
　健康診査で「血圧が高め」といわれたことはあ

りませんか？

　高血圧は、今、話題のメタボリックシンドロー

ムの危険因子ともいわれています。

　今回、血圧が心配な方の健康相談を実施します。

　食事や日常生活について保健師、栄養士が個別

に相談に応じ、アドバイスします。

　自分の生活習慣について見直す機会でもありま

す。ぜひご参加ください。

○日  時　２月14日(月)，２月28日(月)

　　　　　９:00～16:00

○場  所　串木野健康増進センター

○内  容　検尿，体重・体脂肪測定，血圧測定，

　　　　　栄養相談，みそ汁塩分濃度測定等

○持ってくるもの　健康手帳，みそ汁(希望者は

　　　　　　　　　 みそ汁50mlをご持参ください)

※通常の定期健康相談も実施します。

　だれでもできるボウリング。親子や友達同士で

参加してみませんか。

〇日    時　２月20日(日)　10:00開会式

〇場　　所　串木野ゴールデンボウル

〇参加資格　小学生以上の方ならどなたでも参加

　　　　　　できます

〇競技方法　個人戦（クラス別）　

〇参加者数　42人になり次第締切

〇参 加 費　1,200円（高校生以下は1，000円）

〇申 込 先　２月16日(水)までに市ボウリング連

　　　　　　盟事務局・市役所行政改革推進課 

　　　　　　石元（☎33-5639）まで

　第58回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月19

日（土）から２月23日(水)までの５日間、県下53区

間589.0㎞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20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)

