
　平成20年度から始まった特定健診(通称：メタ
ボ健診)は、メタボリックシンドロームの発生の
リスクが高い方を早期に発見し、生活習慣改善の
ための指導を行うことで、生活習慣病の発症の予
防と重症化の予防を目的とした健診です。
　いちき串木野市国民健康保険では、平成24年度
までに、特定健診(メタボ健診)受診率65％を目指
しています。平成22年度受診率は、現時点では
33.0％で、目標値にはまだ至っていません。
　今年度で４回目になりましたが、これまで１回
も受診していない方を中心に、戸別訪問によるア
ンケート調査を行いますので、ご協力をお願いい
たします。
○調査期間  平成23年６月～平成24年３月
○調査の目的　未受診理由などの調査、分析を行う
　　　　　　ことにより、受診しやすい環境を整
　　　　　　え、今後の未受診者対策に活用しま
　　　　　　す。
○調査対象　平成20年から平成22年までの３か年
　　　　　　特定健診未受診者
○調査方法 身分証明書を持った調査員(看護師、
　　　　　　保健師)が、訪問によりアンケート調
　　　　　　査いたします。
○問 合 せ  健康増進課 保険給付係

　市衛生自治団体連合会では、３Ｒ運動(リデュ
ース：ごみの減量化、リユース：再使用、リサイ
クル：再生使用)の一環として、「マイバッグ運動」
を推進しています。
　身近なところからごみの減量化を図り、資源の
無駄使いを防止するため、買い物の際には、次の
ことに心がけましょう。
①マイバッグを持参しレジ袋を使わない。
（リデュース）
②簡易包装等の商品を購入する。（リデュース）
③過剰包装などは断る。（リデュース）
④レジ袋をもらっても繰り返し使う。（リユース）
⑤レジ袋を使わないときは、すぐに捨てずに出来
　るだけ資源ごみに出す。（リサイクル）
ご協力をよろしくお願いします。

　毎年６月は子ども手当の現況届の届出期間でし
たが、子ども手当が平成23年４月～９月までの６
か月間、引き続き支給されることになったため、
今回に限り、現況届は不要となりました。
　ただし、10月に届出・申請が必要となることが
あります。その際は、広報紙等でお知らせします。
※ご不明な点は、市民課へお問い合わせください。

　ハンセン病問題に対する理解の促進を図るため
に、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週
間」を定めています。
　誤った隔離政策によって、長い間、偏見や差別
に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平
穏に安心して生活できる地域を創るために、一人
ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解す
ることが大切です。
○ハンセン病問題を正しく理解する週間
　　６月19日(日)～６月25日(土)
○ハンセン病問題に関する知識
　・国の隔離政策などにより、ハンセン病は怖い
　　病気という誤った考えが定着し、そのことが
　　様々な偏見・差別や人権侵害を引き起こしま
　　したが、ハンセン病であった方々等は、今も
　　根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。
　・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症
　　で、遺伝病ではありません。また、早期発見と
　　早期治療により、短期間で治癒する病気です。
　・日本には感染源になるものはほとんどありま
　　せん。
　・元患者であった方々の身体の変形は後遺症です。

○日　時  ６月17日(金)  ９:45～12:00
○場　所  串木野健康増進センター
○対象者  生後２か月～10か月児とその母親
○参加料  無料
○持ってくるもの  バスタオル・飲み物
○申込み　６月15日(水)までに串木野健康増進セ
　　　　　ンターまで
　　　　　託児あり（要予約・飲み物持参）
○問合せ  ・串木野健康増進センター
　　　　　・子育て支援センター ☎33-0192



