「旬報

ゆうすい」

平成２９年１１月１日（水）発行

第２８０号

旬 報
人と自然が織りなす芸術のまち
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湧水寺子屋塾の開催について

（生涯学習課）
けやき

第６８回湧水寺子屋塾を次のとおり開催します。今回は栗野岳の欅の原生林及び湧水アー
モンド園を見学します。どなたでも参加できますので，希望される方はお申込みください。
【日
時】 １１月１３日（月） 午前９時～正午（終了予定）
【場
所】 欅の原生林・湧水アーモンド園
【内
容】 鶴丸城御楼門復元事業（県事業）に使用される欅の原生林を見学
【募集人員】 先着２５名
【申込期限】 １１月６日（月）まで
【集合場所】 吉松地域の方は，吉松体育館に午前８時４０分集合
栗野地域の方は，栗野中央公民館に午前８時５０分集合
【申込・問合せ先】 栗野中央公民館 ℡：74-4313

国見寒蘭展示会の開催について

（総務課）

国見寒蘭展示会が次のとおり開催されますので，町民皆様のご来場をお待ちしています。
【日
時】 １１月１１日（土） 午前１１時～午後５時
１１月１２日（日） 午前 ９時～午後３時
【場
所】 いきいきセンターくりの郷
【問合せ先】 国見寒蘭振興会 内倉 ℡：74-2201 宮崎 ℡：74-3347
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間について （住民課）
女性をめぐる人権問題の解決を図ることを目的として「女性の人権ホットライン」強化週
間を実施します。秘密は厳守されますので，人権問題でお困りの方はご利用ください。
【実施機関】 鹿児島地方法務局
鹿児島県人権擁護委員連合会
【実施日時】 期間：１１月１３日（月）～１９日（日）
時間：平日 午前 ８時３０分～午後７時００分
土日 午前１０時００分～午後５時００分
【電話番号】 鹿児島地方法務局 全国共通ダイヤル ℡：0570-070-810
（ＩＰ電話からは接続できません。）
【相 談 員】 法務局職員，または人権擁護委員
【問合せ先】 鹿児島地方法務局人権擁護課 ℡：099-259-0684

１１月は「児童虐待防止推進月間」です。

（福祉課）

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの１本の電話で救われる子どもがいま
す。児童虐待の疑いと思ったらすぐにお知らせください。
※出産や子育てに関する悩み等ある方は，児童相談所・市町村へお気軽にご相談ください。
【問合せ先】 栗野庁舎 福 祉 課 ℡：74-3111（内線 2114）
吉松庁舎 住民福祉課 ℡：75-2111（内線 3118）

児童相談所
いち

1

全国共通３桁ダイヤル
はや

8

く

9

無料調停相談会の開催について

（総務課）

大口調停協会の主催により，同協会所属の調停委員が調停手続きの利用（案内）について
の無料相談会が実施されます。秘密は厳守されますので，交通事故・金銭・土地建物・公害・
家庭の問題でお困りの方は，お気軽にご相談ください。
【日
時】 １１月１９日（日） 午前１０時～午後３時
【場
所】 栗野中央公民館 １階 青年婦人室
【相談委員】 大口簡易裁判所，鹿児島家庭裁判所大口出張所，家事・民事調停委員
【相 談 料】 無料
【問合せ先】 大口調停協会 ℡：0995-22-0247 ※同番号は大口簡易裁判所に通じます。

特設人権相談所の開催について

（住民課）

特設人権相談所が次のとおり開催されます。相談は無料で秘密は厳守されますのでお気軽
にご相談ください。
【日
時】 １１月９日（木） 午前１０時～午後３時
【場
所】 湧水町栗野中央公民館
【相 談 員】 湧水町人権擁護委員
【内
容】 家庭内のもめごと，隣近所とのトラブル，いじめや差別など
【問合せ先】 栗野庁舎 住民課 ℡：74-3111（内線 2152）
※当日は法務局職員により登記相談も受け付けますのでご利用ください。
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（福祉課）

