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取得と農業機械士養成研修を単
独で受講する場合は大型特殊免
許が必要。
③�市町村、農業協同組合、農林振
興局および西臼杵支庁のいずれ
かの長が推薦する者。
◎申込期限＝９月30日（金）必着
◎�その他＝けん引免許取得研修受
講者は、事前に眼科および眼鏡
販売店などで深視力を確認のうえ
申し込むこと。
※�受講希望者が定員を超える場合
は選考し、選考結果を速やかに通
知します（県立農業大学校農業総
合研修センター共催の安全研修
会を受けた方を優先的に選考）。
※�研修は重複しての受講申し込み可。
ただし、希望者が多い場合は１研
修のみとする場合あり。
◎�問い合わせ先＝県立農業大学校
農業総合研修センター☎０９８３
－23－７４４７、農林水産課農畜
産係☎内線４２４）

登録統計調査員制度とは？
　国や県が実施する統計調査の際
に、あらかじめ登録している方に
優先的にお願いして調査を行って
いただく制度です。ご自分の住ん
でいる地域や統計業務ができる時
期を登録でき、効率的に調査業務
を行うことができます。
　また、統計に関する冊子の配布
や研修会・講演会への参加もでき
ます。統計調査経験者の方、今後
やってみたいという方、多くの皆さ
まの登録をお待ちしています。
◎対象者
・満20歳以上の方
・�責任をもって調査事務を遂行で
きる方
・�調査で知り得たことの秘密を保
持できる方
・�税務、警察および選挙事務に従
事していない方
※すべてを満たしている方が対象
◎募集期間＝９月１日から随時
◎�登録方法＝登録申請書に必要事

項を記入のうえ、市役所および
各支所へ郵送または持参。

※�持参いただく場合には事前にご
連絡ください。
※�申請書は市役所、各支所のほか
市ホームページから入手可。
◎�報酬＝調査終了後にお支払いしま
す。金額は調査や受け持ち件数に
よって異なります。任命期間中の
身分は、非常勤公務員となります。
◎�基本的な調査の流れ＝①説明会
に出席②調査準備③訪問・調査
依頼④訪問・調査票回収⑤調査
票の検査⑥調査票の提出

◎今後予定される主な統計調査
　社会生活基本調査（平成 23 年
10月１日）、経済センサス活動調査
（平成 24 年２月１日）、工業統計
調査（平成 24年12月31日）、住
宅・土地統計調査（平成 25 年10
月１日）など
※�登録していても、依頼を受ける
かどうかは自由です。登録しても
すぐに統計業務に従事できると
は限りません。
◎�問い合わせ先＝総合政策課企画
統計係☎内線３３９

◎募集人員
・木造建築科20人（うち推薦５人）
・構造物鉄工科20人（同５人）
・電気設備科20人（同５人）
・建築設備科20人（同５人）
◎�訓練期間＝２年間（平成24年４
月〜平成26年３月まで）

◎�対象者＝高等学校卒業者（予定
者）またはこれと同等以上の学
力を有すると認められる方（平成
23 年４月１日現在で満18 歳以
上の方）

※�推薦選考試験は、推薦選考資格
に該当する方
◎募集期間
・�推薦入校試験＝９月２日（金）〜
９月22日（木）
・�一般入校試験＝10月７日（金）
〜10月26日（水）
◎試験日

お知らせのページに掲載を希望する
かたは、希望する発行日の20日前
までには情報政策係にお送りくださ
い。

お願い

・推薦入校試験＝10月３日（月）
・一般入校試験＝11月４日（金）
◎�提出書類＝入校願書、履歴書、
調査書（進学用全国高等学校統
一用紙）または卒業証明書

◎試験手数料＝２，２００円
◎�申込・問い合わせ先＝県立産業
技術専門校☎０９８３－42－６
５０１

新規取得のお知らせ
◎日時
・�２級＝９月17日（土）から２日半
・�１級＝９月17日（土）から４日半
・�進級＝９月24日（土）から学科の
み２日間
※すべて午前８時半開講
◎場所
・�学科＝串間市アクティブセンター
・�実技＝日南市南郷町目井津港
◎受講料
・�２級＝１２４，７００円
・�１級＝１４８，２００円
・�進級＝�４４，０００円
※�国家試験免除なので安心・確実
に取得。各種割引制度あり。
更新講習のお知らせ
◎�日時＝10月16日（日）午前10時
◎�場所＝串間市アクティブセンター
◎受講料＝９，０００円
◎�その他＝日南市油津・高等水産
研修所でも10月５日（水）に実
施します（午後１時〜）。

