
○熱中症とは

　高温・高熱にさらされたり、激しい運動をしたり

したときにみられるさまざまな体の不調です。

　脈が早くなる、手足のけいれん、めまいなどには

じまり、重症例では意識障害やショックなどがみられ、

場合によっては死に至ることもあります。

　子どもや高齢者については注意して見守るように

しましょう。

　高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や体

調がよくないときなどは、特に注意が必要です。

○予防対策

　・暑い中での無理な運動はさける

　・水分を十分に補給する(就寝前を含めてこまめに)

　・通気性のよい服装にする　・体調を整える

　・帽子、日傘などで頭部を保護する

○応急処置

　・風通しのよい涼しい場所に移動する

　・水分を補給する　・体を冷やす

　※症状が改善しないときには、すみやかに医療機

　　関を受診しましょう。

　プールの特性を利用して、体重の1/4～1/6の重さ

で、いろいろな水中歩行をして、関節痛を軽くする

ための教室です。

　運動をしたくても、病気や過体重による関節痛や

腰痛のため、運動不足になっていた国民健康保険加

入者の方、ぜひ、ご参加ください。

○期　　間　９月10日～10月29日までの

　　　　　　毎週金曜日(計８回)

○内　　容　健康運動指導士による「健康講話」・「簡

　　　　　　単体力チェック」・「水中歩行運動やスト

　　　　　　レッチなどの簡単な運動」

○会　　場　市役所市来庁舎・市来ふれあい温泉セ

　　　　　　ンター

○参 加 料　1,100円程度(損害保険料・プール代)

○募集人員　25人(先着順)

○申込期限　８月27日(金)まで

○申 込 み　健康増進課保険給付係まで、電話で申

　　　　　　し込みください。

※持病のある方は、必ず主治医に相談され、申し込

　みください。

　８月14日(土)と15日(日)の２日間、木原墓地付近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行われま
すので、車の運転にはご注意ください。
　お墓参りに自家用車で来られる方は駐車場が狭く、両日とも混雑が予想されますので、誘導員の指示
に従ってください。木原墓地への入口は酔之尾交差点側、出口は神村学園前になります。
　また、両日とも木原墓地までの往復臨時バスが運行されます。できるだけバスをご利用ください。
〇臨時バス停留所
　　大原町(アポロ石油前)、旭町(タイヨー前)、元町(ビデオショップファミリー前)、浜町(げたや前)、
　　新潟(ふくだ文具店前)、浦和町(中新商店東側)、新生町(　田水産前)、小瀬(寿工業前)、
　　石川山(中華料理かみむら前)、塩屋町(旧新川石油前)、緑町(向井酒店前)、墓地
○料　金　　大人130円　　小人70円
○時　間　　始　発　16:20(30分～40分間隔で運行)   最終発　19:40(墓地の最終発20：20)
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所 得 割 額�　　　　        9.59％　� 　　　　   8.40％　�    　　△1.19
資 産 割 額� 　　　　      15.00％　� 　　　　  23.50％　�     　 　8.50
均 等 割 額� 　　　　     24,600円　� 　　　　 21,000円　�  　 △3,600円
平 等 割 額� 　　　　     29,400円　�　　　　  21,600円　�   　△7,800円
所 得 割 額� 　　　　       2.31％　�   　　　　 2.00％　�   　 　△0.31
資 産 割 額�　　　　       15.00％　�  　　　　  6.50％　�   　 　△8.50
均 等 割 額� 　　　　      1,800円　�  　　　　 4,500円　�   　  2,700円
平 等 割 額� 　　　　      1,800円　�  　　　　 5,100円　�   　  3,300円
所 得 割 額�　　　　       11.90％　�  　　　　 10.40％　� 　　 　△1.50
資 産 割 額�  　　　　     30.00％　�  　　　　 30.00％　�    　増減なし
均 等 割 額� 　　　　     26,400円　�　　　　  25,500円　�   　　△900円
平 等 割 額�　　　　      31,200円　� 　　　　 26,700円　�  　 △4,500円

国民健康保険税の税率について
　平成22年度からの国民健康保険税について、一人当り平均賦課額を7.6％減額し、次の表のとおり税率を
決定いたしましたのでご理解とご協力をお願いいたします。(平成22年４月１日から適用されます)

