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今月号の主な内容
● 特集 市政報告会
● 日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生
● 共生・協働のまちづくり
● 消費生活出前講座を開催しています！
● まちの話題
● おしらせ版
● 市民カレンダー
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　７月９日から８月７日にかけて市内16地区の会場
で、535人の皆さんに参加していただき「市政報告会」を
開催しました。
　市長が、市総合計画に基づく施策などについて報告
を行ったほか、「原子力災害対策暫定計画」の説明を行
い、地区ごとに提出されたテーマや市政全般について、
市民の皆さんからご質問やご意見を伺いました。皆さ
んの貴重なご意見を今後の市政に反映させて行きたい
と考えています。
　報告におけるご意見や地区のテーマ内容に対する市
の考え方について抜粋して掲載します。
　内容については、市ホームページにも掲載していま
すのでご覧ください。　   　　   （政策課　☎33-5634）

原子力災害対策暫定計画について
質問・意見の内容

・年間を通して北風、北西の風が多いという認識であり、風下への避難計画は疑問である。（羽島地区）
・ 暫定計画の避難場所は南薩となっているが、季節による風向きを考慮した避難先の確保が必要ではな

いか。（冠岳地区）
・福島の事故を見ると避難先の放射線量が高くなるということもあり、避難計画は適切か。（旭地区）
・ 新聞で大学教授の風向によるデータが公表されたが、南薩への避難は適切か。より広域的な方角への

避難が必要ではないか。（羽島地区・湊地区）
・避難の所要時間などのシミュレーション（試行・実験）はなされているのか。（本浦地区）
・避難経路は国道の一つだが、津波などの複合災害を考慮した代替の経路が必要では。（川上地区）
・避難経路としては、高速道路を使った方がより早く避難できるのではないか。（上名地区）
・安定ヨウ素剤の配備はどのようになっているか。各家庭に置くのが効果的ではないか。（生福地区）

市の考え方
　本市では、県の原子力災害対策暫定計画に基づき、３月に「いちき串木野市原子力災害対策暫定計画」
を策定しました。
　暫定計画の大きな特徴は、「防災対策重点地域」がこれまでの10㎞から20㎞に拡大されたことと、避難
区域の拡大に伴って他の自治体へ避難する「広域避難」となったことです。
　避難する区域は災害の状況により３段階に分けられ、第１段階の「緊急に避難が必要な場合」には、５㎞
圏内（本市には該当なし）は直ちに避難、10㎞圏内（羽島・荒川地区）は屋内退避となります。
　第２段階の「事態が悪化する場合」には、10㎞圏内は直ちに避難、20㎞圏内は屋内退避となります。
　第３段階の「さらに事態が悪化する場合」には、20㎞圏内は直ちに避難となり、暫定計画では、全市民を
避難対象としています。

