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第４７号 （℡33-5672）

１

１ 次の対象者のスケジュールについて【１月20日現在】
接種

スケジュール
対象者

接種
回数

病院の窓口で
証明する物

２月１日
（月）～

健康成人
（19歳～64歳）

１回
「被保険者証」
「運転免許証」
「住民票」等

（※１）

１歳未満
の小児

２回
「被保険者証」
「母子健康手帳」
「住民票」等

（※１）１歳未満の小児については、予防接種によって
免疫をつけることが難しいため、新型インフル
エンザワクチン接種は推奨されませんが、有益
性とリスクを十分に考慮した上で１歳未満の
小児に新型インフルエンザワクチン接種を行
うことは差し支えありません。

２ 接種費用負担軽減対象者への追加について

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（※２）
3,600円 2,550円 無し

②高校３年生以下の者

【課税世帯】（※３）
1,600円 1,550円 2,000円

(注)

1,000円

(※２) 健康成人（19 歳～64 歳）、１歳未満小児の方
で①の方は全額免除です。

(※３) ②に１歳未満の小児が追加されます。
(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。
※その他の方の「費用負担軽減の内容」については広報

いちき串木野新年号（１月５日発行）をご覧ください。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

新型インフルエンザワクチン接種のスケジュールについて

12 月に実施の胃がん検診・腹部超音波検診を受診さ
れた方で、今までに紹介状の届いていない方につきまし
ては、精密検査を受ける必要はありません。

なお、腹部超音波検診を受診された方は、精密検査が
必要ない方も封書で結果が届きます。

串木野健康増進センター（℡33-3450）

胃がん検診・腹部超音波検診の結果について

平成 22 年４月から肝臓機能障害による身体障害者手
帳が交付されます。
○対象者
・認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
（認定基準：主として肝臓機能障害の重症度分類である

Child-Pugh 分類により判定し、３か月以上グレード
C に該当する方。ただし、診断前の６か月間にアルコ
ールを摂取している方などは対象になりません。）

・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
※手続き等、詳しい内容につきましては、福祉課または

健康福祉課へお問い合わせください。

福祉課（℡33-5619）・健康福祉課（℡21-5117）

肝臓機能障害による身体障害者手帳交付について

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

市民課及び羽島出張所に用意してあります。

番号
募 集

職 種 名
募集人員
（予定）

担 当 課 電話番号

1 社会教育指導員 １
教育委員会
社会教育課

21-5128

2 学校教育支援員 ６
教育委員会
学校教育課

21-5127

3 社会体育指導員 １
教育委員会
市民スポーツ課

21-5129

4
学校給食
調理補助員（1日）

２
串木野学校給食
センター

33-0239
5

学校給食
調理補助員（半日）

２

6 豊楽館指導員 １ 健康福祉課 21-5117
7 介護保険受付事務 １ 健康福祉課 21-5121
8 レセプト点検員 ２ 健康増進課 33-3450

9
家庭児童・
母子相談員

１ 福祉課 33-5620

10
市税滞納処理
事務補助員

１ 税務課 33-5615

11 土木作業員 ４ 土木課 21-5151

12
上下水道設備
台帳整理事務

２ 上下水道課 21-5158

13 住宅防火推進員 ６ 消防本部 32-0119

○雇用期間 平成22年4月1日～平成23年3月31日まで
（上下水道設備台帳整理事務は４月１日～９月30日、
住宅防火推進員は６月１日～11月30日）

○応募資格 (1)昭和 20 年４月 2 日以降に生まれた者
(2)市税等を滞納していない者

※その他の資格等、詳細については担当課にお尋ねください。
○応募手続

履歴書１通と申請書１通を串木野庁舎総務課、市来
庁舎市民課もしくは羽島出張所に提出してくださ
い。（提出書類は返却しません）
※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 ２月５日(金)～２月 26日(金)
（※ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。）

○受付時間 8：30～17：00
○選考方法 面接（面接の日時は、後日連絡します。）

※応募は、１人につき１職種となります。

総務課（℡33-5625）

臨時職員募集

第 57 回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月 20 日
(土)から２月24日(水)までの５日間、県下53区間589.0
ｋｍにわたって開催されます。

串木野中継所（Ａコープ串木野店前）を、大会２日目、
２月 21 日(日)11 時 40 分頃の通過予定です。沿道から
の多数のご声援と交通規制のご協力をよろしくお願い
いたします。
○コース 国道 3 号線を通過するコース

国道3号線(日置市方面)～串木野駅前～
串木野中継所～国道３号線(薩摩川内市方面)

市民スポーツ課（℡21-5129）

第 57 回県下一周市郡対抗駅伝競走大会について
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住 宅 名
建設年度
募集戸数