 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。今後

も健康の維持・増進を心がけ、年１回は検診を受

けましょう。

 また、自覚症状がある場合は、早めに医療機関

を受診しましょう。

　がんを切らずに治療できる粒子線治療の施設が

九州では初めて１月から指宿市のメディポリス指

宿(がん粒子線治療研究センター)に開業しました。

　痛みや熱を感じることなく、日常生活を続けな

がら治療が可能と注目されています。

【粒子線治療の特徴】

・粒子線治療は、水素イオンなどの粒子を用いて、

　がんの病的変化が起こっている部分のみを集中

　的に破壊する治療法で、正常細胞への損傷が少

　なくてすみます。

・働きながらの通院でも治療が可能

・速やかな社会復帰が可能

【治療について】

・１回の治療時間は20～30分程度で、実際に粒子

　線を当てる時間は１、２分程度となっています。

・治療期間は、早期の肺がんや肝臓がんで２週間、

　前立腺がんで7.5週間かかります。

【治療費について】

・粒子線治療の治療費は照射技術料、初診料、入

　院費など合計で300万円程度です。先進医療に

　指定されているので、入院費など一部が健康保

　険の適用となります。最近は、民間保険会社の

　多くが「先進医療特約」を設けており、こうし

　た特約を利用すれば、患者さんの負担も減ります。

○問合せ  財団法人メディポリス医学研究財団

　　　　　がん粒子線治療研究センター

　　　　　　指宿市東方5188

　　　　《患者さん相談窓口》 ☎0993-24-3456



　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27日(日)　８:45　開会式

○場　  所　市来体育館　

○試合方法　個人戦、団体戦

○種目(クラス) ・個人男子ダブルス

　　　　　　　　 【Ａ(上級)・Ｂ(中級)・Ｃ(初級)】

　　　　　　　 ・個人女子ダブルス

　　　　　　　 　【Ａ(上級)・Ｂ(中級)・Ｃ(初級)】

　　　　　　　 ・団体戦

　              【クラスはありません。】

　　※Ｃ(初級)は、バドミントン経験の浅い方。

　　※団体戦は、１チーム６人で、男女の区別は

　　　ありません。

○参加資格　市内に居住、勤務若しくは在学する

　　　　　　中学生以上の方、または市内のバド

　　　　　　ミントンクラブに加入している方

○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 み　２月18日(金)まで

※申込用紙等については、下記までお問い合わせ

　ください。

○問 合 せ　バドミントン協会事務局

　（市役所総務課情報政策係　大井　☎33-5633）

　（市役所選挙管理委員会　　 野元　☎21-5125）

○日　　時  ３月13日(日) ９:00開会式

○場　　所　いちき串木野パークゴルフ場

○競技方法 （１）競技は国際パークゴルフ協会　

　　　　　　　　 規則に基づいて行う

　　　　　  （２）18ホールストロークプレー

　　　　　　　　　※同順位の場合は、要項に記載

○参加定員　先着40組

○参 加 料　２人１組 2,500円（大会当日納入）

　　　　　　※コース使用料及び弁当代等含む

　　　　　　※クラブ・ボールをお持ちでない方

　　　　　　　は、無料で貸出します。

○申込期限　２月27日(日)  17:00まで

○申込方法　申込書にご記入のうえ、Ｂ＆Ｇ海洋

　　　　　　センター及びパークゴルフ場に申し

　　　　　　込みください。

　　　　　　※要項・申込書は下記施設にあります。

○問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）

　　　　　　パークゴルフ場　　（☎32-8118）

○内　　容　春の訪れを感じさせるかわいい花々

　　　　　　を寄せ植えにします。

○日　　時　３月12日(土)　10:00～12:00

○募集定員　15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 込 み　２月24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。

○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。

○日　時　３月６日(日)  10：00～16：00

○場　所　かごしま県民交流センター　県民ホール

　　　　 （鹿児島市山下町14-50）

○内  容

（１）シンポジウム・・・10：00～12：30

　    ①基調講演「協働と共創で地域を耕す」

　　  ②パネルディスカッション

　　　  「まちづくりを根っこから考え直す」

（２）ＮＰＯ等活動紹介・・・12：00～16：00(屋外)

　　　市民、行政、自治公民館、ＮＰＯ、企業な

　　　どが力を合わせて様々な地域の課題や福祉  

　　　などに取り組んでいく「協働」についてわ

　　　かりやすい話があります。

○参加料  無料

　放送大学では、平成23年度第１学期(４月入学)

の学生を募集しています。

　放送大学はテレビやラジオの放送を通して学ぶ

遠隔教育の大学です。

　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。



　レクダンスはいつでも、どこでも、だれでも楽

しく音楽に合わせて体を動かしますので、仲間つ

くり、体つくりに最適です。ぜひご参加ください。

○日    時  ２月17日(木)　１回目14:00～15:30

　　　　　　　　　　　　　２回目19:30～21:00

○場    所  勤労青少年ホーム

○参加資格  どなたでも参加できます。

○参 加 料  無料

○定    員  20人（先着順）

○申込締切  ２月15日(火)

○申込・問合せ  勤労青少年ホーム　☎32-8770

※日曜日を除く13:00～21:00までの間にお願いします。

　クレジットやサラ金の多重債務問題、訪問販売

などによるトラブルなど消費生活に関する問題で

お悩みの方を対象に、司法書士による無料相談会

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(火)  13：30～16：30

　　　　　　（相談時間は１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３月２日(水)までに商工観

　　　　　　光課へ申し込みください。

　物忘れの進行などや知的障がい、精神的障がい

などで判断力が十分でなくなってきた方の財産等

の管理面などに支援を行う法律的な制度としての

成年後見制度について、今年度も次の日程で説明

会を開催します。

　将来に不安をお持ちの方や家族など、市民の皆

様のご参加を受け付けます。また希望される方に

は司法書士による個別の無料相談会も予定してい

ます。

○日    時  ３月15日(火)  13:30～15:00

              （個別相談会 15:15～16:30）

○場    所  いちきアクアホール多目的室

○申込締切  ２月25日(金)

○申込・問合せ  地域包括支援センター

　　　　　　　　☎21-5172  (市来庁舎内)

