
　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”料理教室の参加者を募集します。
○日　　時　２月25日(土)10:00～12:00
○場　　所　働く女性の家　調理室
○対　　象　市内居住の小学生と保護者
　 （おじいちゃんやおばあちゃんと一緒でも可）
○募集人員　12組(定員になり次第締切)
○内　　容　親子で楽しむ、ひな祭り料理
○参 加 料　一人200円（保険料を含む）
○持参する物　エプロン・三角巾
○申込期間　２月９日(木)～２月17日(金)
○申込・問合せ　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

　かわいい花々がいっぱいの寄せ植えで、春の訪
れを感じましょう。
○日　　時　３月10日(土)10:00～12:00
○場　　所　働く女性の家　
○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)
○持参する物　スコップ(移植ごて)・エプロン
○申込期間  ２月９日(木)～２月23日(木)
○申込・問合せ  働く女性の家
○託　　児　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。

　第59回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月25
日(土)から２月29日(水)までの５日間、県下53区
間588.6Km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26日(日)11時40分頃の通過予定です。
　沿道からのご声援と交通規制へのご協力をよろ
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)

　貯水槽清掃のため、２月14日(火)午前８時から
午後５時まで木原墓地内の水道が断水します。
　墓地を利用される方にはご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。

　健診で「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13日(月)，２月27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
○持参する物　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。

○日    時  ３月11日(日)９:30～15:00
　　　　　　（受付８:30～：開会式９:15～）
○集合場所  JR市来駅前広場
○参 加 料  大人1,000円／高校生以下700円
　　　　　　（保険料・昼食代含む）
○内　　容　JR市来駅からJR木場茶屋駅までの薩
　　　　　　摩街道(６kmコース・12kmコース)　
　　　　　　を歩いてみませんか！途中の史跡ポ
　　　　　　イントでは小中学生のガイドもあり
　　　　　　ます。また、中間地点（いちき串木野
　　　　　　総合観光案内所 ）ではご当地グルメ
　　　　　　や特産品の販売もあります。
○申込方法 チラシ裏面の申込用紙に記入のうえ、
　　　　　　２月29日(水)までにＦＡＸ(33-1801）
　　　　　　にて事前に申し込みください。
　　　　　　（定員300人になり次第締切）
※チラシは商工観光課・産業経済課もしくはいち
　き串木野総合観光案内所などにあります。
○問 合 せ  実行委員会事務局（小原）
　　　　　　　☎090-2087-3537



次のとおり臨時職員を募集します。 
申請書は、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。

町名変更用データ作成

生涯学習活動の指導・
助言及び社会教育の
運営業務 

市道、公園等の維持
補修及び除草作業

学校給食 
調理補助業務 
(串木野センター勤務) 

学校給食 
調理補助業務 
(市来センター勤務)

収集車運転及び
収集業務補助 

学校用務全般 

生きがい対応型
デイサービス指導業務

公用車運転業務

農地利用推進業務

社会体育振興に関する
補助業務

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

町名等整備事業
補助員

社会教育指導員

土木作業員 
(一般作業員)

学校給食 
調理補助員 
（半日）

学校給食 
調理補助員 
（１日）

環境センター 
作業員 
（収集）

学校主事 
(用務員) 

豊楽館指導員

公用車運転手

農地利用推進員

社会体育指導員

薩摩藩英国
留学生資料収集
補助員 
 

時給
740円

月額 
103,000円

日額 
6,600円

日額
2,550円

日額
5,100円

時給
800円

時給
740円

日額
6,000円

月額
120,000円

月額
160,000円
賞与有

時給
740円

時給
700円
 

 

 

 

 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

２

２

２

１

１

１

１

１

２

１

１

１

※賃金には、社会保険料等は含まれていません。 
※応募は、１人につき１職種です。 
○雇用期間　平成24年４月１日～平成25年３月31日 
　　　　　　　※ ①町名等整備事業補助員は６月１日～10月31日 
○応募資格　(1)昭和23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 
　　　　　　　※詳しい業務内容等については担当課へご確認ください。 
○応募手続　履歴書１通(市販のもの)と申請書１通を総務課、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。） 
　　　　　　　※障害者手帳をお持ちの方は手帳の写しを添付してください。 
○受付期間 ２月９日(木)～２月24日(金) ※土・日・祝日を除きます。 
○受付時間 ８:30～17:15 
○選考方法 面接（日時は、後日連絡します。） 