構造・設備 備 考

ウッドタウン
（多目的グラウンド

近く）

平成 21 年度

２戸

（新築）

木造２階建

３ＬＤＫ

水洗トイレ

単身入居

不可

○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 ２月５日(金)～２月 26日(金)
○抽 選 日 ３月４日(木) 10：00～

（串木野庁舎 2階会議室）
○入居予定日 ４月１日(木)
○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

都市計画課（℡21-5154）

市営住宅入居者募集

平成 22 年度県営住宅（いちき串木野市内の５団地）
の入居について、空き家待ち順位登録のための抽選が次
のとおり行われます。

なお、この抽選は，空き家が生じた場合の入居順番を
あらかじめ決めるもので、平成 22 年度中の入居を約束
するものではありません。
○申込書の配布・受付 ２月 22 日(月)まで

（9：00～17：00）
※申込書の配布については、市来庁舎都市計画課建築

係・串木野庁舎土木課分室係でも行っております。
○抽 選 日 ３月３日(水) 10：00～
○抽選場所 鹿児島地域振興局 日置庁舎

本館３階 第 1 会議室
※現在順番待ちの方は３月末で期限が切れますので、４

月以降も入居を希望するときは、新たに申し込みを行
う必要があります。

○問合せ及び申込先
日置市伊集院町下谷口 1960-1
鹿児島地域振興局建設部日置支所管理係

℡099-273-3111（内線 305）

都市計画課（℡21-5154）

県営住宅入居者募集

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 ３月８日(月)13：30～16：30

（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２月 26 日(金)までに商工観光課

へ申し込みください。（電話申し込み可）

商工観光課（℡33-5638）

クレジット・サラ金無料相談会

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。
○講座内容

講 座 名 受講期間
受講
時間

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)

3/2～3/25
毎週火・木曜日
(全８回)

18:30
～21:00

②文書作成基礎講座
(マウス・キーボード操作のできる方)

3/2～3/25
毎週火・木曜日
(全８回)

18:30
～21:00

③表計算基礎講座
(マウス・キーボード操作のできる方)

3/3～3/26
毎週水・金曜日
(全８回)

18:30
～21:00

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)

3/3～3/26
毎週水・金曜日
(全８回)

18:30
～21:00

⑤文書作成基礎講座
(マウス・キーボード操作のできる方)

3/2～3/25
毎週火・木曜日
(全８回)

13:00
～16:00

⑥表計算講座
(マウス・キーボード操作のできる方)

3/3～3/26
毎週水・金曜日
(全８回)

13:00
～16:00

○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）

○受 講 料 各 30,000 円（テキスト代を含む）
○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。（℡22-3873）
○受付時間 ９：00～17：00

（土・日・祝日は除きます）
○申込締切 ２月 19 日(金)まで
○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 年度一般選考
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。
・訓練科目 【室内造形科】二次募集(Ａ日程)

【建築工学科】二次募集(Ｂ日程)
【建 築 科】一次募集

・受付期間 2 月 12 日(金)～2 月 26 日(金)
・応募資格 室内造形科：中・高卒、一般

建築工学科：高卒以上
建 築 科：離転職者等

・選 考 日 ３月５日(金)
・選考場所 県立宮之城高等技術専門校
・選考方法 室内造形科：筆記試験(国語、数学)、面接

建築工学科：筆記試験(国語(現代文)、
数学Ⅰ)、面接

建 築 科：筆記試験(数学)、面接
・合格発表 ３月 11 日(木)
※応募書類は商工観光課の他、県内各中学校、高等学校、

職業安定所、県地域振興局にあります。
○問合せ 宮之城高等技術専門校(℡53-0207･FAX53-0993)

雇用保険受給者はハローワーク伊集院
(℡099-273-3161)へ

商工観光課（℡33-5638）

鹿児島県立宮之城高等技術専門校入校生募集
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観光客の皆さんを「おもてなしの心」で迎え、いちき
串木野をＰＲする「いちき串木野観光ボランティアガイ
ド（語り部）」を募集します。いちき串木野の自然や歴
史、文化などの素晴らしい魅力を、紹介してみませんか。
○募 集 期 間 ２月 15日(月)まで
○応募対象者 いちき串木野の歴史等に興味があり、観