○申 込 方 法　購入を希望される方は、６月20日(月)までに財政課契約管財係へ見積書を提出して
　　　　　　　　　ください。(見積書様式は、財政課及び市来庁舎市民課にあります。)
○購入(申込条件)　(１)市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)に関し、滞納が
　　　　　　　　　　　ない方。
　　　　　　　　　(２)名義変更等全ての手続き(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、物件の引き渡し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、保管場所での現状引渡とし、引き渡し後の不調
　　　　　　　　　　　や故障についての補償は一切行いません。（既に故障個所のある車両について
　　　　　　　　　　　は、そのまま引き渡しになります。）また、車検の切れた車両につきましても
　　　　　　　　　　　購入者で移動していただきます。その他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」等の名称は、引渡後、購入者で抹消し
　　　　　　　　　　　ていただきます。
○最低売却価格  各車両1,000円（消費税及び地方消費税相当額を含みません）
○物件の確認日時  (１)日時  ６月15日(水)  13:00～15:00
                              ※物件の確認を希望される方は、事前に財政課までご連絡ください。
                  (２)場所  いちき串木野市役所串木野庁舎
                              ※ただし、⑨については市来庁舎で行います。
○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をされた方を購入者とします。

次のとおり、市有公用車を売却します。
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○売　却　車　両                         （※走行距離数については、５月13日現在となります。）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

184,162Km

140,682Km

45,989Km

71,146Km

46,047Km

98,944Km

103,227Km

80,659Km

48,644Km

・故障個所有り

・後部座席なし

・車検切れ
・黄色回転灯、
　車外放送設備付き

・故障個所有り

・車検切れ
・故障個所有り

車  種  名　　　 形  式

４人

２人

４人

４人

４人

２人

５人

５人

４人

乗車
定員

初年度
登録年

走行距離数
車    検
有効期間

その他

　いちき串木野の夏の名物「串木野さのさ祭り」の前夜祭に出店する参加団体を募集します。
○日    時  ７月23日(土)（予定） 18:00～21:00
○出店費用  １ブース(約5.5m)につき、10,000円(予定)
○出店内容(例)  ビアガーデン・かき氷・焼き鳥・ヨーヨー釣り等
○申込締切  ６月24日(金)
○問 合 せ  〒896-0013いちき串木野市栄町16 (社)串木野青年会議所 ☎32-1315 FAX32-9446(担当 藤田)



　親子でも参加できる講座です。お気軽に申し込

みください。

○講　座　名　茶道サークル

○開講予定日　毎月第４土曜日　

○時　　　間　13:00～16:00

○開 講 場 所　国民宿舎吹上浜荘ロビー 他

○申 込 方 法　６月17日(金)までに電話で申し込

　　　　　　　みください。（社会教育課で取りま

　　　　　　　とめ、講座責任者に連絡いたしま

　　　　　　　す。その後、加入手続きしていた

　　　　　　　だくことになります。）

○問 合 せ  社会教育課

※各講座とも定員は15人です。

【募集要項】

○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　６月25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。

　　　　（受付時間：火曜～土曜、9:00～17:00、

　　　　　月曜日は休館）

☆託　児　昼間の講座については、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。）

　臨時職員を募集します。応募される方は、履歴

書を総務課または市来庁舎市民課に提出してくだ

さい。詳しくは、学校給食センター（☎33-0239）

にお問い合わせください。

○募集人員　１人

○仕事内容　学校給食の配送運転・調理等

○資   格　普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

○募集期間　６月９日(木)～６月17日(金)

○勤務場所　串木野学校給食センター

○勤務時間　８:30～16:30

○勤 務 日　原則　月～金（週５日）

○勤務開始日　７月１日(金)から

　絶滅の危機にあるウミガメの保護監視活動に同

行し、ウミガメに出会えたときの感動と、自然保

護の大切さを体験してみませんか。

○対　　象　小・中学生等(原則として保護者同伴)

○期　  間　６月10日(金)～7月９日(土)

　　(期間中の金曜日・土曜日に実施。雨天時中止)

○時　  間　20:30～21:30頃まで

○場　  所　照島海岸

○定    員　1日につき５～６人

○活動内容　監視員と一緒に

　　　　　　砂浜を徒歩でパトロール

○集合場所　照島交流センター駐車場

○参加条件　集合場所までは保護者による送迎

○参 加 料　無料

○申込期限　希望日の数日前まで(当日は不可)