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

普通自動車運転
免許

―

―

大型自動車運転
免許

普通自動車運転
免許

(准)看護師または
介護福祉士 

大型自動車運転
免許 

農地制度・農業政
策に精通な方 
普通自動車運転
免許(ＡＴ限定不可) 

普通自動車運転
免許

パソコン操作 

市民課 
☎33-5611 

社会教育課 
☎21-5128

土木課 
☎21-5151

学校給食 
センター 
☎33-0239 

学校給食 
センター 
☎33-0239

生活環境課 
☎33-5614

教育委員会 
総務課 
☎21-5126 

市来庁舎 
市民課 
☎21-5117

総務課 
☎33-5626

農政課 
☎33-5635

市民ｽﾎ゚ ﾂー課 
☎21-5129

政策課 
☎33-5628

９:00～17:00 
６月～10月の
５か月間 

８:30～17:15 
週４日勤務

８:30～17:00 
土日祭日・ 
水曜日休み 

８:30～12:00 
給食実施日

８:00～16:00 
給食実施日 
月10～14日程度

８:30～16:30 
月20日程度 

８:15～16:45 

８:30～17:00 
月14日勤務

９:00～16:00 
月20日程度 
土日祝日出勤有

８:30～17:00 

８:30～17:00 

９:00～15:00 

 

 



○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)
○申込期限
　・ウッドタウン(新築)
　　２月29日(水)まで
　・日ノ出住宅
　　２月17日(金)まで
○抽選日
　・ウッドタウン
　　３月８日(木)10:00～ 串木野庁舎地下大会議室
　・日ノ出住宅
　　２月21日(火)10:00～ 市来庁舎１階会議室
○入居予定日　
　・ウッドタウン　４月２日(月)
　・日ノ出住宅　  ３月１日(木)
○申込・問合せ
  ・都市計画課 建築係
　・土木課 分室係 ☎33-5679

　水道メーターの検針人を次のとおり募集します。

　応募される方は、履歴書を上下水道課に提出し

てください。詳しくは、上下水道課上水管理係へ

お問い合わせください。

○募集人員　１人

○応募資格　市内居住者で昭和27年４月２日以降

　　　　　　に生まれた方

○業務内容　水道メーター検針

　　　　　　(毎月３日から９日)

○検針地区　川南地区及び川北・湊地区の一部　

○委託件数　約820件

○手　　当　検針１件につき65円

○契約期間　平成24年４月～平成25年３月(更新あり)

○募集期限　２月24日(金)まで 

            ※土・日を除きます。

○選考方法　面接  ３月５日(月)予定

　公共下水道事業受益者負担金にかかる平成24年

度賦課対象区域を定めたので告示します。

　詳細については、関係図書を縦覧に供していま

すので閲覧してください。

○賦課対象区域  

　住吉町、日出町、大原町、西島平町のそれぞれ

　一部

○縦覧の期間及び時間

　２月20日(月)から２週間（９:00～17:00）

　※ただし、土・日を除く

○縦覧の場所  上下水道課

　　　　      土木課 分室係 ☎33-5679

 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、上下水道課または土木課分室

　係にあります。

○問合せ　上下水道課

単身入居
不可

単身入居可
（ただし
60歳以上）

住 宅 名　　            構造・設備　　備　考
建設年度
募集戸数

平成23年度

２戸（新築）

平成９年度

１戸

木造２階建
３ＬＤＫ
水洗トイレ

中耐４階建
(１階)２ＤＫ
水洗トイレ

ウッドタウン
(多目的グラ
ウンド近く)

日ノ出住宅
(いちきアクア
ホール近く)