※参加については無料ですが、事前に参加申し込

　みが必要です。

　ご家族の介護をされている方のためのリラック

ス教室を開催いたします。

　日ごろの心身の疲れと緊張を和らげるために、

ぜひご参加ください。

○日時・場所　　

  ２月28日(月)13:15受付 市来保健センター

　３月１日(火)13:15受付 串木野高齢者福祉センター

　  ※両会場とも15：00を終了予定としています。

○内   容　「ストレッチと香りで心と体の疲れを  

　　　　　　ほぐしましょう」

○募集人員　先着20人

　　　（介護をされている方であれば年齢は問いません）

○用意するもの　タオル・バスタオル各１枚、飲み物

○申込期限　２月18日(金)まで

○申 込 み  地域包括支援センター（☎21-5172）

※両日とも内容は同じですので、ご都合の良い日

　を選んで申し込みください。

「ポジティブアクション」（積極的改善措置）の取組

を促すためのキャッチフレーズを募集します。

○募集内容　「ポジティブアクション」をテーマ

　　　　　　としたキャッチフレーズ

　　　　　　（文字数等特段の制限はありません）

○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25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/

介護家族のためのリラックス教室レ ク ダ ン ス 体 験 講 座 生 募 集 ！

司法書士による消費生活無料相談会の開催

成年後見制度無料説明会及び相談会の開催

「 男 女 共 同 参 画 週 間 」 の
キ ャ ッ チ フ レ ー ズ の 募 集

ＪＣ杯 いちきくしきのかるたとり大会

　市内の小学生を対象とした、我がまちを題材と
したかるたとり大会を開催します。
　市民の皆様の多数のご来場をお待ちしております。
○日  時  ２月19日(土)  ９:00～13:00
○場  所  いちきアクアホール
○問合せ  (社)串木野青年会議所  ☎32-1315