※介護分の税率に変更はありません。
※医療分の上限額が47万円から50万円に、支援分の上限額が12万円から13万円に変更になりました。
【非自発的失業者の保険税の軽減措置について】
　平成22年４月から非自発的失業(雇用主の都合による失業等)のため職場の健康保険を脱退し、国民
健康保険に加入された方の負担を軽減します。次の要件をすべて満たす方が対象で、軽減措置を受け
るには申請が必要となります。
　①平成21年３月31日以降に失業した方　　②失業時点で65歳未満の方
　③雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方
　この軽減措置は、保険税の所得割算定及び軽減判定をする際、非自発的失業者の給与所得を30/100
として算定します。離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民
健康保険の資格喪失までの期間です。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象とな
りますが、職場の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
※詳しい内容や申請などの手続きは、健康増進課(☎33-5613)、市来庁舎市民課健康福祉係(☎21-5117)
　へお問い合わせください。
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　デジタルカメラによる撮影の基礎知識の習得と
技能を高めることをねらいとした初心者対象のデ
ジカメ教室を開催します。
○日　時　９/７(火)･９/21(火)･10/５(火)･10/19(火)
　　　　　11/２(火)･11/16(火)の計６回　
　　　　　各日19:30～21:00
○場　所　中央公民館研修室
○受講料　受講料不要(材料費は自己負担)
　　　　　※デジカメは各自で持参してください。
○申込み　社会教育課、中央公民館、アクアホール
　　　　　に置いてある申込書に記入のうえ、
　　　　　８月19日(木)までに提出してください。
○定　員　15人
　定員を超えた場合は抽選となります。申込者が
少ない場合は開講しない場合があります。結果に
ついては各人に通知します。

　～地かえて祭り～の出店者を募集します。
　出店内容については、フリーマーケット等、ジャ
ンルを問いません。
　多数の応募をお待ちしています。
○日時　10月16日(土)９:00～21:00(予定)
　　　　10月17日(日)９:00～17:00(予定)
※10月16日は花火大会も予定されており、出店時
　間を午後９時まで予定しております。なるべく
　最後まで出店されるようお願いします。
○場所　串木野新港隣接会場(西薩町)
○小間　１小間(3.6ｍ×3.6ｍ)
○申込・問合せ
　８月20日(金)までに商工観光課へ(FAX可32-3124)
※出店申込書は、商工観光課、産業経済課、ドリー
　ムセンター、いちき串木野商工会議所、さつま日
　置農業協同組合串木野支所、串木野市漁業協同
　組合にあります。

比　較
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　毎年８月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念す
る日」です。本年も次のとおり、戦没者追悼式を
行ないます。
　遺族関係者をはじめ、市民の皆様の多数のご参
列をお願いします。
○日時　８月15日(日)　10:00～
○場所　市民文化センター

○家　　賃　入居世帯の所得に応じて次のとおり。

○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200，000円以上601，000円未
　　満であること
　・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　８月５日(木)～８月20日(金)
○抽 選 日
　８月25日(水)10:00～　串木野庁舎２階会議室
○入居予定日　９月中旬～下旬
○申込・問合せ
　・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)

　毎年恒例の鹿児島県小学生相撲選手権大会が次
のとおり開催されます。
〇期　日　８月８日(日)
〇場　所　市相撲競技場(えびすが丘)
〇開会式　９:30～
※市民の皆様のご声援をお願いします。

○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　８月５日(木)～８月13日(金)
○抽 選 日
　◎ひばりが丘団地
　８月18日(水)10:00～　串木野庁舎２階会議室
　◎日ノ出住宅
　８月18日(水)14:00～　市来庁舎１階会議室
○入居予定日　９月1日
○申込・問合せ
　・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)

200,000円以上322,000円未満　　　50,400円

322,000円以上445,000円未満　　　55,100円

445,000円以上601,000円未満　　　59,900円

　月額所得　　　　　　　家賃（月額）

ウッドタ
ウン
(脳神経外
科近く)

建設年度
募集戸数

構造・設備 備考住宅名

単身
入居
不可

木造２階建・
３ＬＤＫ・
水洗トイレ

公
募
住
宅

平成10年度
１戸

ひばりが
丘団地
(串木野だ
いわ近く)