 社団法人日本損害保険協会では自動車保険請
求相談センターを全国に設置し、交通事故でお
困りの方々に自賠責保険や任意自動車保険の請
求について、一切無料でご相談に応じています。
　鹿児島県内では次の相談センターで相談を受
付けています。
■鹿児島自動車保険請求相談センター
　○電  話  099-252-3466(直通)
　○相談日  月曜日～金曜日〈祝日を除く〉
          　（９:00～12:00，13:00～17:00）
　○弁護士相談日  毎月第２・４木曜日
　　　　　　　　　(予約制・要面談・無料)
※専門の相談員がご相談に応じます。
※損害保険一般のご相談も受付けます。



○日  時  ２月19日(日)13:00～

○場  所  いちきアクアホール

○内  容

  ・オープニング(串木野中学校吹奏楽部)

  ・開催行事及び表彰

  ・「生涯学習この１年」事例発表

      日置市・いちき串木野市

  ・学習成果発表

      いちき渚ハーモニカクラブ

      ぐりとぐらのお話し会

      ゲタタップ(旭小学校)

      フラダンス ハナレイ・ホク☆フラ

  ・記念講演(15:00～16:30)

　　　講師：金田一秀穂(杏林大学外国語学部教授)

      演題：心地よい言葉

　　　　　　～世界一受けたい授業・国語編～

○入場料  無料

○問合せ  社会教育課

※駐車場に限りがありますので、出来るだけ乗り

　合わせて、ご来場ください。

 市職員が講師となって、出前講座を開設してい

ます。講座の申込方法等は次のとおりです。お気

軽にご利用ください。

○実施方法　市内に在住・勤務・在学している５

　　　　　　人以上の方で構成された団体・グル

　　　　　　ープの要請により、申込者の指定す

　　　　　　る場所に職員が出向いて実施します。

○申込方法　出前講座を開催したい日の20日前ま

　　　　　　でに申込書を記入して、社会教育課

　　　　　　へ提出してください。その後、関係

　　　　　　各課の講師と調整を行い、講座の日

　　　　　　程を決定します。

○開催時間・場所　曜日を問わず、午前９時から午後９

　　　　　　時までの間で、２時間以内とします。

　　　　　　また開催場所は市内に限ります。

○受 講 料　講師料は無料ですが、講座に必要な

　　　　　　会場使用料、材料費等は申込者で用

　　　　　　意していただくことがあります。

※講座内容等については、社会教育課までお問い

　合わせください。

○「お金をあげたい」などとい
　ったメールから有料の出会い
　系サイトなどに誘導され、相
　手の巧妙な言葉を信じてやり
　取りするうちに高額な利用料
　を支払ってしまったという相
　談が高齢者からも寄せられて
　います。
○このようなサイトでは、通常
　のメールとは異なり、ポイン
　トを購入し、そのポイントを
　使ってサイト内でメールを行
　う仕組みになっていることが
　ほとんどです。相手は、お金
　を渡すためなど様々な口実で
　メールを続けるよう促すので、
　気づいたときには多額の費用
　をつぎ込んでしまいがちです。
○メール相手が出会い系サイト
　の「サクラ」であることも考
　えられますが、証明すること
　は難しく、お金を取り戻すこ
　とは困難です。うまい話には
　注意し、ネット上の見知らぬ
　相手を簡単に信用しないこと
　が大切です。
○心配な時は、消費生活相談窓
　口へご相談ください。



　人工呼吸、心臓マッサージ、止血法等に加え、

ＡＥＤを取り入れた講習会です。

○日　  時　２月26日(日)９:00～12:00

　　　　　　（受付 ８:30～８:50）

○場　  所　消防本部２階会議室

○定　  員　30人(定員になり次第締切)

○対 象 者　中学生以上の方

○受 講 料　無料

○募集期間  ２月９日(木)～２月24(金)

○申 込 み　消防本部救急係へ住所、氏名等をご

　　　　　　連絡ください。

　平成24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

に保護者様宛へ送付しました。

　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、通知書が届いていない方や私立小・中学

校入学予定の方は、２月29日(水)までに必ず教育

委員会学校教育課へご連絡ください。

○日　　時　２月18日・25日

　　　　　　３月３日・10日・17日・24日・31日

　　　　　　（計７回予定）18:30～20:00

　　　　　　※２月18日(土)18:30（開講式開催）

○場　　所　串木野体育センター

○対 象 者　市内に居住する小学４年生以上の方

○定　　員　30人(定員になり次第締切)