市政報告会
【特集】
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　避難先については、県の暫定計画で本市のほか薩摩川内市、
阿久根市の広域避難計画が定められ、避難先は原則、県内対
応とし、阿久根市は北薩地域及び姶良・伊佐地域等へ、薩摩
川内市は姶良・伊佐地域及び鹿児島地域等へ、本市は南薩地
域及び鹿児島地域等への避難先が示されたことなどから、協
議の結果、本市は南九州市、鹿児島市、枕崎市、指宿市とし
ています。
　風向については、川内原発敷地内の気象観測所での年間の風向調査によりますと、甑島方向に吹く東側
からの風が約36％、阿久根市や出水市方向に吹く南側からの風が約19％、薩摩川内市市街地方面に吹く
西風が約10％、そして本市の避難先である南薩方面に吹く北北西の風及び北西の風が約12％で、北風（約
13％）を含めても約25％となっており、季節によって風の影響を受ける地域は変わるものと考えられます。
　原子力発電所における万が一の事故により、放射性物質または放射線の異常な放出がある場合、放射
性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状の物質を含んだ空気の一団）となって風下方向に移動します
が、移動距離が長くなるにしたがって拡散により濃度は低くなり、また、放射線は出ている場所からの
距離の２乗に反比例して弱くなるとされています。
　このため、原子力災害においては、原発から“いち早く、より遠くへ避難すること”が原則とされており、
本市については、川内原発から50㎞以上、遠いところは80㎞以上離れた場所を避難所に指定するととも
に、大量の放射性物質が放出される前の避難の完了に努めることとしています。
　安定ヨウ素剤については、７歳以上40歳未満の全市民の１日分19,000丸を市役所に準備してあり、７
歳未満の乳幼児はシロップ剤で保存の関係上、保健所で調合することとなっていますが、いずれも医薬
品であり副作用の可能性もあることから、医療関係者の立会のもとで服用することとなります。
　また、避難経路につきましても、今後、現在定めている避難経路の検証を行うとともに、受入れ市や
関係機関の協力を得ながら、高速道路を含めた避難経路を検討したいと考えています。
　現在、国においては、「防災対策重点地域」を30㎞に拡大する方向で、防災指針の改定を進めていますが、
今回の計画は、国の防災指針の改定等による県原子力防災計画の見直しまでの間の備えとして策定した
ものです。８月11日に行った原子力防災訓練を通じた検証と課題の抽出を行いながら、国の防災指針の
改定等による県原子力防災計画の見直しを踏まえ、適宜見直しを行っていきます。　

段　階
原発からの距離

①�緊急に避難が必要な場合 ②事態が悪化する場合 ③�さらに事態が悪化する場合

５㌔圏内 直ちに避難
避難対象区域

避難対象区域５～10㌔圏内
屋内退避

（避難準備区域）

10～20㌔圏内
屋内退避

（避難準備区域）

地 区 名 避 難 先

羽島、荒川、冠岳、湊町、
川上、川南 南九州市

生福 鹿児島市

本浦、上名 枕 崎 市

野平、旭、中央、大原、
照島、湊、川北 指 宿 市
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川内原子力発電所について
質問・意見の内容 　

・ 市、議会ともに３号機増設計画の凍結を決議しているが、20㎞圏内にある市民は安全面に不安を抱いて
いる。１、２号機の再稼働と３号機増設についてどう考えるか。（川北地区ほか）

市の考え方 　　
　１、２号機については、九州電力から提出された「ストレステスト」、つまり、安全性に関する総合評
価について、原子力安全保安院により審査がなされている段階です。
　再稼働については、言うまでもなく安全性の確保が大前提です。
　国では、「原子力規制委員会設置法」が成立し、規制体制の抜本的な見直しがなされるところであり、再
稼働についても審査がなされていきますが、審査の過程を経て、国の責任で、確認・保証し、きちんと
市民に説明されることが大事であり、現時点で市としては、こうした過程の一つ一つを注視していく必
要があると考えています。
　３号機増設計画については、福島第一原発の事故後すぐに、九州電力に凍結を申し入れました。
　国では、この夏を目途に新しいエネルギー基本計画を策定することとして、原発のあり方について議
論がなされていますが、今回の福島の事故を踏まえると、将来的には、原発に頼らない方向に進むべき
であり、太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入を促進していく必要があると考えています。

総合体育館等について
質問・意見の内容 　

・総合体育館では建設後の維持管理費をどのように考えているのか。（川南地区）
・ 総合体育館やテニスコートの建設は、スポーツを通して健康になることは大変良いことであり、国体

もあり、交流人口の拡大のためにも進めてもらいたい。（中央地区）
・ 総合運動公園の整備が進んで、地区としても人の出入りが増えてありがたいが、平行して周辺の道路

整備を進めてほしい。（生福地区）

市の考え方 　
　市民の皆様のスポーツを通した健康増進、競技力の向上はもちろんのこと、公式大会が誘致できる規模・
機能を確保することにより各種大会や合宿の誘致、文化イベントの開催等による交流人口の拡大、経済
効果も期待され、また、大規模災害時の避難所としての機能も考慮して整備に向けて進めています。
　また、2020年には国体が鹿児島県で開催されることから、競技の誘致についても取り組んでいきます。
　建設に係る初期経費については、約20億円を予定していますが、文部科学省の補助と実質３分の２の
補助と同じ効果という有利な財源である合併特例債を活用し、市の実質的な負担を軽減することとして
います。
　維持管理費については、現在実施設計を行っている段階で、近隣市町村の同規模の施設では、年間で
約2,000万円となっているようですが、初期投資で太陽光パネルの設置を行い、維持管理費を極力抑える
とともに、ネーミングライツ（命名権）の導入による財源の確保について検討していきます。
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河川の維持について
意見の内容 　

