
（火）
◎�応募方法＝串間市教育委員会事務局

まで電話などで申し込んでください。
◎�問い合わせ先＝串間市教育委員会事

務局☎内線３７１

　下水道の機能を十分活かすために、
排水設備の工事は、責任技術者のいる
指定工事店で行うことになっています
が、この責任技術者の試験が次のとお
り実施されます。
◎�日時＝11月21日（日）午前10時〜

正午（受付午前９時より）
◎会場＝都城市中央公民館
◎受験料＝５、０００円
◎�申込書の配布＝７月５日（月）から

串間市役所都市建設課にて
◎�受付期間＝７月20日（火）から７

月30日（金）
◎�問い合わせ先＝都市建設課下水道係

☎内線４１３

　日南公証役場で法律相談所が開設さ
れます。内容は、遺言、相続、高齢者
などの財産管理などです。無料で相談
が受けられますので、気軽にご利用く
ださい。なお、予約制になっておりま
すので、平日に事前の電話予約が必要
です。
◎�日時＝７月11日（日）午前10時〜

午後４時
◎�問い合わせ先＝日南公証役場☎23

−５４３０（受付時間午前８時30分〜
午後５時）

　県では、河川や海、地下水の水質の
状況を定期的に調査していますが地下
水については、個人が所有している井
戸を利用して調査を行っています。こ
の調査の効率化を図り、地下水汚染が
生じた時に、汚染範囲の把握や健康被

害防止に迅速に対応するため、井戸の
設置、利用状況を調査し台帳を作成す
ることとしました。台帳を作成するに
当たり、委託先の㈶宮崎県環境科学協
会の調査員が井戸所有者宅を訪問する
などしますので御理解と御協力をお願
いします。なお、家畜農家の井戸所有
者宅などへの訪問調査は、口蹄疫が終
息するまでは実施いたしません。
◎�問い合わせ先＝㈶宮崎県環境科学協

会☎０９８５−51−２１００、県環
境管理課 ☎０９８５−26−７０８５

　海上保安庁では、海上保安大学校お
よび、海上保安学校の学生を募集して
います。
【海上保安大学校】
◎�受付期間＝８月26日（木）〜９月７日

（火）
◎�１次試験＝10月30日（土）〜10月31

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、
または卒業見込みであり、入学する
年の４月１日現在において21歳未
満で、必要な受験資格を満たしてい
るもの
【海上保安学校】
◎�受付期間＝７月20日（火）〜８月３日

（火）
◎１次試験＝９月26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、
または卒業見込みであり、入学する
年の４月１日現在において24歳未
満で、必要な受験資格を満たしてい
るもの

受験資格、受験手続などの詳細は、海
上保安庁ホームページをご参照のほか、
第十管区海上保安本部までお問い合わ
せください。
◎�問い合わせ先＝第十管区海上保安

本部総務部人事課〒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☎０９９２−
50−９８００ホームページアドレス
http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/

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

bosyu/index.htm

　平成22年度の自衛官を募集いたし
ます。
◎�募集種目＝①航空学生②一般曹候補

生③自衛官候補生（21年度二等陸
海空士）④自衛官候補生（女子）
◎�受験資格＝①高校卒業者（見込みを

含む）で21歳未満の者、②③④18
歳以上27歳未満の者
◎�受付期間＝①②④８月１日（日）〜９

月10日（金）、③年間を通じて受け付
けています
◎�１次試験日＝①９月23日（木）、②９

月18日（土）、③受付時にお知らせし
ます、④９月26日（日）〜29日（水）
◎�合格発表＝①平成23年１月21日（金）、

②11月10日（水）、③試験時にお知ら
せします、④11月12日（金）
◎�採用時期＝①②④平成23年３月〜

４月、③採用予定通知書でお知らせ
します

受験資格には、ほかの条件があります。
詳しくはお問い合わせください。
◎�申込・問い合わせ先＝自衛隊日南地

域事務所☎23−１３６０

　口蹄疫感染被害を受けた場合には
①納税の猶予
②申告などの期限の延長
③予定納税の減額
を受けることができる場合があります。
詳細は国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）をご覧いただくか、
税務署にお問い合わせください。
◎�問い合わせ先＝日南税務署☎22−３

６７１（自動音声案内）

【おわびと訂正】
　広報くしま６月１日号19ページ掲載、
「賃金法が大きく変わります」は「貸金
業法が大きく変わります」の誤りでした。
おわ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