○参 加 料　保険料　大人(高校生以上) 1,600円

　　　　　　　　　　中学生以下　　　　 600円

○申込期間　２月９日(木)～２月16日(木)

○申 込 先　市民スポーツ課または総務課にある

　　　　　　所定の申込用紙に必要事項を記入の

　　　　　　うえ、参加料(保険料)を添えて、申

　　　　　　し込んでください。

　人が容易に出入りできる空地や空家は、タバコ

の投げ捨て、火遊び、放火などによる火災発生の

おそれがあります。

　該当する空地や空家の所有者、管理者、

占有者は、火災予防上、次のようなこと

に心掛けてください。

《空地の火災予防》

 ①雑草（特に枯草）は、刈り取るなどして除去する。

 ②木クズ・紙クズなど容易に燃えやすいものは除

　  去する。

《空家の火災予防》

 ①人が容易に出入り出来ないように

　　施錠する。

 ②空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。

○日  時　３月８日(木)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

  予約制による年金相談となっています。

　相談を希望される方は、２月27日(月)までに串

木野庁舎市民課または市来庁舎市民課まで申し込

みください。

　相談当日は、年金手帳または基礎年金番号通知

書及び身分を証明するもの(運転免許証、保険証、

パスポート等)を持参してください。

　代理の方が来られる時は、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。

※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。

送付対象となる児童・生徒の生年月日

新小学１年生　平成17年4月2日～平成18年4月1日

新中学１年生　平成11年4月2日～平成12年4月1日



納期内に納付しやすくするため、次のとおり納期月を変更します。

皆様のご理解・ご協力をお願いします。                 ※表中の太い四角囲みは変更後の納期です。

　公的個人認証サービスを利用すると、便利で安
全な電子申請(国税電子申告)などが自宅のパソコ
ンからインターネットを通じて行うことができま
す。
　市では、このサービスを利用するための電子証
明書の交付を行っております。
　電子証明書の交付申請をできる方は、本市に住
民登録をしている15歳以上の方です。ただし、成
年被後見人の登記を受けてない方です。
＜利用するための手続順序＞
①住民基本台帳カード(有効期間10年間)の取得
　・必要なもの　写真(市民課で撮影)、運転免許
　　　　　　　　証などの公的機関の証明書、
　　　　　　　　印鑑、手数料500円
②電子証明書(有効期間３年間)の取得
　・必要なもの　住民基本台帳カード、運転免許
　　　　　　　　証などの公的証明書、
　　　　　　　　手数料500円
③ＩＣカードリーダライタの準備
　家電量販店や各メーカーのホームページから購
　入できます。
④パソコンのセットアップ
　インターネットに接続されたパソコンに、公的
　個人認証サービス利用者クライアントソフトを
　インストールします。
⑤電子申請・国税電子申告
※詳細な情報については、次のホームページをご
　覧ください。
【公的個人認証サービス】 http://www.jpki.go.jp/
【ＩＣカードリーダライタ】 http://www.jpki-rw.jp/
【ｅ-Tax国税電子申告】 http://www.e-tax.nta.go.jp/
　また、電子証明書を取得する詳細は「暮らしの
ガイドブック」の49ページをご覧ください。

○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
　　※国民健康保険税及び介護保険料・後期高齢
　　　者医療保険料の納入証明書は、社会保険料
　　　控除額証明書として、市県民税等申告書の
　　　封筒にハガキを同封してあります。（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
　を進められるように、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書作成相談会は開催され
　ませんので、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。

～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、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。

平成24年度から変更する普通徴収の納期

年 金 支 給 月

４月 ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月 １月  ２月　納期数納期
税（料）

第3期

第3期

第2期 第4期

第4期

第6期

第6期

第6期

第5期

第5期

第5期

第4期

第4期

第4期

第3期

第3期

第3期

第2期

第2期

第2期

第1期

第1期

第1期

第1期

全期

第1期

第2期

市 県 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

国 民 健 康 保 険 税

後期高齢者医療保険料

介 護 保 険 料

４期

４期

１期

６期

６期

６期

○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○


	1P
	2P
	3P
	4P
	5P
	6P