日ノ出住宅
(市来庁舎
近く)

建設年度
募集戸数

構造・設備 備考住宅名

単身
入居
不可

単身
入居
不可

中耐５階建
(４階)・３Ｄ
Ｋ・水洗トイレ公

募
住
宅

平成元年度
１戸

平成14年度
２戸

中耐４階建
(４階・１階)
３ＤＫ・水洗
トイレ

○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)
○託　児　受講時間内の託児をします。(満２歳以上～未就学児)申し込み時に届出をしてください。
○申込み　８月26日(木)までに、来館または電話で働く女性の家へ申し込みください。
　　　　　(受付時間：火曜～土曜、９:00～17:00、月曜日は休館)

講 座 名　　　 期　日　　　　時 間　　定員　回数　　　　　講　座　内　容 (用意するもの)

南の国にいる気分で楽しく踊って心身共に健康
に！(動きやすい膝下丈のスカート)

手作りでヘルシーな料理。簡単で身近な家庭料
理を学びましょう！(エプロン、三角巾)

フラダンス

簡単家庭料理

９/７～11/16
第１・３火曜日

９/11～２/12
毎月第２土曜日

10:00～
　11:30

９:30～
　12:00

20人　６回

20人　６回



　市の社会体育の普及振興と競技力の向上を図る
ために、スポーツ競技の国際・全国・九州大会に
出場する個人または団体に出場補助を行います。
○補助対象大会
　都道府県教育委員会及び(財)日本体育協会並びに
その傘下の団体が主催または共催するｱﾏﾁｭｱｽﾎ゚ ﾂー大会
○補助対象者
　市内に住所を有するまたは市内の小・中学校、
高校に通学している児童及び生徒並びに社会人(大
学生等を含む)で日本または九州並びに県代表・
選抜チームの一員として出場した方
※ただし、推薦または自由参加により出場する大
　会は対象外
※当該年度における同一の補助対象者への補助金
　交付は、国際、全国、九州大会それぞれ１回限り
○補助金の額

○問合せ　詳細につきましては、市民スポーツ課
　　　　　へお問い合わせください。

○講 座 名　おもしろパソコン塾「わくわく楽しい
　　　　　　ワード１」基礎からじっくり入門編　
○内　　容　・パソコン・ワープロ最初の一歩
　　　　　　　(ウィンドウズ操作・文字入力基本)
　　　　　　・同窓会等の案内状・楽しくめくる
　　　　　　　カレンダー作成
○日　　時　８月24日(火)・31日(火)９月７日(火)・
　　　　　　14日(火)・21日(火)・27日(月)の計６回
　　　　　　各日19:00～21:00
○場　　所　市来地域公民館
○募集人員　10人(定員を超えた場合は抽選を行い、
　　　　　　結果を個人ごとに通知します)
○対 象 者　市内に居住する一般成人の方でパソ
　　　　　　コン・ワープロを初めて利用される方
○受 講 料　3,500円(※教材費・材料費を含む)
○申込方法　FAXまたは電話で郵便番号・住所・氏
　　　　　 名(ふりがな)・年齢・性別・電話番
　　　　　　号をお知らせください。
○申込期限　８月16日(月)
○申込・問合せ　中央公民館(☎・FAX33-5655)
　　　　　　　　受付時間９:00～17:00

【いちき串木野市奨学生】
○資　　格　本市に１年以上在住している方の子弟で、
　　　　　　　学資の支弁が困難と認められる方
　　　　　　・連帯保証人は、保護者と本市に在
　　　　　　　住する方の２人
　　　　　　※すでに、他の奨学金(下記の金額以
　　　　　　　上)を借りている場合は、資格はあ
　　　　　　　りません。
○金　　額　高等学校、高等専門学校、専修学校
　　　　　　高等部及び特別支援学校高等部
　　　　　　　　　　　　　～月額15,000円以内
　　　　　　大学、専修学校、高等専門学校専攻課程
　　　　　　　　　　　　　～月額30,000円以内
○貸与期間　正規の修学期間
　　　　　　※今年度分の貸付は、10月から来年
　　　　　　　３月までの半年分です。
○募集人員  10人程度
○返還方法　卒業後１年経過時点から貸与月数の
　　　　　　２倍の月数以内に返還(無利子)
○申込方法　申込願書に、必要事項を記入のうえ、
　　　　　　教育委員会総務課(市来庁舎３階)へ
　　　　　　ご提出ください。願書は教育委員会
　　　　　　総務課に準備してあります。
○申込期限　８月27日(金)
○問 合 せ　教育委員会総務課

