
○募集期間  ４月１日(金)～５月16日(月)

　事業概要及び「体験談＆説明会」が次のとおり

開催されます。

【青年海外協力隊】

　・応募資格  満20歳～満39歳　日本国籍の方

　・日　  時  ４月９日(土) 14：00～

　・場　　所　かごしま県民交流センター東棟４階

　・日　  時  ４月20日(水) 19:00～

　・場　　所　鹿児島市勤労者交流センター７階

【シニア海外ボランティア】

　・応募資格  満40歳～満69歳　日本国籍の方

　・日　  時  ４月９日(土) 14：00～

　・場　　所　かごしま県民交流センター東棟３階

○問 合 せ  JICAデスク鹿児島(☎099-221-6624)

          　 (㈶鹿児島県国際交流協会内)

　レクリエーションダンス協会ではレクリエーシ

ョンダンスを通して、健康つくりと仲間づくりを

行っています。標記発表会を開催しますので、市

民の皆様の多数のご来場をお待ちしております。

○日  時　３月20日(日)  ９:30～12:00

○場  所　いちきアクアホール

○演　目　レクリエーションダンス全般

〇日　　時　３月21日(月・祝)  ８:30～

〇場　　所　多目的グラウンド

〇参加対象　小学３年生以上の方

　　　　　　（児童は保護者同伴）

〇チ ー ム　１チーム５人

　　　　　　（64チームになり次第締切）

○参 加 費　１人400円（当日徴収）

〇申込方法　事務局にある申込用紙により、３月

　　　　　　14日(月)までに申し込みください｡

○申込・問合せ　串木野ロータリークラブ事務局

　　　　　　　　富永（☎・FAX 33-0189）

土曜日・日曜日の窓口開設について

医師等免許の申請・交付手続きについて

　異動シーズンを迎えるにあたり、下記のとおり
土曜日・日曜日の窓口を開設します。
　取り扱う業務は、住民票の異動に伴う転入転出
に関係する業務のみです。
　なお、今回の窓口開設は、串木野庁舎のみで、
市来庁舎では行いませんのでご注意ください。

○窓口時間延長の実施予定市町村
　鹿児島県内においては、鹿児島市、鹿屋市、西
之表市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、
伊佐市、大崎町、宇検村が窓口時間延長を実施す
る予定です。
　開庁日、開庁時間、取扱業務などは各市町村で
異なりますので、詳しくは各市町村へお問い合わ
せください。

　医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増
進センターで実施しています。
　申請・交付手続きできる免許は、次の８種類です。

 ・医師  ・歯科医師  ・診療放射線技師
 ・理学療法士  ・作業療法士  ・臨床検査技師
 ・衛生検査技師  ・視能訓練士

　市内にある各小・中学校体育館や校庭等を利用
して、スポーツ活動等を行いたい団体は、下記に
より利用登録申請書をご提出ください。
○開放登録受付期間　３月９日(水)～18日(金)
○登録用紙受取場所　各小・中学校
○登録用紙提出場所　利用希望の各小・中学校
○その他  
　登録申請後、後日開放説明会(利用調整会)が各
　学校で開かれますので、利用希望団体について
　は、必ず都合をつけてご出席ください。

○窓口を

　開設する日時

○窓口を

　開設する課

・市民課
・健康増進課
・税務課
・福祉課
・土木課分室(水道関係)
※いずれも串木野庁舎のみです。

３月26日(土)・27日(日)
４月２日(土)・３日(日)
※時間はいずれも８:30～17:00

平成23年度学校体育施設開放事業
利用登録受付について

平成23年度青年海外協力隊・
シニア海外ボランティア春募集のお知らせ

第４回いちき串木野市
レクリエーションダンス発表会

第17回串木野ロータリークラブ旗争奪
グラウンドゴルフ大会
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○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　３月26日(土)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　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。

　海上保安庁では、海上保安学校学生を募集して

います。

海上保安学校（特別）

○試験日程

　受 付 期 間　４月１日(金)～４月８日(金)