○申込・問合せ  市シルバー人材センター

　　　　　　　　☎32-9000　FAX33-2266

　ＮＰＯ法人「交通事故被害者救済推進協会」で

は、交通事故に係る無料相談会を次のとおり開催

します。事前の予約は不要です。

○日    時  ６月11日(土)  10:00～15:00

            ６月25日(土)  10:00～15:00

○場    所  プラッセだいわ串木野駅前店

○実施方法  行政書士による面談

○問 合 せ  ＮＰＯ法人「交通事故被害者救済推

　　　　　　進協会」担当 瀬戸 ☎32-3337

※毎月第２、第４土曜日に上記場所で開催してい

　ます。

【講座案内】

講座名　　期日　時間　 回数
講 座 内 容
(用意するもの)

夏の

寄せ植え

竹炭

アレンジ

メント

手作り

草履

7/23

(土)

7/16

(土)

7/19

(火)

・

7/26

(火)

10:00

～

12:00

10:00

～

12:00

9:30

～

12:00

夏の草花や多肉植物を

使った寄せ植えでおし

ゃれなウエルカムボー

ドを作ります。（エプロ

ン・スコップ）

脱臭効果、マイナスイ

オンなどの効果がある

体にやさしい竹炭と花

材を使ったアレンジメ

ント。(万能ばさみ)

布を編んで草履を作り

ます。（洗濯バサミ10

本、布は何でも可。「巾

6cm～8cm×長さ1m～

1.8mを全部で30mにし

てくる」）

1回

1回

2回



○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
　・酔之尾東団地は世帯主が満60歳以上であること
　・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
　・土川住宅，金山住宅，荒川住宅，日ノ出住宅，
　　文京町団地………６月17日(金)まで
　　(注１)金山住宅及び荒川住宅については申込
　　　　　者多数の場合、小学校就学時前の子ど
　　　　　もがいる世帯を優先的に取扱います。
　・酔之尾東団地……随時申し込みを受付けてい
　　　　　　　　　　ます。
　　※酔之尾東団地は先着順になりますので、申
　　　し込みが募集戸数に達し次第締切りとさせ
　　　ていただきます。
○抽選日
　①土川住宅，金山住宅，荒川住宅，文京町団地
　　６月23日(木) 10:00～　串木野庁舎２階会議室
　②日ノ出住宅　
　　６月23日(木) 14:00～　市来庁舎１階会議室
　③酔之尾東団地の抽選はありません。
○入居予定日　
　・公募住宅　７月１日(金)
　・酔之尾東団地　随時
○申込・問合せ  都市計画課 建築係
　　　　　　　　土木課 分室係  ☎33-5679

○開催予定日　７月24日(日)(予定)

○募集内容 ①アトラクションの部(14：00～17：30)            

　　　　　　②市中流しの部  　(18：00～19：45)              

　　　　　　　※時間は予定となります。

○記入事項  ・参加したい部門

　　　　　　・参加団体名     ・参加人数  

            ・責任者及び連絡先(電話番号)

○募集締切  ７月１日(金)まで

○申 込 み  串木野さのさ祭り実行委員会事務局

　　　　　　（市役所商工観光課内）

※少人数からの申し込みも受け付けますのでぜひ

　ご参加ください。

　人事院九州事務局と熊本国税局では、国家公務

員採用Ⅲ種(税務)試験の受験者を募集しています。

　国家公務員採用Ⅲ種(税務)試験に合格し採用さ

れますと、全員が税務大学校に入校し、１年間、

税務職員として必要な専門知識を修得するための

研修を受けることになっています。

　その後、税務署に配属され、国税の仕事に従事

することになります。

　なお、募集要項は次のとおりです。

○受 験 資 格　平成２年４月２日から平成６年４

　　　　　　　月１日までに生まれた方（学歴は

　　　　　　　問いません）

○試験の程度　高校卒業程度

○受 付 期 間　６月21日(火)～28日(火)

　　　　　　　(通信日付印有効)

○第１次試験　９月４日(日)