光案内をしてみたいという方であれば
どなたでも応募できます。（資格や経験
の有無は問いません）

（※後日、講習会を開催いたします。)
○申込・問合せ いちき串木野商工会議所（℡32-2049）

商工観光課（℡33-5638）

観光ボランティアガイド(語り部)募集

市民のみなさまの多数のご参加・ご声援をお願いします。
○日 時 ２月 28 日(日) ９：00 開会式
○場 所 市来体育館
○試合方法 個人戦

種 目（クラス）
・混合ダブルス（初級・中級・上級）
・男子ダブルス（初級・中級・上級）
・女子ダブルス（初級・中級・上級）

※初級は、バドミントン経験の浅い人
○参加資格 市内に居住、勤務若しくは在学する中学生

以上の人または市内のバドミントンクラ
ブに加入している人

○参 加 料 １人一種目 1,000円（高校生以下500円）
（※参加料は、当日徴収します。）

○申込期限 ２月 19 日(金)まで
○問 合 せ バドミントン協会事務局

（総務課情報政策係 大井 ℡33-5633）
（選挙管理委員会 野元 ℡21-5125）

市民スポーツ課（℡21-5129）

第 46 回 市内バドミントン大会

鳥獣害防止施設整備事業（イノシシ用電気柵等の設
置）について要望調査を実施しますので、平成 22 年度
に設置予定の方で、下記採択基準を満たしている方は、
２月 15 日(月)までに串木野庁舎農政課（℡33-5635）・
市来庁舎産業経済課（℡21-5122）へご連絡ください。
○助 成 事業実施に要する経費の 2/3 以内
○事業採択基準 （必須条件となります）

・受益戸数 ３戸以上
・受益面積 おおむね 1.0ha 以上

農政課（℡33-5635）

鳥獣害防止施設整備事業要望について

公共下水道事業受益者負担金を現在納めている人、
または徴収猶予を受けている人で、次に該当する方は
変更届を提出してください。
①土地の売買や相続、贈与等により受益者が変更にな

った場合
②住所又は納入通知書等の送付先が変更になった場合

※変更届の用紙は、土木課分室係(串木野庁舎)もしく
は上下水道課(市来庁舎)にあります。

○問合せ 上下水道課（市来庁舎）

上下水道課（℡21-5157）

公共下水道事業受益者の変更はありませんか？

○内 容 春の訪れを感じさせるかわいい花達を寄
せ植えにします。

○日 時 ３月 13 日(土) 10:00～12:00
○募集定員 20 人
○対 象 市内に居住または、勤務している女性を優

先し、男性の方も受講できます。
○受 講 料 無料（ただし材料費実費負担）
○申し込み ２月 24 日(水)までに、来館または電話で

働く女性の家へお申し込みください。
(※定員になり次第締切)

○託 児 講座受講時間内の託児をします。
（満２歳以上～未就学児、申し込み時に届

出が必要です。）
※スコップ・エプロンを持ってきてください。

働く女性の家（℡32-7130）

いきいき女性講座
『春のガーデニング』受講生募集

国税の申告等に利用する電子証明書を平成 18 年度に
取得された方は、３年経過後に失効します。

申告等に利用される方は、早めに更新の手続をお願い
致します。更新手続は、失効の３か月前からできます。

期間の確認は、電子証明書取得時に発行した「電子証
明書の写し」をご覧いただくか、不明な場合は市民課窓
口に住基カードをご持参ください。

なお、更新の際は、住基カード、本人確認書類（運転
免許証または写真付きの住基カード等）と手数料 500 円
をご持参ください。
○問合せ 串木野庁舎市民課・市来庁舎市民課

串木野庁舎市民課（℡33-5611）・市来庁舎市民課（℡21-5114）

電子証明書(平成 18 年度取得者)
失効のお知らせ

平成 22 年４月１日付けで小学校及び中学校に入学予
定の児童・生徒の就学指定通知書を１月下旬に保護者宛
てに送付いたしました。

この通知書は、お子様が就学される学校を記したもの
で、重要な書類です。入学式当日に学校へ提出していた
だきますので、それまで大切に保管されますようお願い
いたします。

なお、就学指定通知書が届いていない方は、２月 26
日(金)までに必ず教育委員会学校教育課(市来庁舎)へ
ご連絡ください。

送付対象となる児童・生徒の生年月日

新小学１年生 平成15年４月２日～平成16年４月１日

新中学１年生 平成９年４月２日～平成 10 年４月１日

学校教育課（℡21-5127）

小学校・中学校４月 新入学生の保護者の皆様へ
～就学指定通知書は届いていますか？～

市立図書館では、ご高齢の方・障害をお持ちの方で
図書館を利用したくても、図書館まで行けない方のた
めに、定期的に本をお届け(宅配)しています。

詳しくは市立図書館まで、ご相談ください。

文化振興課（℡21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

本の宅配をしています



４

平成 22 年４月１日から火葬場使用料及び汲取手数料
の料金を改定します。
■火葬場使用料

種 類 現 行 改定後

管内

※１

13 歳以上 5,000 円 9,000 円
13 歳未満 3,000 円 5,000 円
死産児 2,000 円 4,000 円
改葬骨及び人体
の一部切断物

2,000 円 4,000 円

産汚物 500 円 1,000 円

管外

※２

13 歳以上 16,000 円 26,000 円
13 歳未満 12,000 円 18,000 円
死産児 8,000 円 12,000 円
改葬骨及び人体
の一部切断物