◎主催＝ＪＥＩＳ九州支部
◎�問い合わせ先＝西岡海事事務所
☎ 0120－76－5554（通話無料）
【お詫びと訂正】
　本紙８月１日号４ページ、図１中
医療費の単位『億円』は『10 億円』、
同８月15日号５ページ、平成 23
年第４回串間市議会審議結果一覧
中『市長選出』は『市長提出』の
誤りでした。お詫びして訂正いたし
ます。

お知らせの
ページ
市役所の代表電話☎0987ー72ー1111

Information
ター）の取替工事を行います。
　これは計量法に基づき、水道量
水器の有効期間８年を経過する前
に交換するものです。市民の皆さ
まのご理解ご協力をお願いします。
　なお、取替工事を行う業者につ
いては、身分証明書を携帯してい
ます。不審な点がありましたら、身
分証明書の提示を求めてご確認く
ださい。
内容
◎実施箇所＝市内各地区
◎期間＝平成24年１月末まで
◎�施工業者＝㈲北川設備、㈲大日
電工、河野水道工事店、㈲橋川
設備
◎�問い合わせ先＝上下水道課☎内
線４７４、72－１３５５（直通）

◎�内容＝大型特殊免許取得（農耕
用）、けん引免許（農耕用）の取
得および農業機械士認定に係る
研修
◎期間および定員
・�大型特殊（10人）＝12月８日
（木）〜16日（金）
・�けん引（各10人）
①�平成24年１月６日（金）〜18日
（水）

②�平成24年１月18日（水）〜26日
（木）

・�農業機械士（15人）＝平成24年
２月１日（水）〜３日（金）
※時間＝午前８時半〜午後４時
◎場所＝県立農業大学校（高鍋町）
◎�研修対象者＝18歳以上70歳未
満であって、次の①〜③に該当す
る方。

①�県内に在住する農業者（認定農
業者または主業農家）およびそ
の家族の一員。または、就農３年
以内で農業法人への就農も含む。
②普通免許を有する者
※�ただし、農耕用限定けん引免許

◎日時＝10月29日（土）・30日（日）
　※両日ともに午前11時スタート
◎会場＝串間市文化会館大ホール
◎入場料＝１，５００円（２日間）
　※高校生以下は無料
◎�ゲスト＝中西圭三、浜崎奈津子、
大野旭、井手綾香

◎�その他＝屋外では、飲食物販
売・フリーマーケットを開催しま
す。また、図書館ではＵＭＫアナ
ウンサーによる出張読み聞かせ
も同時開催。
◎�問い合わせ先＝串間市文化会館
☎72－６３３３

　「世界救急の日（９月第２土曜
日）」に合わせて、次のとおり幼児
安全法講習会が開催されます。
　この機会にぜひご参加ください。
◎�日 時 ＝ 9月10日（土）午前10時�
〜正午まで
◎�場所＝串間市総合保健福祉セン
ター２階研修室

◎内容
・�こどもに起こりやすい事故の予防
と手当の仕方
・�気道内異物除去（のどに物が詰
まった時の手当て）など
◎受講料＝無料
※�受講者には人工呼吸用携帯マス
クとＡＫＢ48クリアファイルのプ

レゼントあり。
◎�問い合わせ先＝日本赤十字宮崎
県支部串間地区串間市社会福祉
協議会☎ 72－６９４３、福祉保
健課☎72－０３３３

　９月５日（月）〜11日（日）は、
全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間です。
　虐待やいやがらせ、差別などで
お困りの高齢者や障がい者の方、
周りでそういったことを見聞きし�
たという方、どんなことでも相談�
してください。
　相談は無料、難しい手続きも不
要、秘密は厳守します。
　相談は平日の午前８時半〜午後
７時まで、土日は午前10時〜午後
５時まで受付けます。
◎�全国共通人権相談ダイヤル
　☎０５７０－００３－１１０
※�おかけになった場所の最寄りの
法務局、地方法務局につながり
ます。
◎�問い合わせ先＝総合政策課協働
推進係☎内線３８１

　ハーモニカと二胡の演奏会とトー
クショーを開催します。
　ぜひ、ご来場ください。
◎期日＝９月17日（土）午後７時
◎場所＝正国寺本堂
◎入場料＝無料
◎演奏者＝塚野兄弟（串間市出身）
◎�特別出演＝阪元良子（ピアノ）、
井手純子（フルート）、中村匠吾
（二胡）

◎�プログラム＝もののけ姫、蘇州夜
曲、シューベルトの子守歌ほか
◎�問い合わせ先＝塚野宏志さん
☎０９８５－47－０９１０、正国寺
☎72－００７６
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