○申込用紙　最寄りの税務署に備え付けていま

　　　　　　　す。詳しくは、次のところへお問

　　　　　　　い合わせください。

　・人事院九州事務局　☎092-431-7733

　・熊本国税局人事第二課試験研修係

　　　　　　　　　　　☎096-354-6171

　・伊集院税務署　☎099-273-2541

　　※自動音声案内

住　宅　名
建設年度

募集戸数
構造・設備 備　考

随
時
受
付

公

募

住

宅

酔之尾東団地
（旧雇用促進住宅）

昭和55年度
５戸

中耐5階建（1階）
３ＤＫ
水洗トイレ
シャワー設置

高齢者向住宅
単身入居不可

土川住宅
（土川小学校近く）

昭和41年度
１戸

簡耐平屋建
２Ｋ
汲み取り

単身入居可
（但し60歳
以上）

　　　（注１）
金山住宅

（旭小学校近く）

　　　（注１）
荒川住宅

（荒川小学校近く）

平成元年度
２戸

木造平屋建
３ＤＫ
水洗ﾄｲﾚ

平成14年度
１戸

木造平屋建
３ＬＤＫ
水洗ﾄｲﾚ

日ノ出住宅
（アクアホール近く）

文京町団地
（串木野高校近く）

平成12年度
１戸

中耐４階建（2階）
３ＤＫ
水洗ﾄｲﾚ

中耐４階建（4階）
３ＤＫ
水洗ﾄｲﾚ

平成５年度
１戸

単身入居
不可

単身入居
不可

単身入居
不可

単身入居
不可



　メタボリックシンドロームという言葉にドキッ

とする方、最近ちょっとお腹周りが気になってき

たという方に必見！！

　健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペ

ースにあった運動を紹介します。ぜひ、ご参加く

ださい。

○日時・内容

全４回コースになります。

○場    所　串木野健康増進センター

○対 象 者　市内に居住の30歳～64歳までの方で

　　　　　　運動が可能な方

○募集人員　25人（定員に達した場合は、初めて

　　　　　　の参加の方を優先いたします。）

○参 加 料　無料

○申込期間　６月10日(金)～６月20日(月)

○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、主治医に相談のうえ申し込み

　ください。

○日    時　６月26日(日)　９:00開会式

○場　　所　串木野体育センター

○参加資格　市内に居住または通学する中・高・

　　　　　　大学生及び市内に居住または通勤す

　　　　　　る社会人

○参 加 料　・個人戦  中学生　　　　500円

　　　　　　　  　　　高校・大学生　600円

　　　　　　　　  　　社会人　　　　700円

　　　　　　・団体戦  １チーム　　1,500円

　　　　　　 （当日会場にて徴収）

○申込方法　６月22日(水)までに市卓球連盟事務

　　　　　　 局へ（土木課分室　今村　☎33-5679）

※個人戦の組合せは、クラス別(Ａ級・Ｂ級・初

　心者)で行いますが、申込者数によりクラスが

　変更になる場合があります。

○日  時  ７月２日(土)から10回

          （毎週土曜日の９:30～11:30）

○場  所  串木野弓道場

○対象者  中学生以上とします

○申込み  橋元  ☎32-2139

※弓具等は貸与します。また、開催日以降の参加

　も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

　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

　　　　　　　　ュアスポーツ大会

○補助対象者　市内に居住または市内の小・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)が日本または九州並

　　　　　　　　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回限りです。

○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。

内臓脂肪燃焼エクササイズ

・内臓脂肪燃焼に効果的な運動

７月７日(木)

19:00～21:00

栄養指導講話と簡単筋トレ

・内臓脂肪を減らす食生活のポイント

・簡単筋力トレーニング

７月14日(木)

19:00～21:00

ウオーキングと簡単筋トレ

・ウオーキング指導

・リンパマッサージ

７月21日(木)

19:00～21:00

有酸素運動と簡単筋トレ

・運動の復習

７月28日(木)