○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
　　　　　　業のためまたは仕事で使いたい方(女
　　　　　　性優先で男性の受講も可)
※Excel初級はパソコンの基本操作、文字入力が
　できる方が対象です。
○期　　間　９月３日～10月５日　毎週火・金曜日
○回　　数　各10回
○定　　員　各10人
○受 講 料　無料(ただし、テキスト代は受講生負担)
○申込方法　往復はがきに次の必要事項を記入し
　　　　　　て８月23日(月)までに必着するよう
　　　　　　に申し込みください。

①講座名②〒・住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥職
業⑦受講動機⑧託児の有無(昼間の講座のみ託児
をします。満２歳以上～未就学児)⑨パソコン持
参の有無⑩テキスト注文の有無(マイクロソフト
2000 Word初級・Excel初級　FOM出版を使います。
2100円)
※後日、返信用はがきで結果を通知します。
○申込・問合せ　いちき串木野市働く女性の家
　　　　　〒896-0035いちき串木野市新生町183

講 座 名 　　時 間　　　　　　内　容

入力基本操作・文書作成

表・グラフ・データベース

Word初級

Excel初級

10:00～
　　12:00

19:00～
　　21:00

１人につき
30,000円

１人につき
10,000円

１人につき
5,000円

国際大会
（国外）

国際大会
（国内）
全国大会

九州大会

１人につき
20,000円

―

１人につき
5,000円

１人につき
2,500円

１人につき
8,000円

１人につき
5,000円

小・中学生、
高校生

大会の区分 社会人
スポーツ
少年団



○参加資格　戦没者遺児
○申 込 み　(財)鹿児島県遺族会(☎099-812-8292)
○問 合 せ　(財)日本遺族会　福祉事業部事業課
　　　　　　☎03-3261-5521(内線　3656～3658)

　鹿児島県では、鹿児島県へのUIターン希望者、
鹿児島県内へ就職を希望される方を対象に、県内
就職合同面接会を実施します。
○日時　８月12日(木)　12:30～16:30
○場所　サンロイヤルホテル
　・参加料は無料です。事前申込みは不要ですが、
　　就職面接会ですので必要部数履歴書を持参く
　　ださい。
　・UIターン希望者以外にも来春卒業の学生(高
　　校生・中学生を除く)も参加できます。
　・参加企業とその企業概要を８月１日頃から県
　　のホームページに掲載予定です。
　・その他詳細については、県のホームページで
　　ご確認ください。

　排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施
されます。
○開 催 日 時　11月３日(水・祝)
　　　　　　　10:00～12:00
○開 催 地　鹿児島市・奄美市
　　　　　　　※試験会場については、受験票の
　　　　　　　　送付時に通知されます。
○願書の頒布　８月２日(月)頒布開始
○受験申込み　８月４日(水)～８月31日(火)
　　　　　　　８:30～17:15(土・日は除く)
○願書請求・受験申込先　
　　　　　　　市役所上下水道課(市来庁舎２階)
○試 験 問 題　社団法人日本下水道協会が作成す
　　　　　　　る共通試験問題とする。
○合 格 発 表　12月６日(月)

�

　市民の方で野菜を生産･販売される方を対象に
安心・安全な野菜作りについての講習会を開催し
ます。
　多数の皆様の参加をお願いします。
　受講希望の方は８月23日(月)までに農政課へ申
し込みください。
○日　時　８月26日(木)　13:30～15:30
○テーマ　秋植え野菜の栽培について
○会　場　串木野庁舎地下大会議室

　勤労青少年ホームでは、親子で一緒に料理を作
る一日教室を次のとおり開催します。
　夏休みの想い出に親子で協力し、おいしい料理
をつくりませんか！
○日　　時　８月22日(日)　17:00～19:00
○場　　所　勤労青少年ホーム(串木野IC近く)
○定　　員　12組(24人程度)
○参 加 料　500円(材料代)
○申込締切　８月18日(水)※定員になり次第締切
○申込・問合せ
　　　　　　勤労青少年ホーム(☎32-8770)
　　　　　  (日曜日以外の13:00～21:00受付)
※当日はエプロン・三角巾・持ち帰り用容器をご
　持参ください。
※参加は男女を問いません。

