
　次のことに気を付けて、食中毒を予防しましょう。
○肉・魚・野菜等生鮮食品は、新鮮なものを購入
　しましょう。
○冷蔵や冷凍の必要な食品は、家に持ち帰ったら
　すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
○調理前や生の肉・魚・卵を触った後は、よく手
　洗いをしましょう。
○生の肉・魚・卵を扱ったまな板、包丁、器具等
　は十分に消毒しましょう。
○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。
○出来上がった料理は、室温に置かずなるべく早
　めに食べましょう。

　いちき串木野市シルバー人材センターでは、地
域社会における「教育」「子育て」「介護」「環境」等
の分野の需要に対応するため、会員の経験や技能
を活用し「シルバー見守り＆“ふれ愛”サービス
事業」を実施しております。お気軽にご利用くだ
さい。
①高齢者等生活支援・住宅用火災警報器等取り付け事業
　・家事援助サービス(清掃・調理・買い出しなど)
　・住宅用火災警報器の取り付け
　・住宅内外の段差解消・手すり取り付けなど、
　　高齢者等が住宅で安心かつ充実した生活がで
　　きるよう、きめ細かい支援を行います。
②ふるさと見守りサービス事業
　・故郷で生活される老親の安否確認
　・墓地の清掃、代理墓参、留守宅・田畑の維持
　　管理など遠隔地からの注文もお受けします。
③シルバー“ふれ愛”クラブ事業
　・会員や地域高齢者の多様な趣味活動を通じた
　　生きがい作りの支援(手芸小物作り・パソコン・
　　踊りなど)
　・育児や高齢者介護に悩む人々がお互いに相談・
　　交流する場所を提供します。
　・育児用品、介護用品等の再利用を図ります。
　　(まだ使えるけど不用となった物を無償提供してください)
　・洋服や和服などのリフォームをお引き受けし
　　ます。
④子育て支援事業
　・乳幼児の世話や保育施設等への送迎（徒歩）
　・産前、産後の家事援助サービス(洗濯・清掃・
　　調理・買い出しなど)など短時間の仕事もお
　　引き受けします。
※詳しくは、いちき串木野市シルバー人材センタ
　ーにお問い合わせください。会員の入会申し込
　みも受け付けております。
　　☎32-9000・FAX33-2266

　現在使用されている国民健康保険証の有効期限
は、７月31日までとなっています。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。
　７月14日(水)から28日(水)にかけて、国民健康保
険についての説明会と保険証切り替えを行います。
　日程(広報いちき串木野6/21号に掲載)を確認の
うえ、必ず切り替えてください。
※広報いちき串木野6/21号の市来庁舎市民課の
　電話番号に誤りがありました。ご迷惑をおかけ
　しました。
　正しくは【☎21-5117】になります。

○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 遠・学 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
※ 学 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、次の切り替えも同時に行います。お持
ちの方は保険証と世帯主の印鑑をご持参ください。
　・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

　いちき串木野市シルバー人材センターでは、シ
ルバー“ふれ愛”クラブ事業の一環として親子“ふ
れ愛”教室の参加者を募集します。

○申込期限　７月27日(火)まで
○申込・問合せ
　　(社)いちき串木野市シルバー人材センター
　　いちき串木野市栄町16番地
　　　☎32-9000・FAX33-2266

区　　分　　　親子料理教室　　　　　　工作教室

市内の小・中学生
(小学低学年は保護者同伴)

日　　時

場　　所

内　　容

参 加 料

　持参する物

募集人員

対　　象

８月６日(金)
　　　10:00～12:00

８月７日(土)
　　　9:00～12:00

働く女性の家
　　　　　　調理室

夏野菜を使ったおい
しいヘルシーな料理

シルバー人材センター
　　(栄町16番地)

標本箱

１人200円(保険料等)

エプロン、三角巾

12組

500円(材料費・保険料)