19:00～21:00

期  日　　　　　　　　　内    容

１

2

3

4

大会の区分　　社会人
小・中学生、
高校生

スポーツ
少年団

国際大会
（国外）

九州大会

国際大会
（国内）
全国大会

１人につき
30,000円

１人につき
20,000円

１人につき
10,000円

１人につき
5,000円

１人につき
8,000円

１人につき
5,000円

１人につき
5,000円

１人につき
2,500円

─

へ る しー



　梅雨や台風など、これからの季節は、風水害が心配されます。

　市では、災害時に備え市内に43か所の避難所を設けています。避難所は、台風の襲来や大雨が予想され

る時など、必要に応じ開設します。いざというときに備え、普段から避難場所や避難経路を確認しておき、

避難勧告等が出されたときは、速やかに避難しましょう。

避　難　場　所　一　覧



　被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての

被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住

民税・所得税の控除が受けられます。

　日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も

「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。

　詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームペ

ージをご覧ください。

○ホームページ http://www.soumu.go.jp

　大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・

免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所

得税が還付となる場合があります。

　そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車

となった自動車の自動車重量税の還付などの特例

があります。

　詳しくは伊集院税務署にお問い合わせいただく

か、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)

をご覧ください。

　また、住民税、軽自動車税、固定資産税の特例

もありますので、詳しくは税務課にお問い合わせ

ください。

○問合せ　税務課 市民税係　☎33-5616

　　　　　　　　 固定資産税係　☎33-5617

　平成24年２月１日を基準日とし、農林漁家を除

くすべての事業所および法人企業を対象に、新規

に実施する統計調査で、今後、５年ごとに実施さ

れます。

　この調査は経済の国勢調査といわれるほど重要

な調査になると考えられていますので、ご協力を

よろしくお願いします。

　また、経済センサス-活動調査が実施される年は、

「工業統計調査」「特定サービス産業実態調査」「商

業統計調査」は実施されません。

　米トレーサビリティ法（米穀等の取引等に係る

情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律）が

制定され、昨年10月から、米・米加工品の生産者、

加工・製造業者、流通業者、小売業者、外食店で

の取り引きなどの記録の作成・保存が義務付けら

れます。

　また、平成23年７月からは、一般消費者への産

地情報伝達が義務付けられます。

○対象品目

　米穀(玄米・精米など)、米粉や米麹などの中間

　原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、

　単式蒸留焼酎、みりん

○対象事業者

　生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の

　販売、輸入、加工、製造または提供の事業(飲

　食業など)を行う全ての事業者

※制度の詳しい内容は次までお問い合わせください。

○問 合 せ  

　　　　九州農政局鹿児島農政事務所消費流通課

　　　　　　 ☎099-222-0121  FAX099-223-5446

　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(串

木野地域)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  ６月16日(木) ８:30～11:30

○回収場所  野元家畜市場跡地

○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

　★３か所を同種類のビニールひもで結び、つづ

　　ら折りにしてください。

　★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

・さつま日置農協串木野支所 経済課  ☎32-3265

・農政課 農林係

経済センサスは経済の国勢調査

-平成24年２月１日基準日-

　農林漁家を除くすべての事業所または

法人企業が対象になりますのでご協力を

お願いします。



○事業の概要

　がけ地に近接して建っている危険住宅を安全な

場所へ移転するための助成制度です。

　移転に際し、危険住宅の撤去費用(限度額あり)

と新たな住宅の建設・購入等のため金融機関から

融資を受けた借入金の利子相当額(限度額あり)に

補助金として交付します。

○対象住宅

　・高さ２ｍ、角度30度以上のがけに近接

　・昭和46年８月31日以前に建設

　・現に居住していること

※事業は本年11月以降の工事着手、翌年２月末ま

　での完了が条件となります。

○申込期限　６月30日(木)まで

　町名等整理事業により、今年10月に新たな町名

の設定と既存町の区域の変更が行われる下名及び

上名の一部の区域について、次のとおり閲覧を行

います。

　新たな町名等についてご確認ください。

　事業実施につきまして、今後ともご理解・ご協

力をお願いします。

○対象区域  大字が下名及び上名（一部）

○閲覧内容　町名の新旧対照表、図面

○期　　間　通年(※土曜日、日曜日・祝日は除く)

○時　　間　８:30～17:15

○場　　所  都市計画課 都市計画係

          　土木課 分室係  ☎33-5679

どなたでも閲覧可能です。

(※複写機によるコピー等はできません)