　第一次試験　５月15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歳未満で必要

　な受験資格を満たしている方。

※海上保安学校学生(特別)は、10月期入学生です。

　受験資格、受験手続等の詳細は、海上保安庁ホ

　ームページをご覧頂くか、下記までお問い合わ

　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

　地上デジタル放送にかかる羽島中継局が３月末

に開局することに伴い、現在、羽島地区におきま

しては中継電波の試験発信がおこなわれています。

（ただし、試験電波であるため調整のために電波

を一時ストップすることもあります。）

　現在、受信状況が安定しない世帯におかれまし

ては、設置されているアンテナ(ＵＨＦ)を番屋(通

称：番屋ヶ丘)方向に向けていただき、地デジ対

応テレビやデジタルチューナー等の設定を変更す

ることにより、地デジ放送が視聴できます。受信

できる放送局は、ＮＨＫと民放をあわせた６局です。

　ただし、アンテナや配線、中継機器が対応でき

ない場合には電気工事が必要になることがありま

す。これらの具体的な視聴方法については、下記

相談窓口または機器をお買い求めになられた電気

店などにお尋ねください

○チャンネル一覧

○問合せ  デジサポ鹿児島 地デジ相談専用電話

　　        ☎099-833-2020

　　　　      平       日  ９:00～21:00

　　　　      土・日・祝日 ９:00～18:00

　地デジコールセンター（☎0570-07-0101）も従

来通り、地デジの相談を受け付けます。

働く女性の家  いきいき女性講座受講生募集 羽 島 中 継 局 の 開 局 に つ い て

広い海を舞台に!!　～海上保安官募集～

布を編んで草履を
作ります。（布は何
でも可「巾 6cm～
8cm × 長さ 1m～
1.8mを全部で30m
にしてくる」)

粉末の石鹸に精油

を混ぜて好みの香

りの石鹸を作りま

す。(筆記用具)

感謝を込めて手作

りの可愛いお花を

送りましょう。(万

能ばさみ)

講 座 名     日時    定員
内　容

（持ってくる物）

手作り草履

アロマ石鹸

母の日の

プリザーブ

ドフラワー

4/14(木)

4/15(金)

13:30～

  16:00

4/19(火)

10:00～

  11:30

4/23(土)

10:00～

  12:00

15人

15人

15人



　働く女性の家講座生と、自主活動しているグル

ープが日頃の学習成果を発表する『働く女性の家

まつり』を開催します。

　多数の皆様のご来館、ご観覧をお願いします。

○日  時　３月17日(木)～19日(土)

　　　　　　10:00～17:00(最終日は15:00まで)

○場  所　働く女性の家

　　　　　(串木野高齢者福祉センターロビー)

○作品展　四季の保存食、ちぎり絵、和裁、古布

　　　　　パッチワーク、アメリカンキルト、押

　　　　　し花、ポーセラーツ、華道（池坊、専

　　　　　正池坊）、手描き友禅、切り絵、絵手

　　　　　紙、書道、トールペイントの各講座生

　　　　　作品

○バザー　袋物講座生の手作りバッグバザー

○活動発表　３月19日(土)　13:30～15:00

　　　　 (会場：串木野高齢者福祉センター集会室)