・災害防止の観点から立木の伐採、支障木の除去をしてほしい。（旭地区・荒川地区・野平地区）
・災害を未然に防ぐ意味でも河川の寄洲を除去してほしい。（川南地区・大原地区）

市の考え方 　
　県管理の河川については、これまでも寄り洲除去・中洲の草払い・護岸整備等の要望を行い、今年度は、
大里川、五反田川、荒川川の３河川に寄り洲除去のための予算化がされ、渇水期の秋ごろに実施予定と
のことです。また、市管理の河川についても、今後、所要の予算を計上し、危険度、優先度を考慮して
対応していきます。

東日本大震災における瓦礫の受け
入れについて
意見の内容 　

・ 瓦礫の受け入れは放射能汚染による生活や農作
物等への影響が不安。（生福地区）

市の考え方 　
　対象となる廃棄物の放射能汚染については現時
点では明確になっていませんが、市民の健康と安
全が第一ですので、放射能汚染されたものについ
ては受け入れません。
　受け入れには、がれきの風評被害や放射能汚染
に対する住民の不安、環境センターの処理能力の
問題、最終処分場の余力が不足であるなど課題が
あります。
　このため、国及び県に対して十分理解できる説
明を求め、近隣市町村の動向を踏まえ、市民の方々
のご意見を聞いた上で、市民の皆様が不利益を被
ることがないよう、慎重に対応していきたいと考
えています。

介護保険について
意見の内容

・介護保険の現状と対策は。（川北地区）
・介護保険料が高い理由と対策は。
　（冠岳地区・本浦地区・照島地区）

市の考え方 　
　平成24年度から平成26年度の第５期は、第４
期と比較した場合、県内19市のうち８番目の改定
アップ率となっていますが、基準月額6,025円は
県内で一番高い額となっています。
　これは、他市町村と比べて、グループホームや
介護施設のベッド数が多く、サービス基盤が充実
しているとともに、施設利用者も多いことが、要
因の一つと考えています。
　新規要介護認定者について、原因分析をしてみ
ますと、その６割以上は、脳梗塞や脳卒中などの
生活習慣病の重症化が主な原因となっており、生
活習慣病の早期発見、早期治療と、治療中断防止
の啓発や、健康教育の充実をすることが、抑制に
効果があるものと考えています。

地 区 名 開 催 日 参加者数
湊　　町 ７月９日 ９人
川　　上 ７月10日 16人
冠　　岳 ７月11日 29人
生　　福 ７月12日 56人
川　　北 ７月13日 36人

旭 ７月17日 25人
荒　　川 ７月20日 28人
川　　南 ７月23日 31人
本　　浦 ７月24日 46人
中　　央 ７月25日 33人
上　　名 ７月26日 29人
羽　　島 ７月27日 52人
大　　原 ７月30日 35人

湊 ７月31日 15人
照　　島 ８月 ２日 55人
野　　平 ８月７日 40人

合　　　　計 535人
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−決死の旅立ち−　
　元治２年３月22日（1865年４月17日）、留学生一行は、未知なる世界に対する希望や不安といった複雑
な思いに悩まされながら、旅立ちの日を迎えます。海外渡航が国禁である以上、自分達の思いや感情を素
直に語ることは許されませんでした。彼らは、それぞれの思いを句に詠んで、羽島の逗留先に遺しました。
　支度が整った彼らは、羽島浦から密かに伝馬船に乗り、羽島沖に停泊していた蒸気船「オースタライエン
号」に乗り込みました。
　「二度と薩摩の地を踏むことは無いかもしれない…。」決死の覚悟での旅立ちでした。
　

