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お知らせの
ページ
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111

お知らせ
串間市臨時職員登録の
お知らせ

串間市役所で臨時職員としての
勤務を希望する方は事前にご登録
ください。必要に応じ登録された
方の中から選考を行い勤務してい
ただきます。
◎募集職種＝一般事務・看護師・
保育士など
◎勤務する場所＝市役所本庁また
は出先機関
◎登録期間＝登録した年度内
◎任用期間＝最大12カ月
◎勤務時間＝原則午前８時半〜午
後５時15分
◎賃金＝日額５，８００円〜７，
８００円
＊職種によって異なります
◎採用方法＝登録された方に連絡
後、面接または書類選考により
採否を決定します。
＊登録されても必ず採用されると
は限りません。また、採用は選
考によるもので、登録の順番に
よるものではありません。
◎申込方法＝所定の登録申込書ま
たは市販の履歴書に必要事項を
記入し、郵送または持参。
＊登 録申込書は総務課または市
ホームページにて入手可。
◎問い合わせ先＝総務課職員係☎
内線３１２・３１３

12月は
地球温暖化防止月間です
平成９年12月に京都で気候変
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動枠組条約第３回締約国会議（Ｃ 注意ください。
ＯＰ３）が開催されたことから、 ◎問い合わせ先＝宮崎県農政水産
12月が「地球温暖化防止月間」
部水産政策課漁業・資源管理室
と定められました。あらためてそ
☎０９８５−26−７１４６
の重要性を認識していただき、地
平成24年工業統計調査を
球温暖化防止のために皆さまの積
極的なご協力をお願いいたします。 実施します
◎問い合わせ先＝市民生活課環境
工業統計調査はわ
保全係☎内線２５２
が国の工業の実態を
明らかにすることを
毎月20日は
目的とした統計法に
『県内一斉消毒の日』です
基づく報告義務のあ
毎月20日は畜舎などの消毒を る重要な統計です。
徹底しましょう。
調査結果は中小企
・畜舎入口への石灰散布
業施策や地域振興な
・踏み込み消毒槽の設置
どの基礎資料として利活用され
・畜舎の消毒
ます。調査時点は12月31日です。
飼養衛生管理基準を守っています 調査票へのご回答をお願いいたし
か？
ます。
①定期的な畜舎・器具の消毒・清 ◎問い合わせ先＝総合政策課企画
掃の実施
統計係☎内線３３４
②畜舎に出入りする際の手指など
海技士（大型）免状更新
の消毒
失効講習のお知らせ
③外部からの人・車両の進入制限
④外部からの導入家畜の隔離
今年も年１回の大型免許の更
伝染病から家畜の命を守るのは 新・失効再交付講習を開きます。
あなた自身です。口蹄疫の教訓 なお、乗船履歴のある方は乗船履
を生かし、日本一安全・安心な 歴での更新が可能です。
畜産を目指しましょう。
◎日時＝12月21日（金）
◎問い合わせ先＝農林水産課☎内
海技士（航海）＝午前９時半〜
線４２３
（午前９時受付）
海技士（機関）＝午後１時半〜
シラスウナギの特別採捕
（午後１時受付）
についてのお知らせ
◎場所＝宮崎県立高等水産研修所
12月６日から平成25年３月21 ◎持参物＝海技免状、印鑑
日まで、県内各河川において、県 ◎料金＝１０，７００円（更新）
内における増養殖用種苗の供給を
１７，０００円（失効）
目的としたシラスウナギ（うなぎ ＊写真代、送料込み
の稚魚）の特別採捕が行われます。 ◎参加資格
採捕できるのは、漁協の組合員
更新＝航海、機関とも１〜６級
などで知事の許可を受けた者であ
失効＝航海、機関とも４〜６級
り、許可を受けていない者が採捕
までで失効して５年以内
すると、犯罪行為として処罰され ◎ボート免許更新講習は、宮崎県
ます。
立高等水産研修所にて毎月開催
また、「うなぎ稚魚の取扱いに
しています。
関する条例」に基づく県の登録を
今年度は平成25年１月７日
受けずに、全長25㎝以下のうな （月）、２月５日（火）、３月５
ぎ稚魚の所持・売買などを行った 日（火）の午後１時から開催しま
場合も同様に処罰されますのでご す。