金づち

20人

市内の小学生と保護者
祖父母の方でも可



平成22年度受領委任払　登録施工業者一覧

　要介護（支援）認定者が､自宅に手すりの取付などの住宅改修をする場合､20万円を上限に費用の９割分が支

給されます。支給申請については【償還払方式】、【受領委任払方式】のいずれかを選択できます｡

　住宅改修費の給付を受けるには、下図①～⑦のとおり必ず改修工事の内容についてケアマネージャーと相談

のうえ、工事着工前に申請手続きを行ってください。

【受領委任払方式】は市に登録された下表の施工業者に限ります。

㈱石原建設

㈱植村組

㈱カクイックスウィング川内営業所

㈱西別府弘組

㈱本田建設（ライファ事業部）

木場建築

高橋建築

テクノ住設

三輪工務店

㈲上原施設

㈲ハマベ鉄工設備

㈲バリアフリーホーム

㈲古川建設

㈲安栄

㈲前田アルミ建材

㈲前田金物店

㈲ユリ産業

㈲ウェルフェア

㈾下麦建材店

㈲南州メディカル

前田工務店

㈱吉満組

和田建築

住まいるライフ㈱

南日本てすり販売㈱

川口建築

㈱大久保電気

㈱ミスミ建設

中木屋建築

㈲久木山建設

束田建材㈱

㈳いちき串木野市ｼﾙﾊ゙ 人ー材ｾﾝﾀー

㈲芹ヶ野建設

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

21

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

36-2207

22-1515

21-1513

32-3404

36-2285

36-4395

32-6340

32-6213

36-3331

36-4703

35-1322

099-206-3433

32-2867

33-6302

36-4581

32-3137

22-1667

099-286-0702

23-3333

099-274-7273

36-2530

22-3930

32-7485

099-822-0137

099-285-0580

35-0191

25-3385

099-260-2225

33-1817

32-3663

22-7271

32-9000

32-3825

いちき串木野市

薩摩川内市

薩摩川内市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

鹿児島市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

薩摩川内市

鹿児島市

薩摩川内市

日置市

いちき串木野市

薩摩川内市

いちき串木野市

日置市

鹿児島市

いちき串木野市

薩摩川内市

鹿児島市

いちき串木野市

いちき串木野市

薩摩川内市

いちき串木野市

いちき串木野市

全33件（4番　14番　20番　22番　24番は欠番）

○介護保険住宅改修手続きの流れ

①ケアマネージャーに相談

②施工業者の選定、見積もり依頼

③市役所介護保険係へ事前申請

④工事の着工、完成

⑤工事代金支払い

⑥市役所介護保険係へ事後申請

⑦住宅改修費の支給

【償還払方式】 【受領委任払方式】

施工業者は

自由に選べます

施工業者は

下記の登録業者のみ

工事費の10割分を支払います

たとえば20万円の工事の場合

20万円業者に支払います

工事費の１割分を支払います

たとえば20万円の工事の場合

２万円業者に支払います

ご利用者本人に直接

市から９割分支払われます

20万円の場合、18万円です

施工業者へ直接

市から９割分支払われます

20万円の場合、18万円です

住宅改修工事代金支払い方法

登録番号　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　 所在地　　　　　　　　　　　電話番号



　特定健康診査について、いちき串木野市の国民
健康保険に加入されている40歳以上の対象の方に
受診券を送付しております。有効期限は平成22年
12月31日です。
　特定健診は、生活習慣病の前段階である、メタ
ボリックシンドローム及びその予備群の方を早期
に見つけるための健診です。
　まだ特定健康診査を受診していない方は、ぜひ、
下記の指定医療機関に予約をして受診してくださ
い。
　受診券を失くされた方は、健康増進課保険給付
係で再交付を受けてください。

　毎年、海の日に市民の環境に関する意識啓発と
海岸等の美化活動を目的として、市民一体となっ
たボランティアによる清掃活動「海の日海岸クリ
ーン作戦」を実施しています。皆様の多数のご参
加をお願いします。
○日時　７月19日(月・祝)
　　　　午前６時30分より１時間程度
○清掃場所及び集合場所
　・土川漁港　→　土川漁港付近
　・羽島漁港　→　羽島漁港前
　・横須海岸　→　さつま日置農協羽島支所前
　・白浜海岸　→　白浜温泉下付近
　・荒川海岸　→　荒川川河口付近
　・野元海岸･串木野新港　→　新港(公設市場駐車場)
　・五反田川(水源地付近) →　山之神水源地前
　・串木野漁港　→　串木野漁港(内港)付近
　・長崎鼻公園　→　長崎鼻公園入口(小瀬港側)
　・照島海岸　→　照島コミュニティセンター前
　・市来海岸　→　市来漁港･市来中学校裏
　　　　　　　　　地域で指定された場所(川南)
○持参品　手袋、タオル、レーキ、帽子等
　　　　　(お持ちの方は、ご持参ください)
※参加者は、最寄の海岸の集合場所に午前６時20
　分までに集合してください。
※場所によっては駐車場が狭いところがあります
　ので、近所の方は、自家用車の利用はご遠慮く
　ださい。
※ボランティア活動のため、危険な箇所での作業
　はしないでください。また、自分の体調に合わ
　せて参加、作業をされますようお願いします。