12,000 円 12,000 円

産汚物 1,000 円 2,000 円
※１ いちき串木野市並びに日置市東市来町、

伊集院町及び日吉町の区域
※２ その他の区域
火葬場使用料は昭和 63 年４月１日の改定以来据え置

きとなっておりましたが、その間、運営経費の増大によ
り、やむを得ず改定をすることになりました。
市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

■汲取手数料（消費税込）
種 類 現 行 改定後

し尿 7.35 円／㍑ 7.875 円／㍑
浄化槽汚泥 7.35 円／㍑ 7.875 円／㍑

※対象区域は、いちき串木野市及び日置市東市来町の区域

汲取手数料は、平成８年４月１日の改定以来据え置き
となっておりましたが、近年の燃料費高騰等により、や
むを得ず改定をすることになりました。
市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

いちき串木野市・日置市衛生処理組合（℡32-3612）

いちき串木野市・日置市衛生処理組合
料金改定のお知らせ

●老朽消火器をゴミとして廃棄処分しないでください。
●消防本部では引取り・廃棄処分できません。
●老朽消火器を廃棄処分する場合は、購入した販売店や

消火器取扱専門業者に引き取ってもらってください。
なお、この場合、廃棄処分手数料が必要となります。

●鹿児島県内における老朽消火器の連絡・相談窓口は次
のとおりです。

・ヤマトプロテック南九州㈱（鹿児島市下荒田 3-18-9）
（℡099-263-8765）
※メーカーが異なる場合は、その旨伝えてください。

●このほか老朽消火器の廃棄について、お尋ねしたいこ
とがありましたら消防本部へお問い合わせください。

消防本部（℡32-0119）

老朽消火器の廃棄処分について

○日 時 2 月 10 日(水) 10：00～15:00
○場 所 市来庁舎 3 階会議室
○相談員 川内年金事務所職員
※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）

年金相談所の開設

○受付会場 串木野庁舎 地下第１会議室
○受付時間 9：00～12：00、13：00～16：30
○申告に必要なもの

①印鑑
②収入及び必要経費を証明できる書類
・源泉徴収票、帳簿、領収書など

③控除に関する証明書
・社会保険料控除額証明書
※国民健康保険・介護保険・長寿（後期高齢者）
医療保険に加入されている方は、市県民税申告
書の封筒に社会保険料控除額証明書としてハ
ガキが同封してあります。（対象の方のみ）

・国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の支払
証明書など

申告期間中は大変混雑しますので、他の方の迷惑にな
らないよう、医療費や経費の領収書等は事前に整理して
おきましょう！

※税務署による確定申告記載相談会は今回から開催さ
れません。土地・株式等に係る譲渡所得などのある
方は、直接、税務署で申告してください。

～にせ税理士にご注意を！～
この時期になると、税理士の資格のない「にせ税理士」

が横行し、納税相談を受けたり、他人の申告書を作成す
るケースが見受けられます。法律に違反するだけでな
く、記載内容を誤るなど後々問題を引き起こすケースも
多々発生しますので、十分注意してください。

税務課（℡33-5616）

所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税・
介護保険料・長寿(後期高齢者)医療保険料の
申告受付〈２月 16 日(火)～３月 15 日(月)〉

男女共同参画の趣旨をより広く浸透させるため、キャ
ッチフレーズを募集します。
○募集内容 男性も女性も幅広い層の人たちに「男女共

同参画」を理解して頂けるようなシンプル
で心に残るキャッチフレーズ

○応募資格 どなたでも応募できます。ただし、個人に
よるものとします。作品は、未発表の自作
のものに限ります。

○応募期間 ２月 26 日(金)まで（必着）
○応募方法 官製ハガキ・電子メール・ファクシミリ１

通に１作品とし、住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を記入のうえ、次の宛先までお送
りください。

郵送の場合：〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1
内閣府男女共同参画局総務課
「キャッチフレーズ募集係」あて

ﾌｧｸｼﾐﾘ ：℡03-3581-9566（宛名は上記に同じ）
電子メール：男女共同参画局ホームページ

http://www.gender.go.jp/

企画課（℡33-5672）

「男女共同参画週間」のキャッチフレーズの募集

工業統計調査にご協力をいただきました事業所の皆
さまには大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。
また、今後とも統計調査にご理解とご協力をよろしく

お願いします。

企画課（℡33-5672）

工業統計調査のお礼

http://www.gender.go.jp/