次のとおり臨時職員を募集します。
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。

生涯学習活動の指導

・助言及び社会教育

の運営業務

児童・生徒の学習及

び生徒指導支援

学校給食調理補助

業務

（市来センター勤務）

学校給食調理補助

業務

（串木野センター勤務）

医療費レセプトの

点検及び分析業務

特定健診未受診者

に対するアンケー

ト調査

子育て支援業務等

町名等整備事業に

関する事務

町名等整備事業に

関する事務

市道、公園等の維持

補修及び除草作業

薩摩藩英国留学生の
資料収集に関する事
務

番号　募集職種名　　　　　　業務内容　　　　勤務時間　　 　資格等　　　　 賃金　　　担当課
募集
人員

社会教育

指導員

学校教育

支援員

学校給食

調理補助員

（１日）

学校給食

調理補助員

（半日）

レセプト

点検員

特定健診

未受診者

訪問調査員

子育て支援員

町名等整備

事業補助員

町名等整備

事業補助員

（半年）

土木作業員

（一般作業員）

薩摩藩英国
留学生資料
収集調査員

８：30
～
17：15
週４日勤務

８：15
～
16：00
（8：30～
　16：15）

８：00
～
16：00
給食実施日
月12日程度

８：30
～
12：00
給食実施日

９：00
～
17：00

13：00
～
17：00

８：30
～
17：00
週３日勤務

９：00
～
17：00

９：00
～
17：00

８：30
～
17：00

８：30
～
17：00

月額

103,000円

時給

740円

日額

5,100円

日額

2,550円

日額

5,000円

日額

5,000円

日額

6,100円

時給

740円

時給

740円

日額

6,600円

時給

700円～

社会教育課

☎21-5128

学校教育課

☎21-5127

串木野

学校給食

センター

☎33-0239

健康増進課

☎33-5613

　福祉課

☎33-5618

都市計画課

☎21-5152

　市民課

☎33-5611

　土木課

☎21-5151

　政策課

☎33-5628

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

２

６

１

２

２

２

１

３

２

３

２

医療事務

実務経験１年以上

看護師

普通自動車一種

保育士

普通自動車一種

パソコン操作

・串木野庁舎２人

・市来庁舎１人

パソコン操作

５～10月勤務

普通自動車一種

パソコン操作

教員免許または

学校教育・社会教育

に携わった方



○雇用期間  平成23年４月１日～平成24年３月31日

　　　　　　（ただし、⑥特定健診未受診者訪問調査員は６月１日から翌年３月31日まで、⑨町名等整

　　　　　　備事業補助員（半年）は５月１日から10月31日までです。）

○応募資格  (1)昭和22年４月２日以降に生まれた方

　　　　　　(2)市税等を滞納していない方

　　　　　　　　※その他の資格等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25日(金)まで  ※土曜日、日曜日、祝日を除きます。

○受付時間　８:30～17:00

　　　　　　※応募は、１人につき１職種です。

○選考方法  面接（日時は、後日連絡します。）

　いちき串木野市選挙管理委員会では、実際に選挙事務を経験し選挙への関心を高めていただくことを
目的に、平成23年４月10日に執行される鹿児島県議会議員選挙の選挙事務をしてくださる臨時職員を募
集します。
　ご希望の方は、次の内容をご覧のうえ、ご応募ください。
１．選挙事務従事内容

２．応募資格   次の①～④の条件をすべて満たしている方
　              ①いちき串木野市に在住する20歳から45歳までの方（平成23年４月10日現在）
　　　　　　　　　※選挙運動に従事される方は応募できません。
　              ②健康な方
　              ③通勤手段の確保ができる方
　              ④「事前事務説明会」に必ず参加できる方
　　               ○日　時　３月20日(日)　 14：00～15：00
　　               ○場　所　いちき串木野市役所　市来庁舎　３階会議室　
３．応募方法  申込書・誓約書にご記入のうえ、下記までなるべくご本人がご持参ください。
　　          ・応募期限　２月25日(金)  午後５時まで
　　         ・応 募 先  いちき串木野市選挙管理委員会(市来庁舎)または総務課人事係(串木野庁舎)
　                        ※申込書・誓約書は、いちき串木野市選挙管理委員会、総務課人事係にあります。
　　　　　　　　　　　　　　ホームページ上からも入手することができます。
４．そ の 他  ・投票事務、開票事務の両方に従事することもできます。
　            ・採用者については、３月７日(月)に採用通知を発送いたします。
　　　　　　　　※不採用者については、連絡しませんのでご了承ください。
　           ・投票事務従事場所の選考は、自宅住所・交通手段等を考慮し、選挙管理委員会事務局        
　　　　　　　　が行います。（交通費は、原則として自己負担となります。）
　           ・採用決定後に、応募資格を満たしていないことが判明した方については、後日、採用
　　　　　　　　を取り消す場合があります。
　            ・「事前事務説明会」の出席には、賃金の支払はありません。ただし、選挙事務従事をす
　　　　　　　　るためには、「事前事務説明会」の出席が必要条件となります。　

選挙事務アルバイト募集

13人　　　　　　　　　　　　　　　　　13人
　 　　　　　　　877円／時間

※投票事務に引き続き従事される方に
　ついては、夕食を準備いたします。

４月10日(日)
　19：00～21：00
投票用紙の開票分類

４月８日(金)または９日(土)の２時間
（※時間の詳細は後日連絡します）
投票所の設営準備

４月10日(日)  ６：30～18：30
有権者確認、投票用紙の交付等

投　票　事　務　　　　　　　　　　　　開　票　事　務

877円／時間
※昼食は各自でご用意願います。

３月20日（日）

市内13投票所　　　　　　　　　　　　いちきアクアホール

事 務 の 種 類
募 集 人 員

賃 金 ・ 食 事

事前事務説明会

勤 務 日 時
及  び

事 務 内 容

従 事 場 所



○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）

  ・世帯主が満60歳以上の高齢者であること

  ・持ち家がないこと

  ・世帯の月額所得が158,000円以下であること

  ・同居する家族がいること

　・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７日(月)～２月25日(金)