湧水町役場では，次のとおり臨時職員を募集します。
【雇用期間】 １１月中旬～平成３０年３月３１日（更新可）
【賃金支払日】 翌月７日支払い（平成３０年１月は，１０日支払い）
【募集人員】 各１名
【面
接】 後日，本人に連絡します。
【申込方法】 栗野庁舎 福祉課及び吉松庁舎 住民福祉課に備え付けの臨時職員採用
登録申請書及び履歴書等に必要事項を記入のうえ，お申し込みください。
【申込期限】 １１月１０日（金） 午後５時１５分
【申 込 先】 栗野庁舎 福祉課
【保険制度】 雇用保険，社会保険制度有（勤務形態により該当しない場合有）
※諸手当はありません。（一部を除く）
【問合せ先】 栗野庁舎 福祉課 ℡：74-3111

①介護認定調査員
【勤務内容】

【応募資格】
【賃
金】
【添付書類】

(1)勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
(2)勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
(3)業務内容：介護認定調査各種業務
(4)勤 務 地：栗野庁舎内
介護認定調査員有資格者で６０歳までの健康な者で，普通自動車免許取得
者及びパソコンができる者
日額：８，７００円
介護認定調査員有資格に必要な写し（看護師等）

②看護師
【勤務内容】

(1)勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
(2)勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
(3)業務内容：介護，福祉業務の補助，高齢者の訪問等
(4)勤 務 地：栗野庁舎 地域包括支援センター（栗野庁舎内）
【応募資格】 ６０歳までの健康な者で，正・准看護師資格取得及び普通自動車免許取得者
【賃
金】 日額：７，７００円
【添付書類】 正・准看護師免許の写し

③介護支援専門員
【勤務内容】

(1)勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
(2)勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
(3)業務内容：介護予防プラン作成及び地域包括支援センター各種業務
(4)勤 務 地：栗野庁舎 地域包括支援センター（栗野庁舎内）
【応募資格】 介護支援専門員資格者でおおむね６５歳までの健康な者で，普通自動車免許
取得者
【賃
金】 日額：９，７００円
【添付書類】 介護支援専門員証の写し

国管理河川 川内川河川工事（般若寺地区）について （建設課）
国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所では，１０月下旬から来年３月末にかけて吉
松地域において般若寺地区堤防強化工事を実施します。工事期間中は安全確保のため堤防等
への立入規制が行われますのでご協力をお願いします。
【問合せ先】 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 菱刈出張所
℡：0995-26-2459
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（建設課）

舗装補修工事に伴い，町道城山線において通行規制を行います。期間中は全面通行止めと
なりますので看板標識に従い通行してください。ご迷惑をおかけしますが町民皆様のご理解
とご協力をお願いします。
【路 線 名】 町道城山線
【規 制 内 容】 全面通行止め（昼間のみ）
【規 制 期 間】 １１月６日（月）～平成３０年１月２３日（火）
【規 制 区 間】 林道木場線終点～えびの市境までの１５５ｍの区間
【問 合 せ 先】 栗野庁舎 建設課 ℡：74-3111（内線 2252）

橋の点検に伴う町道通行規制について

（建設課）

町が管理する橋の点検作業に伴い，町道の通行規制を行います。期間中は片側通行規制，
または全面通行止めとなりますので誘導員及び看板標識に従い通行してください。ご迷惑を
おかけしますが町民皆様のご理解とご協力をお願いします。
【規 制 区 間】 ≪栗野地域≫
①町道轟橋線 轟橋 ②町道幸田坂本線 坂元下橋
③町道坂本水窪線 坂元橋
≪吉松地域≫
④町道原口山下線 中鶴橋
⑤町道永山川添線 永山橋 ⑥町道門前竹中線 竹中橋
⑦町道門前線 門前橋
【規 制 内 容】 車両通行止め（②・④・⑤・⑥・⑦），片側通行（①・③）
※歩行者及び自転車は通行可
【規 制 期 間】 １１月１３日（月）～１７日（金） 午前９時～午後５時
※各橋で半日，または１日の通行規制を予定しています。
【問 合 せ 先】 栗野庁舎 建設課 ℡：74-3111（内線 2252）