事例１

事例２

○震災に便乗した悪質なメールのトラブルが発生しており、子どもにも被害が及んでいます。 

○事例のように、地震に関する情報提供を装って出会い系サイトやアダルトサイトに誘導する手

　口のほか、「義援金」「募金」を名目としたものもあります。 

○多数の人へのメール転送を強要する「チェーンメール」は、内容の真偽が不明であるほか、通

　信ネットワークに負担をかけ、必要なメールが届きにくくなる可能性もあります。転送は絶対

　にやめましょう。 

○義援金を送る場合は、信用できる団体であることを確認してから送るようにしましょう。

　被害にあったり、心配なときは、消費生活相談窓口にご相談ください。

　地震の揺れを感じた直後、「地震速報」というタイトルのメールが届

いた。「詳細情報はこちら」とあったため、そのアドレスをクリックし

たところ、突然出会い系サイトにつながり、「ご利用ありがとう。利用

料金１万円支払って」と画面に表示された。支払い義務はあるのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当事者：男性　17 歳）

　高校生の娘の携帯電話に、友人から震災募金の協力要請のメールが届

き、同じ内容を10人にメールするよう書かれていた。募金先は聞いたこ

とのないＮＰＯ法人となっているが大丈夫か。　（当事者：女性　16 歳）



住民基本台帳法第11条の２第12項に基づき、平成22年度閲覧者の公表をします。（平成23年３月末現在）

申出者　　　　　　利用目的の概要　　　　閲覧日　　　　　　閲覧に係る住民の範囲

満20歳以上の男女
（昭和通・塩屋町・緑町・西島平町・
長崎町・東島平町）

新成人者の男女（市来地域）

満20歳以上男女（上名）

新成人者（迫公民館）

新成人者（平向公民館）

満16歳以上の男女（羽島）

平成3年4月30日以前の生年月日の
男女（下名）

15歳以上80歳未満の男女
（東島平町24番地～）

満20歳以上の男女（下名・上名）

新小学１年生（酔之尾公民館）

新小学１年生（平江公民館）

新小学１年生（汐見町公民館）

新小学１年生（大原町公民館）

新小学１年生（春日町公民館）

新小学１年生（大原南公民館）

新小学１年生（旭町公民館）

新小学１年生（野元公民館）

新小学１年生（袴田公民館）

新小学１年生（東塩田町公民館）

新小学１年生（石川山公民館）

満20歳以上の男女
（　野公民館・戸　公民館）

平成22年6月24日

平成22年8月23日

平成22年9月17日

平成22年9月29日

平成22年11月25日

平成22年11月26日

平成23年1月25日

平成23年1月21日

平成23年2月15日

平成23年2月15日

平成23年3月24日

平成23年3月1日

平成23年3月2日

平成23年3月4日

平成23年3月7日

平成23年3月7日

平成23年3月8日

平成23年3月16日

平成23年3月16日

平成23年3月22日

平成23年3月22日

平成23年3月23日

平成5年4月2日～
　平成6年4月1日に生まれた方
平成8年4月2日～
　平成9年4月1日に生まれた方

㈱日本リサーチセンター

㈱日本リサーチセンター

㈱日本リサーチセンター

迫自治公民館

平向公民館

社団法人中央調査社

自衛隊鹿児島地方協力本部

㈱日本リサーチセンター

㈱日本リサーチセンター

照島地区酔之尾子供会

平江地区子ども会小学部

汐見町児童会

大原町子ども会

大原南公民館

旭町公民館補導部

野元子ども会

袴田小学部子ども会

東塩田町子ども会

石川山子供会

社団法人新情報センター

市来地域５地区公民館

春日町公民館
子ども会育成会

労働者の国際移動
に関する世論調査
のため

年金積立金の運用
に関する世論調査
のため

外交に関する世論
調査のため

新成人者確認のた
め

新成人お祝いのた
め

自衛官募集のため

平成22年度国語に
関する世論調査の
ため

生活意識に関する
アンケート調査の
ため

平成22年度国民生
活選好度調査のた
め

家計の金融行動に
関する世論調査の
ため

市来中学校運動会
において、地区対
抗リレーの参加依
頼のため

公民館加入、保険
手続きのため
公民館加入、保険