　現在でも、羽島漁協前の羽島浦黎明公園に立つと、
留学生一行が伝馬船に乗り、旅立った「旅立ちの瀬」
を見ることが出来ます。

薩摩藩英国留学生記念館（仮称）は、羽島浦黎明公園に
平成25年度完成を目指しています！

日本の黎明を築いた薩摩藩英国留学生
政策課（☎33-5628）

№6

君がため 忍ぶ船路と 知りながら
今日の別れを いかで 忍びん
　　　　　　　　　  畠山丈之助
花ならぬ陰も匂ひて羽島浦
更にゆかしき今日もあるかな
　　　　　　　　　　  市来和彦

　中央地区（鮫島功地区公民館長）は、今年５月に第１回歩こう会を実
施しました。
　この歩こう会は、「中央地区共生・協働のまちづくり」の理念に沿う
行事として「健康地域づくり推進員」３名の発案で、「地域住民の親睦・
連携」を目的に実施されたもので、高齢者の健康維持の観点から町内
６つの高齢者クラブにも参加を呼びかけ行われました。
　当日は約80名の参加者があり、コースは、ニシムタ隣りの広場から
三井金山〜白左衛門ヶ丘登山道〜五反田川桜並木の約４㎞の行程をそ
れぞれの年齢・体力に合わせて歩きました。参加者皆さん心地よい汗
を流され、「来年も楽しみ」の声も聞かれました。
　また、公民館加入率がいちき串木野市の中でも中央地区が下位に

あって、その中でも東塩田町が顕著であることから、地域ぐるみで取
り組めるものはないかと始まった東塩田町公民館の町内清掃も今年で
２回目となり、今年は約60名の参加で行われました。
　この行事は、こども会主催による地域内清掃活動に合わせて行なわ
れ、子ども達や公民館加入者はもちろん、未加入者や地域内の大規模
スーパー３社、コンビニ、病院などからも参加者があり、地域が一体
となった活動となりました。
　これからも「加入者、未加入者に関わらず、自分たちが住んでいる
地域は自分たちできれいにしよう！」という、この共助の取り組みを、
地域の人が地域を支える取り組みとして無理なく継続されることが期
待されます。

共生・協働で　　　　　⑤

まち・ひと 元気 !!
中央地区
政策課（☎33-5672）

旅立ちの瀬
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共生・協働のまちづくり
自治振興課（☎33-5632）

シリーズ⑬

1. まちづくり協議会が設立されています !!

2. 共生・協働のまちづくり講演会を開催しました。
　７月29日（日）に三重県伊賀市「柘植地域まちづくり協議会」の岡本武和顧問をお招きし、「ひとが輝く、地域
が輝く、住民自治のまちづくり」と題して、伊賀市の自治基本条例をもとにした「柘植地域まちづくり協議会」
のさまざまな取組事例についての講演会を開催しました。約200人の聴講者は熱心に聞き入り、質疑等行い
ながら理解を深めていただきました。

荒川地区まちづくり協議会湊地区まちづくり協議会

湊町地区まちづくり協議会設立準備委員会

地区名 まちづくり協議 会 名 設立年月日
川　　北 川北まちづくり協議会 平成24年４月１日
羽　　島 れいめい羽島協議会 平成24年４月15日
本　　浦 本浦地区まちづくり協議会 平成24年４月17日
旭 旭地区まちづくり協議会 平成24年４月19日

野　　平 野平地区コミュニティ協議会 平成24年４月21日
川　　上 川上コミュニティ協議会 平成24年４月28日
湊 湊地区まちづくり協議会 平成24年５月20日

荒　　川 荒川地区まちづくり協議会 平成24年５月21日

地区名 設立年月日
中　　央 平成23年10月12日
大　　原 平成23年12月20日
冠　　岳 平成24年 ２月11日
湊　　町 平成24年 ６月 ９日

5月以降新たに設置されたまちづくり協議会

まちづくり協議会設立状況 （Ｈ24. ７月末）

まちづくり協議会準備委員会      （H24. ７月末）

他の地区でも、協議会設立へ向けて話し合いが
行われています。
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№16