○抽 選 日  ３月３日(木)  10:00～　

　　　　　　串木野庁舎２階会議室

○入居予定日　４月１日(金)

○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）

　平成23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23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７日(月)～28日(月)

　　９:00～17:00　※土日祝祭日を除く

○抽 選 日  ３月10日(木)  10:00～

○抽選場所  鹿児島地域振興局日置支所

　　　　　　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。

○申込書配布・問合せ

　株式会社南日ホーム日置支所 ☎099-246-5502

　　日置市伊集院町下谷口1960-1

　　（鹿児島地域振興局日置支所　別館２階）

○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

　・世帯の月額所得が158,000円以下であること

　・同居する家族がいること

　・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

　・ウッドタウン(新築)

　　２月７日(月)～２月25日(金)

　・羽島，日ノ出住宅　

　　２月７日(月)～２月18日(金)

○抽 選 日

　・ウッドタウン(新築)

　　３月２日(水) 10:00～  串木野庁舎２階会議室

　・羽島，日ノ出住宅

　　２月23日(水) 10:00～  市来庁舎１階会議室

○入居予定日　

　・羽島，日ノ出住宅  ３月中旬頃

　・ウッドタウン　   ４月１日(金)

○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)

　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。

高齢者向け住宅入居者募集について 市 営 住 宅 入 居 者 募 集

工 業 統 計 調 査 の お 礼

単身入居

不可

住 宅 名　　            構造・設備　　  備　考
建設年度

募集戸数

酔之尾東団地

（旧雇用促進

　住宅）

中耐５階建（１階）

３ＤＫ・水洗トイレ

シャワー設置

昭和55年度

９戸

単身入居

不可

単身入居

不可

単身入居可

（但し

60歳以上）

住 宅 名　　            構造・設備　　  備　考
建設年度

募集戸数

ウッドタウン

（多目的グラ

ウンド近く）

羽島住宅

（羽島郵便局

近く）

日ノ出住宅

（アクアホー

ル近く）

木造２階建

３ＬＤＫ

水洗トイレ

中耐４階建（Ｄ棟

１階）・３ＤＫ

水洗トイレ

簡耐平屋建

２Ｋ

汲取りトイレ

平成22年度

２戸

（新築）

平成12年度

１戸

昭和40年度

１戸

県営住宅空き家待ち順位登録について



市有物件(旧市来一般廃棄物利用エネルギー
センター構造物)の売却について

財政課（☎33-5629）

　公共下水道は、市民の健康的で快適な生活環境を守り、
河川等の公共用水域の水質を保全するために欠かせない
施設です。
　その事業運営については、長期的展望にたち、計画的
な整備を進めるとともに施設の適正な維持管理を図るた
めの健全な財政基盤の確立が求められています。
　公共下水道事業におきましては、汚水処理の費用は使
用料で負担していただく仕組みになっていますが、一般
会計からの繰入金に依存する状態が続いています。また、
使用料は、隣接市と比較しても低い状況になっています。
　その為、利用者負担の原則を考慮し、下水道事業の経
営安定化のために、今回、平均19％の使用料改定をする
ものであり、ご理解くださるようお願いいたします。
　なお、改定後も隣接市と比較し低い使用料となります。