　　　　 フレッシュ体操、ヨガ、フラメンコ、

　　　　　フラダンス、エアロビクス、日本舞踊

　　　　　の講座生による演技発表

働 く 女 性 の 家 ま つ り の 案 内

○購入を勧める業者とは別の業者が

　「高値で買い取る」と勧誘し、消

　費者の投資欲をあおる「劇場型」

　の投資トラブルです。

○これまで未公開株、外国通貨など

　をめぐって同様の手口がみられま

　したが、今回は水源地の権利と称

　するものです。「水資源の権利」

　「譲渡担保権」「社員券」など、い

　ろいろな表現が使われており、セ

　ールストークも「配当が付く」「大

　手飲料メーカーが関与している」

　「日本の水源を中国から守るため」

　など、さまざまです。

○事例のケースでは、実在する自治

　体の事業であるかのように説明し

　ていました。しかし、そのような

　計画は実在しませんでした。 

○実際に買い取りが実行された事例

　はなく、業者に返金を求めても戻

　ってこないことがほとんどです。

　この手の勧誘は、きっぱりと断り

　ましょう。

　見知らぬ業者からダイレクトメールが

届いた。数日後、別の業者から「水源地

の権利に関するパンフレットは届きまし

たか？この権利は個人しか買えず、我々

法人は欲しくても買えない。一口10万円

のところを32万円で買い取る。環境保護

のためにもなるのでぜひ協力して欲しい」

と電話があった。

　少しでも役に立てるならと思い、

ダイレクトメールの業者に電話

して、手持ちの70万円で７口買

った。

　その後も次々と業者から勧誘

がくるが、買い取ってはくれずに、

社員券なるものが送られてきた。

だまされたのでは？

【70歳代女性】

「いちき串木野市建築物耐震改修計画(案)」
に係る意見の募集について

　本市では「建築物の耐震改修の促進に関する法
律」に基づき、「いちき串木野市建築物耐震改修
計画(案)」を作成いたしました。
　つきましては、この計画(案)に対する皆様のご
意見を次のように募集いたします。
　なお、計画(案)の詳しい内容につきましては、
都市計画課(市来庁舎)、土木課分室係(串木野庁舎)
で閲覧しており、市のホームページからもご覧い
ただけます。
【http://www.city.ichikikusikino.lg.jp/】
○募集期間  ３月22日(火)まで
　※意見書の様式は自由ですが、意見書には必ず
　　住所・氏名を記入してください。
　※意見書の提出は、郵送、ＦＡＸまたは電子メ
　　ールにより提出してください。
○意見の送付先及び問合せ
　いちき串木野市役所都市計画課（市来庁舎）
　  〒899-2192 いちき串木野市湊町1丁目1番地
　    ＦＡＸ：21-5192
      電子メールアドレス
　　　　tokei3@city.ichikikushikino.lg.jp



○日　  時　４月９日(土)  ８：30受付
　　　　　　９：00開始　※小雨決行
○場  　所　いちき串木野パークゴルフ場
○参加資格　本市幼年消防クラブ育成・助成の目
　　　　　　的に賛同する方
○参 加 費　1,500円（小学生以下は1,000円）
　　　　    ※昼食代(弁当)込みです。
　　　　　　※参加費の一部は、幼年消防クラブ
　　　　　　　育成・助成事業費として利用させ
　　　　　　　ていただきます。
　　　　  　※参加費は、当日受付で徴収します。
○申 込 み  ４月２日(土)までに、直接、いちき
　　　　　　串木野パークゴルフ場へ申し込んで
　　　　　　ください。（期日厳守）
※参加者が60人になり次第締め切りとします。
※参加費、ホールインワン賞なども準備いたします。

　平成 22 年度は、50項目の事務事業について評
価・検証を行いました。　
【行政評価とは】…行政の行っている仕事が、「そ
の費用に見合った効果や成果を出しているか」、
「無駄や重複になっていないか」などといった視
点から行政の活動や事業を見直し、改善していく
取り組みです。
【行政評価で何を目指すのか】
①成果の検証を行い、限られた資源（人材・物資・
　財源・時間）を有効的に活用します。
②市が行っている事業や事務を、市民の皆さんに
　説明する責任を果たし、情報の共有を図ります。
③職員の意識改革を図り、事業の選択や組織の変
　革に取り組みます。

　引越しにともなって、水道の使用を開始・休止
される方は、必ず届出をお願いします。
○使用開始届
　印鑑をご持参のうえ、上下水道課(市来庁舎)、
または土木課分室係(串木野庁舎)（☎33-5679）
でお手続きください。
  なお、手続きは代理の方でもできます。
○使用休止届
　電話での届出もできます。お引越しの日程が決
まりましたら、２～３日前までに上下水道課、ま
たは土木課分室係へご連絡ください。