手続きのため

児童会名簿作成の
ため
新１年生入学者確
認のため

子供会安全会の手
続きのため

子供会安全会作成
のため

子供会安全会の手
続きのため

公民館加入、保険
手続きのため

子ども会加入、保
険手続きのため

公民館加入、保険
手続きのため

子供会入会のため

※申出者名等については、申請書の通りに記載してあります。



　今年の７月24日で現在の地上アナログ放送は終
了し、地上デジタル放送へ完全移行します。
　地上デジタル放送を視聴するためには、テレビ
の買い換えやアンテナの改修等が必要です。
(１)ご家庭の地デジ化を確認
　現在アナログテレビを使用している（画面右上
　に「アナログ」、画面下に文字が表示されている）
　　　　　　　　
　次のいずれかのデジタル受信機器の準備が必要
　です。
　①デジタルテレビへの買い換え
　②現在のアナログテレビを使用される場合、デ
　　ジタルチューナー、またはデジタルチューナ
　　ー内蔵録画機を準備

　アンテナは、ＵＨＦアンテナとなります。（調
　整や交換が必要な場合があります）

　※経済的な理由で地上デジタル放送が視聴でき
　　ない方には、チューナー支援を行っています。
　　（詳しくは、５月20日発行広報紙をご覧くだ
　　さい。）

　☆上記の詳しい内容については、４月20日発行
　　広報紙の折込みチラシ『「地デジ化」お済み
　　ですか？』をご覧ください。

(２)電話相談・戸別訪問をご利用ください
　　総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ
　　鹿児島)では、電話による受信相談、高齢者
　　等のご自宅を訪問して、地デジ化への説明・
　　相談等を行っています。
　  詳しくは、下記へお問い合わせください。

(３)地デジ詐欺にご注意ください
　　デジタル化に便乗した地デジ詐欺が発生して
　　います。
　　地デジ対応で、国の機関、テレビ局、その他
　　関係機関がお金を請求することはありません。
　　おかしいと思ったら、迷わずデジサポ鹿児島
　　や警察へ連絡してください。

○問合せ
【地デジ全般について】
　総務省テレビ受信者支援センター（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）
【チューナー支援制度について】
　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

　放送大学では、平成23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。

　将来のいちき串木野市を背負う子どもたちの英
語力を向上させることを目的として、今年度より
「英語のまち」いちき串木野市推進事業をするこ
ととなりました。主な内容は次のとおりです。
○実用英語検定受検料補助
○英語検定指導補助員による英語の補充指導
○中学校英語力向上夏季セミナー
○中学生英語暗唱・スピーチ大会
○中学校英語指導力向上セミナー

　５月６日発行のおしらせ版でも紹介しましたが、
中学生が実用英語検定を受ける場合、受検料の半
額を補助する制度が始まりました。ただし、補助
を受けられるのは生徒１人につき年度内に１回の
みです。
　また、当初は公立中学校に通う生徒の保護者を
補助対象者としておりましたが、市内在住で私立
中学校に通う生徒の保護者も対象とするよう、拡
大しました。
　市内の学校の場合、補助金申請等の手続きは学
校が取りまとめて手続きをすることができます。
そうでない場合は、直接教育委員会で手続きをし
てください。（領収書・印鑑等が必要）
○問合せ　学校教育課

　市民の皆様の多数のご参加をお願いします。
○日  時  ７月10日(日) 13:30～16:00
　　　　　　　　　　　（開場12:30～）
○場  所  市民文化センター
○内  容  ・歓迎式
          ・鹿児島弁劇「ゴンザ物語」
          ・シンポジウム  他
○入場料  無料
○その他 先着200人に地元特産品などプレゼント
　　　　　があります。
○問合せ　シンポジウム「ゴンザの御霊羽島に帰
　　　　　る」実行委員会  ☎35-0271
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