○年に１回、健診を受けましょう！

○場　所　働く女性の家
○対　象　『夏休み親子ふれあい講座』は市内の小中学生の親子。（おじいちゃん、おばあちゃんでもOK！）
　　　　　『いきいき女性講座』は市内に居住または､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、材料費は実費自己負担）
○申込み　７月24日(土)まで
　　　　　電話か、来館して申し込みください。 (定員になり次第締切)
○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、事前に申し込みください。

子供が大喜び！！ご飯でサンドイッチむすびを作ります。

エプロン、三角巾、材料費600円

陶芸を楽しく体験し思い出に残る作品を作りましょう。

エプロン、材料費1，500円

親子料理教室

親子陶芸教室

８月３日(火)

８月４日(水)

９:30～
　12:00

９:30～
　12:00

12組

10:00～
　12:00

12組

20人

講　座　名　　　期　日　　時　間　定員　　　　　　　　内容・持ってくる物

【夏休み親子ふれあい講座】

【いきいき女性講座】

毎月第１土曜日、全８回の講座です。美味しいおやつを
手作りで！！お菓子作りのプロから学びます。エプロン、
三角巾、材料費(１回)600円

お 菓 子 作 り
８月７日(土)
　　～
３月５日(土)

市来内科
えんでん内科クリニック
金子病院
京町内科・脳神経クリニック
串木野内科・循環器科
久米クリニック
知花内科
新山内科医院
いちき串木野市医師会立脳神経外科
センター
野辺ひふ科クリニック
花牟　病院
春田クリニック
冨宿医院
ふくもと整形外科・内科クリニック
藤井クリニック
牧野医院
まきのせ泌尿器科
丸田病院
和田外科医院

36-5000
32-7000
33-0011
32-2855
33-2211
32-7663
32-8151
36-2255

32-9999

33-0250
32-3281
33-2882
32-3024
32-4145
32-8000
35-0017
33-0122
32-2263
32-4185

電 話 番 号医 療 機 関 名



○対象者　市内小学生30人
○日　時　７月27日(火)　９:30～14:00
○場　所　串木野高齢者福祉センター　集会室
○内　容　①非常炊き出し体験　②折り紙
　　　　　③疑似体験(高齢者、車椅子、アイマスク)
　　　　　　④デイサービスでふれあい交流
　　　　　⑤昼食(非常炊き出しの試食)　
　　　　　⑥反省会
○申込み　７月20日(火)までに電話またはFAXで
　　　　　社会福祉協議会いちき串木野市ボラン
　　　　　ティアセンターへ
　　　　　　☎32-3183・FAX32-4094

　今年も、照島海岸で市来若者隊主催のビーチバ
レーボール大会を開催します。
　市民の皆様の参加をお待ちしております。
○日　　時　８月29日(日)　８:30～16:00
○場　　所　照島海岸
○募集内容　高校生以上の男女４人１チーム
○募集チーム数　72チーム
○募集期間　７月８日(木)～14日(水)
○問 合 せ　マリンビーチフェスタ2010実行委員会
　　　　　　(市来若者隊)
　　　　　　☎090-9491-5291　有村まで

　串木野生活学校では、環境に優しい「米の研ぎ
汁EM発酵液を使った廃油石鹸づくり」を行います。
　みなさん多数のご参加をお待ちしています。
○日　時　７月28日(水)　９:30～11:30
○場　所　市民文化センター　ロビー
○当日持参するもの
　・ふたの付いたペットボトル(1.5ℓか2.0ℓの空容器)１本
　・軍手     ・材料代　100円         
○参加申込・問合せ　社会教育課
※お手元に廃油・賞味期限切れ油がありましたら
　ご持参ください。

○日　時　７月10日(土)　10:00～12:00
○演　題　「○△□串木野あれこれ」今村隆雄氏
　　　　　御倉町公民館長11年、かごしま検定グ
　　　　　ランドマスター、ニュース時事能力検
　　　　　定２・３級、かごしま弁検定修士号合
　　　　　格と話題は豊富｡
○場　所　中央公民館(資料代 300円)
※どなたでも参加できます。お気軽におこしください。