　いちき串木野市上下水道課では、安全な水の供

給を行うために定期の水質検査と毎日検査によっ

て水質の安全確保に努めております。市民の皆様に、

より安心して水道水を使用していただくために、

平成23年度の水質検査計画書(案)を策定しました。

　水質検査計画書(案)は、次の場所で閲覧できま

すので、ご希望の方はご閲覧いただき、ご意見をお

寄せください。

○閲覧場所

　・串木野庁舎（土木課分室係）

　・市来庁舎（上下水道課）

　・羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  ・生福ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　・冠岳ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  ・荒川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　・旭ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ    ・照島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　・いちきアクアホール

○閲覧期間

　３月８日(火)～３月28日(月)  ８:30～17:00

　（ただし、土曜・日曜・祝日を除きます。）

　住宅用火災警報器の設置期限が平成23年５月31

日までとなっています。設置が済んでいない住宅は、

設置を急いでください。

○設置する場所と種類

　・ 寝室（煙式）

　・２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井また

　　は壁の上方（煙式）

　※台所への設置義務はありませんが、設置して

　　いれば安心です。（熱式または煙式）

【設置例】２階建で、１階と２階に寝室がある場合

　　

※詳しくは、消防本部予防係またはいちき分遣所

　（☎21-5077）へお問い合わせください。

平成23年度水質検査計画書(案)の公表について第３回幼年消防クラブ育成パークゴルフ大会

行 政 評 価 に 取 り 組 ん で い ま す

住宅用火災警報器の設置を急いでください！

引越しをされるときは、
水道の開始・休止届を忘れずに

※本年度の行政評価結果は、市ホームページに掲
　載しています。行政改革推進課または市来庁舎
　市民課でも閲覧できます。



　いちき串木野市では、臨時職員を募集します。

　応募される方は、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。詳し

くは、串木野健康増進センター（☎33-3450）にお問

い合わせください。

○募集人員  １人

○仕事内容  栄養指導・特定保健指導等

○資    格　管理栄養士または栄養士

○募集締切　３月17日(木)まで

○勤務場所　串木野健康増進センター

○勤務時間　８:30～17:00

○勤 務 日　原則　月～金（週５日）

○勤務開始日　４月１日(金)～

　平成22年度工事分の公共下水道が、使えるよう

になるため「平成22年度公共下水道供用開始区域」

を告示します。詳細については、関係図書を縦覧に

供しますのでご覧ください。

○供用開始年月日  ３月31日(木)