お知らせ

③ 学業成績・人物ともに優秀で、かつ
健康であって、経済的理由により修
学が困難と認められること

④ 中学・高等学校の長などが、奨学生
として推薦された方
◎�貸与期間＝平成22年８月から最短

修業年限の終期まで
◎�提出書類＝奨学生願書、奨学生推薦

調書、在学証明書、所得証明（同一
世帯全員のもの）、世帯全員の住民
票の写し
◎�募集期間＝７月１日（木）〜８月10

（火）当日消印有効
◎採用決定の時期＝８月下旬
◎�その他＝いずれも必要書類は教育委

員会事務局にあります。
◎�提出・問い合わせ先（串間市奨学
金・南那珂育英会奨学資金ともに）
＝教育委員会事務局教育総務係〒８
８８−８５５５（住所不要）☎内線
３７５

　今年度より宮崎県市町村対抗駅伝競
走大会が開催されることになりました。
そこで、串間市からの選手を募集しま
す。
◎�日時＝平成23年１月９日（日）
　※雨天決行
◎�コース＝10区間（42.３㎞）県庁前

スタート・ゴール
◎区間・距離
　第１区１.７㎞（小学５〜６年生）
　第２区２.１㎞（50歳以上）
　第３区８.８㎞（一般）
　第４区６.５㎞（高校生）
　第５区５.０㎞（中学生）
　第６区４.０㎞（40〜50歳未満）
　第７区３.６㎞（中学生）
　第８区５.０㎞（一般）
　第９区１.２㎞（小学５〜６年生）
　第10区４.４㎞（高校生）
◎�参加資格＝市内在住者および市外在

住の串間市出身者も参加可能です。
詳細についてはお問い合わせくださ
い。
◎�応募期間＝７月１日（木）〜８月31日

　串間市介護保険条例に基づき、被保
険者負担を軽減するため、次の要件の
すべてに該当する被保険者の保険料を
減免します。介護保険料の負担が困難
な方は、ご相談ください。
① 申請者の属する世帯の世帯員すべて

に市民税が課せられていない
② 市町村民税課税者に扶養されていな

い
③ 自宅以外に処分可能な資産を所有し

ていない
④ １人世帯で年間収入額が48万円以

下、世帯員が１人増すごとに38万
５千円を加算した額以下

⑤ 預貯金が（１人世帯）50万円以下、
（２人世帯以上）１００万円以下
◎�減免される額＝申請日の属する年度

分の保険料額を第１段階の保険料額
の２分の１に減免
◎�問い合わせ先＝税務課国保・介護賦

課係☎内線２６３

　夏休みの思い出に親子で一緒に料理
をつくってみませんか？　参加をお待
ちしています。
◎�日時＝７月29日（木） 午後６時〜

８時半（終了予定）
◎�場所＝串間市総合保健福祉センター

調理室（市民病院隣）
◎�対象＝串間市にお住まいの小学生と

その親（10組）

◎参加費＝無料（２人で米１合持参）
◎内容＝調理実習、栄養と歯のお話
◎受付期間＝７月22日（木）まで
◎�問い合わせ先＝福祉保健課子育て支

援係☎72−０３３３（内線５０４）

【串間市奨学資金】
◎募集人員および貸与金額
① 大学、短期大学、大学校、専修学校

（専門課程）または大学院に在学す
る者＝２人程度／月額２万５千円

② 高等学校、高等専門学校、中等教育
学校（後期課程）または専修学校
（高等課程）に在学する者＝４人程
度／月額１万５千円
◎出願の資格
① 本市に引き続き２年以上在住する者

またはその世帯に属する者。
② 高等学校またはこれと同等以上の学

校に在学する学徒で、向学心に富み、
意志堅固、成績優秀、品行方正、身
心共に健康であること。

③ 学資の支弁が困難であると認められ
ること。
◎�貸与期間＝貸与決定のときから奨学

生が在学する学校の正規の修業期間
を修了するときまで
◎�提出書類＝奨学生願書、奨学生推薦

調書、在学証明書（在学する学校長
が発行したもの）、住民票謄本（同一
世帯全員のもの）、所得証明書（同一
世帯全員のもの）
◎�募集期間＝７月１日（木）〜８月10日

（火）当日消印有効
◎採用決定の時期＝８月下旬
◎�奨学金の返還方法＝卒業したときか

ら奨学金の貸与を受けた期間の２倍
に相当する期間内に返還
【南那珂育英会奨学資金】
◎�募集人員および貸与金額＝６人／月

額２万５千円
◎出願の資格
① 平成22年度大学・短期大学および

大学院に入学した方
② 串間市に本籍を置き在住しているか、

もしくは引き続き２年以上在住して
いる方の子どもであること

介護保険料の減免の
お知らせです

平成 22 年度奨学生追加募集

海上保安官募集のお知らせ

下水道排水設備工事
責任技術者試験を
実施します

第１回「宮崎県市町村対抗
駅伝競走大会」選手募集

無料・日曜相談所の
開設のお知らせ

井戸の利用状況調査に
ご協力をおねがいします

好き嫌いを克服しよう！
親子クッキング教室開催

自衛官募集のお知らせ

税務署からのお知らせです
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