　市民の健康づくりをみんなで考える機会として、
「健康なまちづくりフォーラム(自殺対策講演会)」
を開催します。
　どなたでも参加できますので、多くの市民の皆
さまのご参加をお願いいたします。
○期日　８月１日(日)
○場所　いちきアクアホール
○時間　13:30～15:30　(受付13:00～)
○内容　講演「自殺の現状について」
　　　　講師 ＮＰＯ法人 自死遺族支援ネットワ
　　　　　　　ークＲｅ代表　山口和浩先生

　川薩人材育成センターでは、プリザーブドフラ
ワー講座を開催します。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フレッシュなみずみずしさ
をそのままに長期保存ができます。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。

○申込締切　８月16日(月)までに必着
○申込方法　往復はがきで申し込みください
　　　　　　(往信用)講座内容･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･問合せ　〒895-0044　薩摩川内市青山町4597
　　　　　　川薩人材育成センター(☎22-3873)

○日　　時　７月31日(土)
　　　　　　・8:00～9:00　クリーンフェスティバル
　　　　　　　集合場所:Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
　　　　　　・9:00～12:00 マリンスポーツ大会
　　　　　　　集合場所:Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
○内　　容　艇庫周辺(野元海岸)の清掃及びカヌー・
　　　　　　ヨットの試乗体験、カヌー競争等
○参加資格　小学３年生以上
　　　　　　※試乗体験は小学２年生以下も可
　　　　　　(小中学生は保護者の承諾が必要)
○参 加 料　無料
○申込方法　７月23日(金)(期日厳守)までにＢ＆
　　　　　　Ｇ海洋センター体育館へ
○問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター(☎32-8994)
　　　　　　　(指定管理者　(株)日本水泳振興会)

講座内容 日　　程 　時　　間　 定員　  受講料

秋の香り
のアレン
ジ

午前の部
10:00～12:00

午後の部
13:30～15:30

　6,000円
(受講費2,000円
花材費4,000円)

各部
 5人

9/15(水)

〈プロフィール〉



　～食と農の大切さ、地域の良さを伝えたい～

　生活研究グループが食と農の体験型ツアーを実

施します。

　生産者と交流し、畑で育てられる野菜を実際に

見て、触って、自分で選んで、収穫。採れた野菜

でバーベキューをします。

　家族で畑へ繰り出し、食と農を楽しく学んで、

夏休みの思い出を作ってみませんか？

　いちき串木野市・日置市衛生処理組合では、臨

時職員を募集します。

　応募をされる方は、履歴書をいちき串木野市・

日置市衛生処理組合事務局(いちき串木野市下名

410番地1)に提出してください。

【串木野衛生センター】

○募集人員　１人

○雇用期間　平成22年８月１日～平成23年３月31日

○応募資格

　(1)昭和25年４月２日以降に生まれた者

　(2)管内居住者(いちき串木野市及び日置市東市来町)

　(3)市税等を滞納していない者

○仕事内容　し尿収集作業等

○勤務場所　串木野衛生センター

○勤務時間　８:30～16:30

○勤務日数　原則として平日

○受付期間　７月12日(月)～７月16日(金)

○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)

「豊かな森林づくり」と「県民みんなで森林を守
り育てる意識を高める」ため、森林環境税は役立
てられています。県では、森林環境税を活用した
取組みを広くＰＲするために、シンボルマークを
募集します。
※最優秀作品:１点(賞金５万円)
　応募者が小･中学･高校生の場合は図書券
○募集期限　７月20日(火)当日消印有効
○応募方法  次のものを封書で、郵送してください
　①応募作品（次のいずれかによる）
　　・Ａ４サイズの白色用紙に描いた作品
　　・電子データの場合は、JPEG形式でCD-Rに保
　　　存したものと、それをＡ４サイズに出力し
　　　たものの両方
　②作品の簡単な説明文(意図等を説明したもの)
　③住所、氏名(ふりがな)、電話番号を明記したもの
※学生の場合は、学校名も明記してください。お
　一人様何点でも応募できますが、用紙1枚につ
　き1点とします。また、応募作品は自作・未発
　表のもので、第３者の権利を侵害しないものに
　限ります。
○応募・問合せ先
　〒890-8577
　鹿児島市鴨池新町10番１号
　鹿児島県　環境林務部　地球温暖化対策課
　森林吸収源対策係　
　「森林環境税シンボルマーク募集係」
　　　　　　　　　　　　　　☎099-286-2546