◆ 1か月に納めていただく使用料
　　　　　　　　　　　　　  （単位；円、消費税込）

汚水量によってそれぞれ異なりますので、目安と
してご覧ください。

323
383
578
757

　931
1,671

汚 水 量　　 改正後　  改正前　  引上額

10㎥の場合
20㎥の場合
30㎥の場合
40㎥の場合
50㎥の場合
100㎥の場合

1,275
2,175
3,325
4,575
5,925
13,175

952
1,792
2,747
3,818
4,994
11,504

○使用料単価

　　　　　　　　　　　　（単位；円、消費税込）

○使用料の計算例

　・20㎥の場合

　　①基本料金　　　725円

　　②従量料金　（10㎥×55円）＋（10㎥×90円）

　　　　　　　　　＝1,450円

　　使用料金　①＋②＝2,175円

一　
　

般　
　

用

395.85

55.65

84.00

95.55

107.10

117.60

130.20

135.45

395.85

10.50

725

55

90

115

125

135

145

150

725

13

～10㎥

11～20㎥

21～30㎥

31～40㎥

41～50㎥

51～100㎥

101㎥～

公衆

浴場

基本料金

従量料金（1㎥につき）

区　　　分　　　　　改正後　　改正前

使用料は、基本料金に従量料金を加えた金額になります。

従量料金
（1㎥に
つき）

基本料金

＜ひとこと助言＞

☆ 「戦時中の話を聞きたい」と、あたか

　 も取材だけが目的であるかのように高

　 齢者宅を訪問し、長時間話を聞き、断

　 りにくい状況にしたうえで、体験談を

　 載せたと称する本を高額で売りつける、

　 というトラブルが発生しています。

☆ このほかにも、シベリア抑留時の苦労   

　 話、国鉄職員や教員の時の体験談など、

　 本のテーマは様々です。

☆ 長い時間話を聞いてくれたからと言っ 

　 て、相手に遠慮することはありません。 

　 必要がなければきっぱりと断りましょう。

☆ 見知らぬ人を家に上げることに対して

　 は慎重に判断しましょう。

☆ 契約してしまっても、法律で定められ

　 た契約書面を受け取ってから８日以内

　 であればクーリング・オフが可能です。

　 消費生活相談窓口(☎33-5638)にご相    

　　談ください。



　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に対して、次の支援を行って
います。
(１)ＮＨＫ放送受信料が全額免除の世帯への支援
　[支援の対象]
　　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世帯。（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）
  [支援の内容]　
　　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー(１
　　台)の無償給付及び設置。（アンテナ改修等が
　　必要な場合は無償で工事を行います）
※(２)市町村民税非課税世帯への支援　(新規)
　[支援の対象]　
　　世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けて
　　いる世帯が対象。(ＮＨＫとの放送受信契約
　　が必要です)
　[支援の内容]　
　　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー(１
　　台)の無償給付及び設置・操作方法を電話で
　　サポート。（チューナーの訪問設置、アンテ
　　ナ改修等は行いません）
　[必要書類]
　　住民票の写し(世帯全員分)、世帯全員分が非
　　課税である証明
　※非課税の内容については、平成21年以降の所
　　得にかかるもので、平成３年４月２日以降に
　　生まれた方の分は不要です。また、同一世帯
　　員以外の方が取りに来られる場合は委任状が
　　必要です。
●申込方法等について
　申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付し
　て総務省地デジチューナー支援実施センターへ
　送付してください。申込書は、インターネット・
　電話等で総務省地デジチューナー支援実施セン
　ターからお取り寄せください。なお市役所窓口
　にも置いてあります。
●申込期限　７月24日(日)まで（消印有効）
●問 合 せ【支援制度について】
　総務省　地デジチューナー支援実施センター
　・ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への支援
　　☎0570-033840
　・市町村民税非課税世帯への支援 ☎0570-023724
　（平日9:00～21:00、土・日・祝日9:00～18:00）
　ホームページ  http://www.chidejishien.jp/
【ＮＨＫ受信料契約、免除について】　
　ＮＨＫふれあいセンター　
　・ＮＨＫの放送受信契約について☎0570-077077
　・ＮＨＫ放送受信料全額免除について
　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0570-000588
　（平日9:00～21:00、土・日・祝日9:00～18:00）