◎特例要件
上記の金額を超える方であって
も、世帯の年間収入（所得）が
９９０万円（７７０万円）以内
であって、次の特例要件のいず
いのちの森作り
れかに該当する方はお申込みい
第５回植樹祭と森のアート体験 ただけます。
地球の生き物にとって大切な ①勤続（営業）年数が３年未満
「水」と「空気」を守ってくれる ②居住年数が１年未満
「森」をみんなで育てましょう！ ③返 済 負 担 率 （ 借 入 申 込 人 の
借入金年間返済額／年間収入
木材や木の実、カズラなどを
（所得）が３０％超
使ってブローチ、キーホルダー、
リースなどを作ってみましょう。 ④借 入申込人またはその配偶者
が単身赴任
森のステージも作ります。エネル
ギー（油）を作る木、ヤブツバキ ⑤ご 親族などが要介護者または
要支援者であって介護費用を
とドングリのなる木を植えます。
負担
◎日 時＝12月９日（日）午前９
時半〜午後２時（午前９時に串 ⑥ご 親族などが高額療養費制度
または難病患者などに対する
間市役所から送迎バスが出発）
医療費の公的助成制度を利用
＊小 雨決行、荒天時は12月16日
している方であって療養費用
（日）に延期。
を負担
◎場所＝自然体験施設Ｃａｍｐ権
⑦大 規模災害により被災（東日
代内の山林
本大震災を含む）
◎料金＝大人７００円、子ども３
００円（３歳以下は保険料１０ ＊世 帯の年間収入（所得）には
世帯主のほか配偶者などの収
０円のみ）
入（所得）も含まれます。
＊保険、移動用バス、昼食、木工
作品などの持ち帰り料金も含む。 今 年 の 世 帯 の 年 間 収 入 （ 所
◎持参物＝軍手、水筒、スコップ、 得）が上記の金額以内となる見
マイ食器（カレー用の皿、ス 込みのある方（特例要件に該当
することになる方を含む）はご
プーン）
利用いただける場合があります。
◎申込期限＝12月７日（金）
◎問い合わせ先＝環境ボランティ ご親族などでもご利用いただけ
アグループ環の会（河野さん） る場合があります。
☎０９０−１１９９−５４９６ ◎融 資額＝お子さま１人あたり
３００万円以内
国の教育ローンのご案内
◎利 率＝年２．４５％（母子家
庭は年２．０５％）
◎ご利用いただける方
ご融資の対象となる学校に入学、 ◎返 済 期 間 ＝ 1 5 年 以 内 （ 交 通
遺児家庭、母子家庭は18年以
在学される方の保護者で、世帯の
内）
年間収入（所得）が次表の金額以
＊災害特例措置では18年以内
内の方
◎用 途＝入学金、授業料、教科
扶養している
給与所得者
子どもの人数
（事業所得者）
書代、アパート、マンション
790万円（590万円）
1人
の敷金、家賃など
2人
890万円（680万円）
◎返済方法＝元利均等毎月払い
3人
990万円（770万円）
（ボーナス増額返済も可能）
4人
1,090万円（860万円）
◎保 証＝（公財）教育資金融資
5人
1,190万円（960万円）
保証基金
※６人以上の場合はお問い合わせください。
◎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）

◎問 い 合 わ せ 先 ＝ 教 育 ロ ー ン
コールセンター☎０５７０−
００８６５６（ナビダイヤ
ル）、03−５３２１−８６５
６

県立産業技術専門校高鍋校
販売実務科入校試験募集

県立産業技術専門校高鍋校の
販売実務科は、知的障がい者の
方が職業に必要な基礎的な知識
や技能が得られるよう開設され
た訓練科です。社会人として必
要なマナーをはじめ、教室内に
設けられた模擬店舗内での接客
や商品包装・陳列などの訓練の
ほか、企業での職場体験実習も
行います。修了生は、小売店、
製造業、障害者雇用特例子会社
などに就職しています。
◎募集人員＝10人
◎訓 練期間＝１年間（平成25年
４月〜平成26年３月）
◎募 集 対 象 者 ＝ 県 内 在 住 の 知
的障がい者で、身辺処理が自
立しており自力通学が可能で、
集団生活および職業訓練を受
講することに支障がないと認
められる者。また、公共職業
安定所長の受講指示が受けら
れる者
◎募 集期間＝12月３日（月）〜
21日（金）
◎試験日＝平成25年１月21日
◎提 出書類＝入校願書、健康に
関する調書、療育手帳の写し
（または判定書の写し）
◎問 い合わせ先＝県立産業技術
専門校高鍋校☎０９８３-23-０
５２３

日曜給油店変更の
お知らせ
本紙11月15日号に掲載した日
曜給油店について下記のとおり
変更がありましたのでお知らせ
します。
・冨山都井店は井手都井店に変更
・坂元本城店は営業しません。

広報くしま
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