秋の全国火災予防運動について

（総務課）

１１月９日（木）から１５日（水）までの７日間，秋の全国火災予防運動が実施されます。
本町においても，消防団が次のとおり活動しますので，町民皆様のご協力をお願いします。
【サイレン吹鳴】 １１月９日（木） 午前６時５分
【広 報 活 動】 １１月９日（木）～１５日（水）※各分団による地域内防火広報
【訓練・広報パレード】 １１月１２日（日）
「火の用心 ことばを形に 習慣に」
（平成 29 年度防火標語）
《住宅防火 いのちを守る ７つのポイント》
【３つの習慣】 ①寝たばこは，絶対やめる。
②ストーブは，燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスコンロ等のそばを離れるときは，必ず火を消す。
【４つの対策】 ①逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を設置する。
②寝具や衣類からの火災を防ぐために，防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために，住宅用消火器等を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために，隣近所の協力体制を作る。

※家庭ごみは，燃やさず，分別して処理してください。
【問 合 せ 先】

栗野庁舎

総務課

℡：74-3111（内線 2213）
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全国瞬時警報システムＪアラートの情報伝達訓練の実施について （総務課）
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え，情報伝達訓練を次のとおり行います。この訓
練は全国瞬時警報システムを用いた訓練で，緊急地震速報等の緊急情報を人工衛星を用いて
国から送信し，防災行政無線や携帯メール等を自動起動させるもので，国から緊急情報を瞬
時に伝達するシステムです。
【実施日時】 １１月１４日（火） 午前１１時
【訓練内容】 町防災無線より，次の内容で放送されます。
≪上りチャイム≫ 「これは，テストです。」×３回
「こちらは，ぼうさい湧水町役場です。」
≪下りチャイム≫
※緊急放送のため，強制的に最大音量で放送されることとなりますので，町
民皆様のご理解をお願いします。
【問合せ先】 栗野庁舎 総務課 ℡：74-3111（内線 2213）

第１０回湧水町内駅伝競走大会の開催について（生涯学習課）
第１０回湧水町内駅伝競走大会を次のとおり開催します。小学生から大人まで幅広いチー
ム編成により各地区対抗で力走しますので，町民皆様のご声援をお願いします。
【日
時】 １１月１９日（日） 午前１０時 吉松中央公民館スタート
【コ ー ス】 ★スタート：吉松中央公民館(10:00)→吉松駅前→たまり弁当北側(10:04)
→柿木橋堤防→竹下排水機場(10:10)→中鶴橋(10:15)→右折→般若寺温泉
南側(10:20)折り返し→上村食堂前(10:27)→たまり弁当北側(10：31)→竹下
排水機場(10:37)→中鶴橋(10:40)左折→★ゴール：吉松中央公民館(10:47)
※今回から般若寺温泉→日枝神社→般若寺改善センターのコースは走行し
ません。
※（ ）内は選手通過予定時間です。大会中は事故防止のため，コース内に車を乗り入れて
の応援はできませんので，ご協力をお願いします。また，吉松橋より上流左岸堤防は工事の
ため，選手及び関係車両以外の立ち入りはできません。（応援も含みます。）今回の大会か
らコースを変更（区間短縮）しています。
【問合せ先】 吉松庁舎 教育委員会 生涯学習課 ℡：75-2142（内線 3213）

ふれあい子育てサロンの開催について（社会福祉協議会）
社会福祉協議会では，ふれあい子育てサロンを次のとおり開催します。地域での仲間づく
りや子育てについて話しをしたい方，同年代の子どもさんと遊ばせたい方，これからお父さ
んお母さんになる方，どなたでも自由に参加できます。
【開催日時】 １１月９日（木） 午前１０時～正午
【開催場所】 栗野保健センター
【内
容】 講習会
【問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200

心配ごと相談所の開設について

（社会福祉協議会）

社会福祉協議会では，心配ごと相談所を次のとおり開設します。相談は無料で秘密は厳守
されますので，お気軽にご相談ください。
【開設日時】 １１月２１日（火） 午前９時～正午
【開設場所】 湧水町郷土資料館 本館（吉松中央公民館隣）
【問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200
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（総務課）