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進
協議会では、農業用廃プラスチック類の回収（市
来地域）を行います。
　農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
○回収日時　８月20日(金)　８:30～11:30
○回収場所　ＪＡさつま日置農協北部営農センター
　　　　　　(大里選果場)
○処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　廃プラ：農協口座で引落し扱いとな
　　　　　　ります。
○持参するもの　印かん
○注意事項
　★異物(排出ビニル以外のもの)が混入しないよ
　　うにお願いします。
　★空容器(ポリ・缶)については、キャップを取
　　り除き中身を洗浄してください。
　★運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書
　　面の携帯が必要になります。
○問合せ
　・ＪＡさつま日置農協　市来支所経済課(☎36-2311)
　・串木野庁舎　農政課農林係
　・市来庁舎　産業経済課農林係(☎21-5122)

実施地域   　　実施時期　　　　　　費用

フィリピン

トラック諸島

パラオ諸島

ソロモン諸島

ﾎ゙ﾙﾈｵ・ﾏﾚー半島

ミャンマー

インド

マリアナ諸島

マーシャル諸島

洋上慰霊

8/20

9/1

9/1

9/13

9/27

10/15

8/2

12/15

10/12

12/5

10/6～10/13

10/16～10/23

10/16～10/23

10/30～11/6

11/10～11/19

11/29～12/8

11/29～12/8

2/2～2/8

2/12～2/20

3/5～3/16

８万円

申込
締切



　次のとおり、公用車(マイクロバス)を売却します。

○売却車両

　◇車種・用途

　　普通・乗合・自家用

　◇車体の形状

　　　キャブオーバー

　　　　長さ　609cm

　　　　幅　　199cm

　　　　高さ　259cm

　◇車　　　　名　　ニッサン　シビリアン

　◇型　　　　式　　N-MW40　◇乗車定員　26人

　◇車 両 番 号　　鹿22　さ　4168

　◇初年度登録年月　　昭和61年５月

　◇走行距離数　　201,096km

　◇車　　　　検　　有効期限切れ(H22.6.11)

○申込方法

　購入を希望される方は、８月20日(金)までに総務

　課庶務法制係へ見積書を提出してください。

　(見積書様式は、串木野庁舎総務課及び市来庁舎

　市民課にあります。)郵送不可。

○購入(申込)条件

　(1)市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健

　　　康保険税に関し、滞納の税額がない方。

　(2)名義変更等全ての手続(所有者変更、登録番号

　　　変更、車庫証明、自動車税等)は購入者負担と

　　　し、物件の引渡は手続完了及び売却代金の納入

　　　を確認した後とします。

　(3)物件の購入者への引渡方法は、現保管場所で

　　　の現状引渡とし、引渡し後の不調や故障につ

　　　いての補償は一切行いません。また、引渡後

　　　に生じる一切の経費についても購入者が負担

　　　するものとします。

　(4)車両に表示してある「いちき串木野市」及び「シ

　　 ーサイドガーデンさのさ」の名称は、引渡後、

　　　購入者で抹消していただきます。

○最低売却価格　70,000円

　(1)消費税及び地方消費税相当額を含みません。

　(2)リサイクル料(預託金)相当額を含みます。

○物件の確認日時及び場所

　(1)日時　８月17日(火)  13:30～15:00

　※物件の確認を希望される方は、事前に総務課担

　　当者へ連絡してください。

　(2)場所　国民宿舎シーサイドガーデンさのさ

○購入者の決定

　最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効な

見積りをされた方を購入者とします。

１男子　※自衛官候補生募集計画

受付期間 隊別 試験
時期

採用予定
人員

合格
発表

採用時期

受付期間 隊別 試験
時期

採用予定
人員

合格
発表

採用時期

８月１日
～

９月10日

８月１日
～

９月10日

陸自　　未定
海自　　未定
空自　　未定
 計　　 未定

陸自　　未定

海自　　未定

空自　　未定

 計　　 未定

９月
18日

11月
11日
以降

３～４月
(平成23年)