【推薦選考】
　平成23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・建築工学科
○受付期間　９月１日(水)～９月17日(金)
○応募資格　平成23年３月高校卒業見込者
○選 考 日　10月１日(金)
○選考方法　筆記試験(数学Ⅰ)、面接
※応募書類は県内各中・高等学校、職業安定所、
　学校ホームページにあります。
【オープンキャンパス開催！】
　中高生・一般を対象に木工・建築大工の体験入
校生を募集します。
○期　　日　７月28日(水)　9:00～12:30
○申込期限　 ７月22日(木) 
○募集人員　先着30人
○参 加 費　無料(一日傷害保険に加入、一人100円程度)
※詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください
○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

７月28日(水)

いちきアクアホール

8:20(15:30終了予定)

・ 畑での野菜収穫体験、生産者交流

・ ｢はんごう｣でごはん炊き

・ 採れたて野菜でバーベキュー

・ 昔の遊び体験(缶ぽっくり作り他)

※内容は変更になる場合があります。

小学生及び保護者(父母または祖父母)20人

(定員になり次第締切)

※小学生未満（幼児）はバス内にて席不要

　であれば参加可能

小学生以上1人　1,000円、幼児　500円

汚れてもよい服装、帽子、タオル、飲み物、

エプロン、三角巾、バッグ(収穫野菜入れ)

７月20日(火)までに農政課または

生活研究グループ会長松下洋子さんへ

（☎・FAX 32-1155）

開催日
集合場所

集合時間

内　容

対象者

参加費

用  意
する物

申込み



　海上保安庁では、海上保安大学校学生及び海上

保安学校学生の募集を行います。

　試験日程、受験資格については次のとおりです。

【海上保安大学校】

　○試験日程

　　・受 付 期 間  ８月26日(木)～９月７日(火)

　　・第１次試験  10月30日(土)～10月31日(日)

　○受験資格

　　　高等学校またはこれと同等と人事院が認め

　　る学校を卒業し、または卒業する見込みであ

　　り、入学する年の４月１日現在で21歳未満の

　　必要な受験資格を満たしている方

【海上保安学校】

　○試験日程

　　・受 付 期 間  ７月20日(火)～８月３日(火)

　　・第１次試験  ９月26日(日)

  ○受験資格

　　　高等学校またはこれと同等と人事院が認め

　　る学校を卒業し、または卒業する見込みであ

　　り、入学する年の４月１日現在で24歳未満の

　　必要な受験資格を満たしている方

　なお、受験資格、受験手続等の詳細は、海上保

安庁ホームページをご覧いただくか、第十管区海

上保安本部までお問い合わせください。

○問合せ  

　第十管区海上保安本部

  〒890-8510  鹿児島市東郡元町４番１号

  鹿児島第２地方合同庁舎５階第十管区海上保安本部

　総務部人事課 ☎099-250-9800・FAX099-250-9850

海上保安庁ホームページ

http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/bosyu/index.htlm

○開 講 式　７月21日(水)　18:30～20:00
○場　　所　串木野西中学校プール
○期　　間　７月21日(水)～８月11日(水)
　　　　　　(全10回毎週月、水、金曜日開催予定)
○対 象 者　小学４年生～一般男女
　　　　　　(小学生については保護者の送迎が必要)
○定　　員　30人(定員になり次第締切)
○保 険 料　・小中学生　　　600円
　　　　　　・高校生以上　1,600円
○申込方法
※７月12日(月)午前９時から申し込み受け付けを開始します。
　市民スポーツ課にある所定の申し込み用紙に必
要事項を記入(小中学生は保護者承諾印が必要)の
うえ、保険料を添えて、市民スポーツ課へ申し込
みください。

　放送大学では、平成22年度第２学期(10月入学)
の学生を募集しています。
　放送大学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８月31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。

