付けています
②公 募 住 宅 12 月７日(月)～18 日(金)

■抽選日
①随時受付住宅 抽選はありません
②公 募 住 宅
◎新田住宅 １戸 ・芹ヶ野住宅 １戸

12 月 25 日(金)10：00～ 串木野庁舎２階会議室
◎中組住宅 １戸
12月 25 日(金)14：00～ 市来庁舎１階会議室

■入居予定日 平成 22年１月８日(金)
■申込・問合せ

・都市計画課 建築係 (市来庁舎)
・土木課 分室係 (串木野庁舎) （℡33-5679）

都市計画課（℡21-5154）

市営住宅入居者募集について

放送大学では、平成 22 年度第１学期(４月入学)の学
生を募集しています。

放送大学ではテレビなどの放送を利用して授業を行
う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べます。

出願期間は、平成 21 年 12 月 15 日(インターネット出
願は 11 月 15 日より受付開始)から平成 22 年２月 28 日
まで。

資料を無料で差し上げています。
お気軽に、
放送大学鹿児島学習センター (℡099-239-3811)
までご請求ください。

放送大学ホームページでも受け付けております。

社会教育課（℡21-5128）

放送大学 ４月生募集のお知らせ

平成 21 年度「税に関する作文」で、次の方々が入賞
されました。おめでとうございます。
●鹿児島県納税貯蓄組合連合会長賞
《中学生の部》

市来中学校 ２年 内田 昂志 さん
●伊集院税務署長賞
《高校生の部》

神村学園高等部 ３年 赤松 美優 さん
《中学生の部》

神村学園中等部 ２年 甲斐 ななみ さん
●串木野日置地区納税貯蓄組合連合会会長賞
《中学生の部》

生冠中学校 ３年 木之下 滉大郎 さん
市来中学校 ３年 松山 こなつ さん
神村学園中等部 ２年 町田 美瑠稀 さん

また、日置地区租税教育推進協議会が募集した平成
21 年度「税に関する作品」で、次の方々が入賞されま
した。おめでとうございます。
●作文
《高校生の部》

最優秀賞 神村学園高等部 ２年 梅木 絢 さん
《中学生の部》

優秀賞 市来中学校 ２年 橋口 有華 さん
●ポスター
《中学生の部》

最優秀賞 市来中学校 １年 内匠 さやか さん
●標語
《中学生の部》

優秀賞 市来中学校 ３年 山下 修平 さん
優秀賞 市来中学校 ３年 久保 文乃 さん

《小学生の部》
優秀賞 串木野小学校 ６年 船蔵 颯 さん
優秀賞 串木野小学校 ６年 白石 侑也 さん
優秀賞 市来小学校 ６年 本田 遥香 さん
優秀賞 市来小学校 ５年 安倍松 聖奈 さん
優秀賞 荒川小学校 ２年 田島 穂実 さん

●習字
《小学生の部》

最優秀賞 市来小学校 ６年 東瀬戸 遥香 さん
優秀賞 土川小学校 ６年 折田 夏実 さん
優秀賞 串木野小学校 ５年 西元 耀星 さん
優秀賞 神村学園初等部 ４年 長﨑 琴弓 さん
優秀賞 照島小学校 ３年 上醉尾 真裕 さん

これらの作品は、「税を考える週間」の広報の一環と
して、去る 11 月 11 日から 17 日まで串木野、市来両庁
舎の玄関ロビーに展示されました。

税務課（℡33-5616）

入賞おめでとう ～税に関する作品～

平成22年いちき串木野市成人式を次のとおり開催します。
○日 時 平成22年1月３日(日)11：00～(受付10：30～)
○会 場 市民文化センター
○対象者 平成元年４月２日から平成２年４月１日ま

でに生まれた方
（市外在住の方も参加できます）

※ご家族・一般市民の方もぜひご列席
ください。

社会教育課（℡21-5128）

平成 22 年いちき串木野市成人式
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クレジットやサラ金などの多重債務の問題を抱える
方を対象に、次のとおり司法書士による個別無料相談会
を実施します。相談は予約制です。