９月
26日

11月
12日

３～４月
(平成23年)

２女子　※自衛官候補生募集計画

３自衛官等募集計画(２等陸士、２等海士及び２等空士を除く)

区分 採用予
定人員

受付
時期

試験
時期

合格発表 採用
時期

一
般
曹

候
補
生

航
空
学
生

看
護
学
生

陸

陸

陸

海

海

空

空

2,670人
(130人)
575人
(75人)
720人
(80人)

８月１日
～

９月10日

８月１日
～

９月10日

９月６日
～

10月1日

１次
９月18日
２次
10月中旬

１次
10月１日
最終
11月10日

１次10月
２次11月
最終１月
(平成23年)

１次
11月４日
最終
１月７日
(平成23年)

１次
９月23日
２次
10月16日
　～21日
３次
11月～12月

３～４月
(平成23年)

３～４月
(平成23年)

３～４月
(平成23年)

70人
(若干名) 

70人
(若干名) 

70人

１次
10月23日
２次
11月中旬

陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒
（
男
）

　詳細については、鹿児島地方協力本部薩摩
川内出張所にお問い合わせくだい。

　詳細については、鹿児島地方協力本部薩摩
川内出張所にお問い合わせくだい。

防
衛
大
学
校
学
生

一
般

推
薦

350人
(30人)

130人
(10人)

１次
11月６
･７日
２次
12月中旬

1次
12月３日
最終
２月10日
(平成23年)

１次
10月30日
10月31日
２次
12月

１次
11月30日
最終
２月10日
(平成23年)

４月
(平成23年)

４月
(平成23年)

防衛医科
大学学生

貸費学生

80人
９月６日

～
10月１日

９月 ９月 11月

９月～
10月

(注)１　採用予定人員等は、実行段階において一部変更する
　　　　ことがある。
　　２　採用予定人員欄中の（　）内は、女子の採用予定人
　　　　員であり、内数である。
※受付期間・試験期日については、変更になることもあります。
※詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所(担
　当者　玉城　☎22-2401)または市民課(串木野庁舎)へお問
　い合わせください。

平成22年度市職員採用試験を次のとおり実施します。
○試験日時　９月19日（日）
○申込期限　８月18日（水）
　詳しくは、7/20発行の広報いちき串木野または
市ホームページをご覧ください。



　経済産業省が５月18日に開催した公開ヒアリング
の開催結果について、下記により閲覧いただけます。
○期　間　８月31日(火)まで（土・日を除く９:00～17:00）
○場　所　串木野庁舎政策課、市来庁舎市民課、
　　　　　羽島コミュニティセンター
○問合せ　資源エネルギー庁電力ガス事業部
　　　　　原子力発電立地対策・広報室(☎03-3501-1873)

　総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放
送が見られない世帯<ＮＨＫ受信料全額免除世帯
が対象(※)>に対して、簡易なチューナーを無償
給付するなどの支援を行っています。
　なお、支援は現物給付です。ご自身で購入した
チューナー、アンテナ等の費用の精算はできません。
※ＮＨＫと受信契約が結ばれており、受信料全額
　免除の適用を受けていること。(具体的には、
　生活保護世帯、障害者がいる世帯で世帯全員が
　市町村民税非課税の世帯、社会福祉事業施設入
　所世帯)
　ＮＨＫ受信料契約、免除に関する問合せ
　ＮＨＫ視聴者コールセンター(☎0570-000588)
〇申 込 期 限　12月28日(火)まで(消印有効)
〇そ の 他　申し込みが締め切り間近になると、
　　　　　　　支援が平成23年度となる場合もあ
　　　　　　　ります。
〇支援申込・問合せ
　総務省地デジチューナー支援実施センター
　(☎0570-033840)
※上記の電話番号が利用できない場合は、☎044-969-5425へ
　(平日９:00～21:00、土・日・祝日９:00～18:00）
　ホームページ　http://www.chidejishien.jp

　調理や食事前の手洗いをしっかり行い、包丁や
まな板、台所も常に清潔にし、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。
　調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置し
ないようにしましょう。
　以上のことに気をつけて、食中毒を予防しましょう。