　「神村学園前駅周辺まちづくり計画（案）」を市民・
市職員による検討委員会において作成しましたの
で、地区の説明会と、意見の募集を次のとおり実
施します。
○地区説明会
　日　時：２月25日(金)　19:30～　
　場　所：照島地区コミュニティセンター
○意見の募集
　期　間：２月15日(火)～２月28日(月)
　内　容：計画(案)は政策課(串木野庁舎)にて配
　　　　　布するほか、市ホームページからご覧
　　　　　いただけます。
※意見書の様式は自由ですが、必ず住所・氏名を
　記入してください。
※意見書の提出は郵送、FAX（32-3124）または電子
　メールにてお願いします。

　行政手続きのオンライン化が進んだ事により、
様々な手続きがインターネットを通じて手軽にで
きるようになりました。
　しかし、誰もが安心してオンライン手続きを行
うには、他人を装って虚偽の申請を行う「なりす
まし」や、第三者が送信したデータを置き換える
「改ざん」などへの対策が必要です。
　公的個人認証では、「なりすまし」や「改ざん」
を防ぐための機能を、住民基本台帳に記録されて
いる方に、安い費用で提供するものであり、多く
のオンライン手続きで、本人確認の手段として用
いられています。
　あなたも公的個人認証の電子証明書を取得して、
便利なオンライン手続きをはじめてみませんか？

電子証明書取得までの手続き

〈１〉住基カードを取得しよう！
　市民課窓口で申請書提出
　身分証明書と500円の手数料が必要
〈２〉電子証明書を取得しよう！
　住基カードと申請書を提出
　身分証明書と500円の手数料が必要
　有効期間は発行から３年です
〈３〉パソコンとICカードリーダライタを準備しよう！
　インターネットに接続されたパソコンとICカー
　ドリーダライタを用意し、設定を行います。
　※ICカードリーダライタに関するホームページ
　(http://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer/)
〈４〉利用者クライアントソフトをインストールしよう！
　利用者クライアントソフトをパソコンにインス
　トールします。
　公的個人認証サービスポータルサイト
　（http://www.jpki.go.jp/）を開き、表示される
　案内に従って利用者クライアントソフトのダウ
　ンロードとインストールを行ってください。
　※公的個人認証を利用するオンライン手続き
　　　国税電子申告・納税システム（e-Tax）
　　　http://www.e-tax.nta.go.jp/�

公的個人認証を利用するオンライン手続き

地上デジタル放送を見るための
簡易なチューナーなどの支援について

「神村学園前駅周辺まちづくり計画（案）」
に係る説明会の開催及び意見の募集について



　平成23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

に保護者様宛送付いたしました。

　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、私立小・中学校入学予定者及び通知書が

届いていない方は、２月28日(月)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。

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？～

新小学１年生　平成16年4月2日～平成17年4月1日

新中学１年生　平成10年4月2日～平成11年4月1日

送付対象となる児童・生徒の生年月日

南九州西回り自動車道路(国道３号川内道路)
通行止めのお知らせ

　南九州西回り自動車道路において道路維持
工事のため次のとおり通行規制を実施します。
　ご協力をお願いします。
○場    所  南九州西回り自動車道路
　　　　　　　　（薩摩川内都IC～市来IC）
○規制内容  夜間全面通行止
　　　　　　　　（昼間通行可６:00～22:00）
○規制日時・串木野IC～市来IC
　　　　　　２月14日(月)22:00～15日(火)６:00
　　　　　・薩摩川内都IC～串木野IC
　　　　　　２月15日(火)22:00～16日(水)６:00
         ※上記日程が天候の影響などの為、
　　　　　　中止の場合は下記予備日に順延に
　　　　　　なります。
○予 備 日  ２月16日(水)及び２月17日(木)
○迂 回 路 一般国道３号への迂回にご協力を
　　　　　　お願いします。
○問 合 せ  川内道路維持工事 安全協議会
                    ☎099-273-9214(代表)
            国土交通省 鹿児島維持出張所
                    ☎099-228-6111