　鹿児島調停協会では、調停制度の普及事業の一
環として調停に関する無料相談会を下記のとおり
開催します。
　予約制ではありませんので、当日相談会場で直
接受付をしてください。
○日　　時　７月17日(土)　９:30～15:00
○相談会場　かごしま市民福祉プラザ５階 中会議室
　　      　(鹿児島市山下町15-１ボランティアセンター)
　　　　　　☎099-221-6070
○相 談 料　無　料
○相談内容　交通事故による損害賠償、土地建物
　　　　　　の売買、金銭の貸借、土地の境界、
　　　　　　騒音等をめぐる近隣トラブルなどの
　　　　　　民事上の悩み事や、婚姻、離婚、夫
　　　　　　婦・親子関係、扶養、相続等に関す
　　　　　　る家族・親族間のもめごとなどにつ
　　　　　　いての調停手続きの利用
○担 当 者　民事調停委員、家事調停委員
　　　　　　※相談者の秘密は固く守られます。
○問 合 せ　鹿児島調停協会　鹿児島市山下町13-47
　　　　　　鹿児島地方・家庭裁判所内
　　　　　　☎099-222-7121(内線4550)

交通事故無料相談
　(社)日本損害保険協会では、交通事故でお困

りの方々の自賠責保険や任意自動車保険の請求

について、無料で相談に応じています。

○相談日（電話相談可）

  月曜日～金曜日（祝日を除く）

  9：00～12：00   13：00～17：00

○弁護士無料相談（予約制、面接可能な方のみ）

  毎月第２・４木曜日  13：00～16：00

○問合せ先

  社団法人日本損害保険協会

  鹿児島自動車保険請求相談センター

  ☎099-252-3466



　介護支援専門員実務研修受講試験が行われます。
○試 験 日 時　10月24日(日)　10:00から開始
○試 験 会場　鹿児島市及び奄美市
○受験手数料　8,600円
○受験申込期限　７月30日(金)まで　※当日消印有効
○受験願書｢受験の手引｣の請求及び申込書の提出先
　鹿児島県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　介護支援専門員試験係
　〒890-8517
　鹿児島市鴨池新町１-７　県社会福祉センター６階
　☎099-258-1172・FAX099-250-9363
○問合せ受付　平日(月～金)9:00～17:00

　毎年７月は“社会を明るくする運動”強調月間
です。
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯
した人たちの更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　凶悪事件が増加している背景には、地域社会や
家庭が持っていた犯罪抑止力や教育力といった「地
域力」が低下してきていると考えられています。
　家庭の対話を充実させて、家庭の絆を強化する
など、地域住民が一体となって犯罪や非行を未然
に防ぐための活動を推進し、明るい地域社会を築
きましょう。
○行動目標
　①犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
　②犯罪や非行に陥らないように地域社会で支え
　　よう
　③これらの点について、地域社会の理解が得ら
　　れるように協力しよう
○重点事項
　「立ち直りを支える取組についての理解促進」
　「犯罪や非行をした人たちの就労支援」

　今年10月１日、全国で一斉に行われる国勢調査

に向けて、実施本部が７月１日に市役所内に設置

されました。

　９月下旬から調査員が各世帯をお伺いします。

市民の皆様のご理解とご回答をお願いします。

　浄化槽を設置していらっしゃる方は、法律で浄

化槽の保守点検(通常、ご契約の専門業者が行う)

や清掃(衛生センターによる汚泥の汲取り)を行う

とともに、県知事による指定検査機関〈(財)鹿児

島県環境センター〉による定期検査を受けること

が義務付けられています。

　定期検査の対象となる方には、事前に検査機関

からハガキ等で連絡がありますので、必ず検査を

受けていただきますようよろしくお願いいたします。

○検査手数料(５人～10人槽)

　・単独処理浄化槽　　4,000円

　・合併処理浄化槽　　6,000円

○問合せ　(財)鹿児島県環境検査センター

　　　　　　☎099-223-3185

　中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に

基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度で

す。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利

で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

○問合せ

　中小企業退職金共済事業本部(☎03-3436-0151)



　ハローワークでは、来春の中学校、高等学校卒
業予定者の学卒求人の受付を開始しております。
　今年の状況は、新聞等の報道にもありますよう
に、過去５年間で最低の就職率となっており、来
春卒業予定者についても非常に厳しい状況が予想
されます。
　そのため事業主の皆様には、来春卒業予定者の
ための求人をなるべく早めにご検討いただき、一
人でも多くの学生が地元で就職できるよう、応募
の機会を与えていただきますようご理解とご協力
をお願いいたします。
○問合せ　ハローワーク伊集院
　　　　　☎099-273-3161