【学生納付特例の手続きはお済みですか？】
　学生納付特例制度とは、前年所得が一定以下で
ある20歳以上の学生の方が申請することにより保
険料の納付が猶予される制度です。(年度毎に申請
を行っていただく必要があります。)
　これは、将来、年金を受け取ることができなく
なることや、不慮の事故等により重い障害が残っ
てしまった場合に、障害基礎年金を受け取ること
ができなくなること等を防止するためのものです。
　この申請が承認されると、平成22年度の国民年
金保険料の納付が猶予されます。
　平成22年度の申請手続きがまだの方は年金手帳、
学生証をご持参のうえ、市役所年金窓口か川内年
金事務所窓口で手続きをしてください。

※詳しいことは、川内年金事務所または市役所
　年金担当までお問い合わせください。
　 川内年金事務所　　　　(☎22-5276)
　 市民相談係年金担当　　(☎33-5612)

マルチ商法とは？
「誰でも簡単に高収入が得られる」などをうたい文句に、消費者を商品・サービスの販売組織
に勧誘します。会員となった消費者は、さらに新規の加入者を勧誘し、ピラミッド型に会員を
増やしながら商品などを販売していく悪質商法で、ネットワークビジネスといいます。
※なお、商品等が介在しない金銭のみの配当システムは、いわゆる「ねずみ講」といって犯罪です。

■相談事例
　知人に誘われ健康や化粧品に関するセミナー(説明会)に参加し、その商品を販売するための組織に加入
する契約を結んだ。説明では契約料を払い、会員になると健康食品や化粧品が安く買え、他の人を加入さ
せたり、商品を購入してもらったりすると紹介料やボーナスが入ってくるので、簡単にもうかるというこ
とだったが、やっていく自信がないので解約したい。

　●「人を紹介するだけで手数料がはいる」など、楽をして簡単にもうかる話はありません。
　● インターネットを利用した勧誘も増加しているので注意が必要です。
　● どんなに親しい友人からの話でも、ビジネスやお金がらみの話には注意しましょう。人間関係を壊してしま
　　　うことも少なくありません。
　● 困ったときは、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。

トラブルにあわないために

　開催を予定していた次のイベントにつきまして
は、口蹄疫対策のために中止となりましたのでお
知らせします。
『羽島南方神社太鼓踊』８月22日（日）
『マリンビーチフェスタ2010inいちき串木野』８月29日（日）



　人が容易に出入りできる空

き家は、たばこの投げ捨て・

火遊び・放火等による火災発

生のおそれがあります。

　該当する空き家の所有者は

火災予防上、次のようなこと

に心掛けてください。

　１．人が容易に出入りできないように施錠する

　２．空き家の周囲に燃えやすいものを置かない

　３．ガスや電気を遮断する

※火災予防上、消防職員が空き家の実態調査をす

　ることがありますので、ご理解・ご協力をお願

　いします。

　県では、この期間中にテレビ、ラジオスポット
による啓発放送や新聞広告、じんけんフェスタ
2010の開催など､様々な人権啓発活動を集中的に
実施します｡
　私たちの社会には、同和問題をはじめ、子ども
や高齢者への虐待、女性、障害者等に関する人権
問題が、依然として存在しています｡
　これらの人権問題を解決するためには、一人ひ
とりがお互いの人権を尊重し、偏見や差別のない
社会の実現に向けて意識を高めていくことが大切
です｡
　この機会に、皆様も身近なことから人権につい
て考えてみませんか。
○問合せ　県庁人権同和対策課　(☎099-286-2574)

　大字が下名、上名、大里の地区について、区域が広範囲であることから、住所を聞いただけ
では、場所がわかりにくいとの指摘が以前から寄せられています。
　そのため、住民皆様の日常生活や市役所の住民サービスなどに不便や不都合が生じているこ
とから、新たな町名の設定や既存町の区域の変更による町名等整理事業を行い、住みよいまち
づくりを目指すこととしています。
　今後、実施地区への住民説明会等を行う予定です。事業実施につきまして、住民皆様のご理
解とご協力をお願いします。
○事業実施地区　大字の下名、上名、大里地区
○実施予定期間　・平成22年度～平成23年度　下名、上名(一部)地区
　　　　　　　　・平成23年度～平成24年度　上名、大里地区
※詳しくは都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
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