なお、希望者多数の場合は、ご希望に添えない場合が
ありますのであらかじめご了承ください。
○開催日時 平成 22年 1月 8 日(金) 14:00～16:30

（相談時間は一人 30 分程度）
○開催場所 市役所（串木野庁舎）２階会議室
○申込期限 希望者は12月25日(金)までに商工観光課

へ申し込みください。

商工観光課（℡33-5638）

クレジット・サラ金無料相談会

最近、電力会社などの社員や関係者を装い『使用料金
のお知らせ(検針票)』などを使って使用料金を請求する
などといった、詐欺行為が発生しています。

検針票を使って、料金を請求することはありませんの
で、ご注意ください！！
『おかしい』と思ったら・・・
○身分証明書の提示を求めてください。
○不審と感じた場合は、電力会社や市役所など関係機関

へお問い合わせください。

商工観光課（℡33-5638）

公共料金等の集金を装った詐欺にご注意ください!!

次の社会体育施設が工事のため利用できる範囲が縮
小されます。

詳しくは市民スポーツ課までお問合せください。
〇施 設 長崎鼻公園ソフトボール場

市来運動場
市来弓道場

〇期 間 平成 22 年 1月 29 日（金）まで
〇問合せ 市民スポーツ課（市来庁舎）

市民スポーツ課（℡21-5129）

社会体育施設工事に伴う利用の制限について

現在、消費税の免税事業者の方で、平成 20 年分の所
得税の確定申告等において、消費税の課税売上高が
1,000 万円を超えた方は、平成 22 年分は消費税の課税
事業者となります。

この場合、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納
税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。

また、平成 22 年分が課税事業者となる方で、新たに
簡易課税制度の適用を受けようとされる方（平成 20 年
分の消費税の課税売上高が 5,000 万円以下の方に限ら
れます。）は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を平成
21 年中（12 月 31 日まで）に納税地の所轄税務署長に提
出することが必要となります。

詳しいことは、最寄りの税務署にお尋ねください。
○伊集院税務署（℡099-273-2541）※自動音声案内

税務課（℡33-5616）

－個人事業者の方へ－
消費税の届出書の提出はお済みですか？

固定資産税は毎年１月１日現在の所有者に課税され
ます。所有者が亡くなられた場合は、法務局での相続登
記等の名義変更手続きをお願いします。

相続登記等が年内に困難な場合には、被相続人にかか
る賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者
の届出を市役所へお願いします。これは、相続登記が完
了するまでの間、翌年度以降の納税通知書を相続人の代
表として受け取っていただく方を届出ていただくもの
です。

なお、12 月末日までに相続登記等を行った場合は届
出の必要はありませんが、登記していない家屋（未登記
家屋）がありましたら、「家屋名義人変更届」が別途必
要となります。

税務課（℡33-5617）

固定資産の所有者（納税義務者）が
亡くなられた場合の届出について

【12 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

12 月

12 日（土） ○月曜日 8:30～19:00
○土曜日 9:30～16:00

※その他の平日 8:30～17:15

14 日（月）
21 日（月）
28 日（月）

国民年金保険料はクレジットカードで納付できます！
【クレジットカードでの納付について】
事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料

を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジッ
トカード会社からカード会員の方に請求する方法です。
●金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提

示・お支払いいただく方法ではありません。
●過去の未払い分についてはご利用いただけません。
【お支払い方法】
毎 月
支払い

毎月の保険料を当月末に立替。割引額はあり
ません。

半年分
支払い
（前納）

４月分から９月分までの保険料を４月末に、
10月分から翌年３月分までの保険料を10月
末にそれぞれまとめて立替。
割引額は現金で半年分を前納いただく場合
と同様です。

１年分
支払い
（前納）

４月から翌年３月分までの保険料をまとめ
て４月末に立替。
割引額は現金で１年分を前納いただく場合
と同様です。

【お支払いについて】
○お支払いいただける保険料は、「定額保険料」及び「付

加保険料込みの定額保険料」となります。（保険料の
一部を免除されている場合はご利用いただけません）

○カード会社へのお支払回数は、１回払いのみとなりま
す。（分割払いやリボ払い等はご利用いただけません）

○クレジットカード支払いは、口座振替割引が適用され
ません。

【お申し込み方法】
申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付

（変更）申出書」に必要事項をご記入のうえ、川内社
会保険事務所へご提出ください。お申し込み後、カー
ド会社に確認を行い、ご利用いただけることが確認で
き次第、お客様にカード支払い開始の通知をお送りし
ます。
※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