　携帯電話の無料小説サイトに入ったところ、「小説を読むにはパスワードが必要。パスワードはメル

マガで知らせる」とあったので、メルマガに登録し携帯番号や趣味などのプロフィールを入力した。

　それ以来、大量のメールが届くようになり、その中に「占いパック料金が発生しています。3万3千円

をご清算ください」というメールがあった。占いのサイトに登録した覚えはないが、「支払わないと個

体識別番号から個人を特定し、請求に行く」とあり怖くなった。支払わなければならないのか。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （当事者：16歳　女性）

☆　携帯電話の無料小説サイトから出会い系や占いなどの別サイトへ登録する
　　よう誘導され、料金を請求されるトラブルが多発しています。
☆　「登録になりました」などと表示されても、契約は成立していない場合が
　　多いので、しつこく請求されても言われるままに支払ってはいけません。
　　すぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。
☆　様々な無料サイトがきっかけで、突然料金を請求されるトラブルが相次い
　　でいます。個人情報やメールアドレスを不用意に入力することはやめまし
　　ょう。
☆　個体識別番号を請求業者に知られても、そこから氏名や住所は分かりませ
　　ん。
☆　子どもはこのようなトラブルに直面すると、どうしていいか分からず一人
　　で抱え込んでしまうことがあります。日ごろから携帯電話やインターネッ
　　トを使う際の注意点について親子でよく話し合い、いざという時はすぐに
　　相談することの大切さを伝えておきましょう。

ひとことアドバイス

さぽーとくん



○受付会場　串木野庁舎　地下第１会議室

○受付時間　９：00～11：30、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・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、円滑に申告を

進めるべく、医療費や経費の領収書等は事前に整

理しておいてください！

※税務署による確定申告記載相談会は開催されま

　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。

　公共下水道事業受益者負担金を現在納めている

方、または徴収猶予を受けている方で、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住所また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、上下水道課(市来庁舎)または

　土木課分室係(串木野庁舎)にあります。

○問合せ　上下水道課（市来庁舎）

公共下水道事業受益者の変更はありませんか？

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

～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。

○４月から年金相談が予約制になります

　川内年金事務所では、お客様にお待ちいただく

ことなく、より良いサービスをご提供するため、

４月から『予約制による年金相談』を実施します。

◆年金相談の日程

◆年金相談の相談時間

　　10:00～12:00 ／ 13:00～15:00

　※原則一件の相談時間は20分を基本とし、相談

　　人数は24人程度を目安とします。

◆予約申し込み方法等

①ご予約は、年金相談会場ごとに電話で受け付け

　ます。

　受付時間は平日の８:30から17:15までです。

　年金相談実施日の１か月前から10日前までにご

　予約ください。

②ご予約の際は、基礎年金番号・氏名・生年月日・

　住所・電話番号・相談内容等を確認しますので、

　お手元に年金手帳、または基礎年金番号通知書

　をご用意ください。

③ご希望の相談日時をお伝えください。予約状況

　により、ご希望の日時を調整させていただく場

　合がございます。

④相談当日は、身分を証明するもの（年金手帳、

　年金証書、免許証、保険証、パスポート等）を

　持参し、相談員に予約である旨お申し出くださ

　い。代理の方がご来所の際は、委任状および代

　理の方の身分を証明するものが必要です。委任

　状は任意の様式で構いません。

⑤ご予約の後、都合によりキャンセルされる場合

　は、お早めにご連絡をお願いします。

　　

相談会場　　4月　6月　9月　12月　1月　3月

中央公民館
２階小会議室

市来庁舎
１階会議室

９
(木)

８
(木)

８
(木)

８
(木)

14
(木)

12
(木)

ご予約先　　　受付相談月　　電話番号

串木野庁舎市民課
（年金係）

市来庁舎市民課
（年金係）

６月・９月
１月・３月

４月・12月

☎33-5612

☎21-5114

※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

ね ん き ん 広 報 だ よ り
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