○供用開始区域  住吉町、下名（恵比須町、花立、

　　　　　　　　　他）のそれぞれ一部

○縦覧の期間及び時間

　３月14日(月)から２週間（９:00～17:00）

　※ただし、土曜・日曜・祝日を除きます。

○縦覧の場所   上下水道課（市来庁舎２階）

　　　　　     土木課分室係（串木野庁舎２階）

臨時職員（管理栄養士または栄養士）募集 平成22年度工事分の公共下水道が
供用開始されます

「3万5千円の新品のゲーム機がネットオークションで千円程度で買えるの

で参加したい」と中学生の息子から言われ、深く考えずに夫のクレジット

カードの番号を教えた。

　後日、カード会社から夫宛に12万円を超える請求が来て驚き、調べてみ

ると、息子が参加したのは、落札できるか否かにかかわらず、入札するた

びに手数料がかかる特殊なオークションであることがわかった。

　息子はこれを理解せずに、勝手に他の同様のサイトにも登録し、入札を

繰り返していた。ゲーム機など3点をそれぞれ千円程度で購入していたが、

落札できなかったオークションも含めて手数料が高額になったらしい。

                   　 （2010年8月、母親からの相談、当事者：14歳）

ひとことアドバイス

さぽーとくん

　ペニーオークションは、サイト運営者から破格の安さで商品が出品されますが、落札代金と

は別に、入札するたびに手数料（50～75円程度）がかかる仕組みになっています。しかも入札

単位が1円ずつ競り上がるなど、少額で固定されているので、小刻みに多数回の入札をするこ

とになり、手数料がかさんでしまいます。

　参加している最中は、手数料がどの程度膨らんでいるかが分かりにくく、入札に没頭すると、

予想外な入札手数料がかかる可能性があります。

　落札できなくても手数料は戻りません。落札の可否を運に委ねておりギャンブル性が高く、

子どもには絶対に利用させてはいけません。 

　心配なときは、消費生活相談窓口にご相談ください。



　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者(ま
たは使用者)に課税されます。
　軽自動車等を廃車・譲渡などで現在所有(また
は使用)していない方は、必ず４月1日(金)までに
次の場所で申告を済ませてください。
　なお、期日までに届出のないときは、引続き平
成23年度も軽自動車税が課税されます。
　また、市外に住所変更される場合も定置場所の
変更手続きが必要になります。
○申告場所
・原付（125cc以下）、小型特殊自動車の軽自動車は、
　串木野庁舎税務課市民税係(☎33-5616)または
　市来庁舎市民課税務係（☎21-5116）へ
・上記以外の軽自動車は、(社)全国軽自動車協会 
　鹿児島県事務取扱所（☎099-261-4011）へ
※詳しくは、それぞれの窓口へお問い合わせくだ
　さい。

　次のような軽自動車等は軽自動車税の減免の対
象となりますので、所有者等の確認をしてくださ
い。
　毎年４月１日(賦課期日)現在、市内に主たる定
置場のある軽自動車等を所有している方です。
〇対象となる軽自動車等
①歩行が困難な身体障害者が所有する軽自動車等
　で、専ら本人が運転するもの
②歩行が困難な身体障害者または精神障害者が所
　有する軽自動車等（身体障害者で18歳未満の方
　または精神障害者と生計を一にする方が所有す
　る軽自動車等を含む）で、専ら当該身体障害者
　等の通学・通院・通所若しくは生業のために、
　これらの人と生計を一にする方が運転するもの
③歩行が困難な身体障害者等のみで構成される世
　帯の当該身体障害者等が所有する軽自動車等で、
　専ら当該身体障害者等の通学・通院・通所若し
　くは生業のために、これらの人を常時介護する
　方が運転するもの
④車の構造が専ら身体障害者等が利用するための
　もの
※身体障害者等一人につき１台に限ります。
（普通自動車で減免となっている場合、軽自動車
　での減免を受けることはできません）
※減免申請受付は、５月の納付書到着後から納期
　限の１週間前までの期間です。
※昨年減免を受けられた方も手続きが必要です。
※身体障害者の手帳の級に該当しても、障害の内
　容によっては減免ができない場合もあります。
※詳しくは、串木野庁舎税務課市民税係(☎33-5616)、
　または市来庁舎市民課税務係（☎21-5116）へ
　お問い合わせください。

　串木野ダム、市来ダムの各警報局において、サ
イレンの吹鳴点検を行います。
　点検時にサイレンの吹鳴及び試験放送を行いま
すので、火災等とお間違えのないようにご注意く
ださい。
【串木野ダム】
　○問合せ　農政課(串木野庁舎)
　○日　時　３月17日(木) 10:00～11:30
　○警報局　串木野ダム、生福（吉村丘）、下名
　　　　　　（平江）、水源地（山之神）
【市来ダム】　
　○問合せ　産業経済課(市来庁舎)
　○日　時　３月17日(木)  14:00～15:30
　○警報局　市来ダム、上舟川、木場、内門、鏑
　　　　　　流馬原、中組、海瀬、安茶

　川内年金事務所では、お客様にお待ちいただく
ことなく、よりよ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。
○４月の年金相談日
　４月14日（木）市来庁舎１階会議室
○予約受付日
　３月14日（月）から４月４日（月）まで
○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。
　４月は市来庁舎市民課（☎21-5114）に、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、運転免許証、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。

「 串 木 野 ダ ム 」「 市 来 ダ ム 」
サ イ レ ン 吹 鳴 点 検 に つ い て

ねんきん広報だより
４月からの年金相談が予約制になります

軽自動車等の廃車・異動の手続きはお済ですか

軽自動車税の減免対象者の確認について

※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
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