○日  時　７月14日(水)　10:00～15:00

○場  所　中央公民館　２階小会議室

○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。

　厳しい雇用環境の改善に向けて、国が雇用安定

のために特別対策として実施している助成金や奨

励金制度の説明会を、事業主の方を対象に次の日

程で実施されます。

○日　時　７月８日(木)　13:00～16:15

　　　　　鹿児島市ホテルウェルビューかごしま

　　　　　７月22日(木)　13:00～16:15

　　　　　薩摩川内市ホテル太陽パレス

○参加費　無料(ただし事前申し込みが必要)

○申込み・問合せ　

　社会保険労務士法人ヒューマンサポートふるさと

　ハローワーク就職支援事業担当(☎099-298-5411)

　市民の安心・安全を守るため、日夜頑張ってい

る消防団員が、日ごろ訓練した消防ポンプ操法の

技術を披露する大会が開催されます。

　皆様方の多数のご参観、ご声援をお願いします。

○日時　７月18日(日)

　　　　８:00～12:30頃(雨天決行)

○場所　日置北部公設地方卸売市場

　　　　駐車場(西薩町)

◆事例１
　駅前を歩いていたとき、小学生らしき女の子が左斜め後ろからローラー付シュ
ーズで滑ってきた。避けようとして転び、右腕を地面に打ち付けて、骨折した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20歳代　女性）
◆事例２
　スーパーの店内で、ローラー付シューズを履いた子どもにぶつかられて、１歳
と３歳の子どもがしりもちをついた。危険な靴だと思うが規制などはないのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30歳代　女性）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜ひとことアドバイス＞
　ローラー付シューズとは、かかと部分に格納式のローラーが付いているスニー
カー状のシューズで、つま先をあげるとローラースケートのように滑ることがで
きます。
　交通のひんぱんな道路で、ローラー付シューズで遊ぶことは、道路交通法の禁
止行為に当たります。 公共施設、店舗内、駅など人の多いところや、交通のひ
んぱんな道路では、ローラーを使える状態のまま履かないようにきちんと子ども
に説明し、理解させましょう。 



　みどりと花に満ちた安らぎと潤いのある郷土づ

くりのため、いちき串木野市みどり推進協議会が

中心となり、「緑の募金」を実施したところ、市民

の皆様方の温かいご理解とご協力により、市内各

公民館から、1,418,400円(平成22年５月31日現在)

の募金が集まりました。

　皆様の善意による「緑の募金」は、森林の整備

や緑化の推進等に活用させていただきます。地域

や公民館等で緑化活動を実施する時は苗代を助成

しますので、ご相談ください。ご協力ありがとう

ございました。

　庭木や垣根の枝などの道路へのはみ出しや、側

溝の上にフラワーポットなどを置いてあるのが見

受けられます。道路側にはみ出すと道路が狭くな

り、通行などの際に大変危険です。

　通行者の迷惑にならないよう、責任を持って管

理しましょう。

○テレビの音声も受信できるラジオがあ

　りますが、これらのラジオは、アナロ

　グ放送の音声部分を受信しています。

○2011年７月24日までに地上アナログテ

　レビ放送が終了し、地上デジタル放送

　に完全移行することにより、こういっ

　たラジオでテレビの音声を聞くことは

　できなくなります。

○ふだんからラジオでテレビ放送を聞い

　ている人は、買い替えの際や地デジ移

　行後の利用の仕方について注意が必要

　です。

○ＦＭ、ＡＭラジオ放送は、移行後もこ

　れまでどおり聞くことができます。

○他にも、契約や訪問販売などで心配事

　や困った事があるときは、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。

○期　間　７月21日（水）～８月31日(火)
○時　間　９:00～18:00
○入場料　未就学児(無料)
　　　　　小中学生(100円)
　　　　　大　　人(210円)
○問合せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
　　　　　いちき串木野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　☎32-8994
※ただし、７月21日から開設となりますが、当日
　は10：00からプール開きを行い「景品付スーパー
　ボール掴取」を実施いたしますので多数のご来
　場をお待ちしております。

〇場　所　市民プール(市来庁舎隣)
〇期　間　７月21日(水)～８月31日(火)
〇時　間　９:00～12:00、13:00～18:00
〇入場料　未就学児(無料)
　　　　　小中学生(100円)
　　　　　大　　人(210円)
〇問合せ　期間中の休場日等詳細につきましては、
　　　　　　　市来体育館(☎36-2881)
　　　　　　　(指定管理者：(株)日本水泳振興会)
　　　　　　※但し、月曜日は休館日です。その
　　　　　　　際は、西手(☎090-5937-9675)まで。
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