公営住宅等の入居者を次のとおり募集します。希望される方はお申し込みください。
○定期募集住宅（応募者が複数の場合は，湧水町住宅管理条例に基づき決定します。）
■栗野地区 ３戸
吉松地区 １戸
建築
部屋
世帯・
住 宅 名
所 在 地
構造
家賃
種別
年度
番号
単身
103 号
新替団地１号棟
北方 480 番地 1
H6
RC
39,000 円
特公
世帯
303 号
20,300 円～
第 2 幸田団地 A 棟 幸田 1775 番地 1
H23
RC
201 号
公営
世帯
61,600 円
女性
単身宮下団地 B 棟 川西 741 番地 2
H7
木造
101 号
20,000 円
町営
単身
【敷
金】 家賃の 3 ヶ月分
【入居条件】 次の条件を満たしており，住宅管理規則を遵守できること。
①現に住宅に困窮していること。 ②町税・県税等を完納していること。
③入居者の年間所得合計が，入居基準内にあること。
④自治会に加入すること。
【申込締切】 １１月１０日（金） 午後５時１５分
○随時募集住宅（定期募集で入居者が決まらなかった部屋について，先着順で入居者を募集
するものです。）
■栗野地区 ３２戸
■吉松地区 ２７戸
募集 世帯・
募集 世帯・
住 宅 名
所 在 地
住 宅 名
所 在 地
戸数
単身
戸数
単身
宮前住宅

木場 255 番地 1

2戸

世帯

中津川団地

中津川 447 番地 3

7戸

世帯

京田住宅

北方 850 番地

3戸

世帯

第 2 塚ノ原団地 川西 1501 番地 10

8戸

世帯

新替団地

北方 480 番地 1

7戸

世帯

柳丸団地

川西 771 番地 1

2戸

世帯

坂元住宅

米永 3370 番地

3戸

世帯

六ツ江団地

川西 2600 番地 2

1戸

世帯

丸池タウン栗棟

木場 89 番地 1

1戸

世帯

川添団地

川添 1844 番地 1

1戸

世帯

尾鉢団地

木場 1250 番地 1

8戸

世帯

第 2 原口団地

鶴丸 1207 番地 2

2戸

世帯

尾鉢第２住宅

木場 1218 番地

5戸

世帯

山下団地

般若寺 1590 番地

1戸

世帯

牛瀬戸住宅

米永 655 番地

2戸

世帯

単身宮下団地

川西 741 番地 2

4戸

単身

1戸

単身

第 2 幸田団地
御手洗ﾊｲﾂ B 棟
幸田 1775 番地 1 1 戸
世帯
川西 957 番地
B棟
各住宅の詳細・入居条件等につきましては，住宅係へお問い合わせください。
【申込・問合せ先】 栗野庁舎 総 務 課 ℡：74-3111（内線 2213）
吉松庁舎 地域総務課 ℡：75-2111（内線 3104）
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「わくわくサービス」生活支援員（サポーター）養成講座の開催について （社会福祉協議会）
社会福祉協議会では，子育て中の方や日常生活に困っている高齢者を対象に「住民参加型
生活サポート事業わくわくサービス」を実施しています。事業推進のために生活支援員（サ
ポーター）養成講座を開催しますのでぜひご参加ください。
≪高齢者支援員養成講座≫
【日
時】 １１月２８日（火） 午前１０時～正午
【場
所】 よしまつふれあいの家（吉松小学校正門横）
【内
容】 ・講話「高齢者への接し方」 ・実技「レクリエーション」
・わくわくサービス事業説明
【申込締切】 １１月２４日（金）
≪子育て支援員養成講座≫
【日
時】 １２月６日（水） 午前１０時～正午
【場
所】 よしまつふれあいの家（吉松小学校正門横）
【内
容】 ・講義「子育ての現状について」 ・実技「読み聞かせ，歌，遊び」
・わくわくサービス事業説明
【申込締切】 １２月１日（金）
【申込・問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200

第１１回 全国和牛能力共進会において

湧 水 町
和 牛 日 本 一！
第６区高等登録群優等賞１席（農林水産省大臣賞）

★ 交 通 安 全 ★
「３ライト運動」を実践しましょう。
「早めのライト点灯」
「原則上向きライト」
「トンネル内ライト点灯」
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