みんなで取り組みましょう！！ ｢食のまち　いちき串木野」

平成23年３月に策定しました基本計画の各取組項目の内容についてお知らせします。

　　市　：市役所（行政）をいいます。
　市　民：市内に住所がある方、公民館や市民活動団体等の団体、本市を訪れている観光客等をいいます。
　事業者：農林漁業者、食品関連事業者、教育・社会福祉等、食に関連する個人や団体をいいます。
　推進スケジュール：「短」平成23年度〜25年度、「中」平成23年度〜28年度、「長」平成23年度〜32年度をいいます。

１基本的施策【観光及び交流】②施策の方向【魅力の発信】
4−③−5 【取組項目】情報の発信 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市
・�食に関する情報やイベント等の開催情報等について、広く内外にＰＲするため、
市ホームページ･ＩＫＣプロモーション運動･報道機関等を活用し、情報発信を
行う。

市　民 ・食に関する情報やイベント等の開催情報等の提供に努める。
・市外の知人等への情報発信に努める。

事業者 ・食に関する情報やイベント等の開催情報等の提供に努める。

4−③−6 【取組項目】他市町村との交流 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市 ・�小浜市や富士宮市などで構成される食のまちづくりネットワークに参加し、
本市の魅力を高める取組を学ぶとともに相互連携の取組や情報発信を行う。

市　民 ・本市の魅力を高める情報の収集や交流等に努める。

事業者 ・イベント等に積極的に参加し、販路拡大、ＰＲに努める。

政策課（☎33-5628）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　夏のグリーンカーテンにも利用されるゴーヤーは、ビタミンＣが
多く、夏を代表する野菜のひとつです。
　独特の苦みがありますが、わたをスプーンなどで、しっかり取り
除く、ゆでて水にさらすなどすると、苦みがやわらぎます。
　今回は、ゴーヤーのシャキシャキ感とツナの旨味で、食がすすむ
レシピをご紹介します。

≪ゆでゴーヤーとツナのお浸し≫

（材料４人分）

・ゴーヤー　1本（300ｇ）　・ツナ油漬け缶詰　小1缶（100ｇ）
・薄口しょうゆ　小さじ２
（作り方）

①  ゴーヤーは縦半分に切り、種とわたを除いて薄切りにする。熱湯で10秒ほどゆで、氷水にとり、水け
を軽く絞る（氷水にさらす時間を長くすると苦みがやわらぐ）。

② ツナは汁けをきってほぐし、①と薄口しょうゆとともにあえる。

※ いちき串木野市食生活改善推進員が野菜たっぷりレシピを作成しています。　　　　　　　　　　　
（串木野健康増進センターで配布しています。または本市ホームページをご覧ください。）

野菜を食べよう350 in いちき串木野市

ＩＫＣプロモーション運動： 市職員によるイベント等の開催情報を電子メール等により、必ず１人以上
の市外の知人等に案内する運動。ＩＫＣは ｢ いちき串木野 City｣ の略。
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　「最近、ストレスがたまってるなぁ。」こんなふうに、ふだんなにげなく使っている「ストレス」という言葉。
ストレスとは「刺激を受けたときに生じる、心や体のゆがみ」のことです。
　ストレスが過剰にたまってくると、心や身体にいろいろな影響がでてきます。そして、放っておくとうつ
病などの心の病気に悪化する可能性もあるので、早めに気づいて対処することが大切になってきます。
　ストレスの原因となるいろいろな悩み。悩みを一人で抱え込まずに誰かに相談できていますか？
　自分の言いたいことが言えない、悩みを口に出せない…みなさんは、いかがですか？とりあえず誰かに話
してみることで気持ちが楽になったり、すっきりしたりすることもあります。しかし、なかなか悩みを話せ
ずにストレスを抱え続けている人もいると思います。その人へ、周りの人ができることがあります。それは、「気
づき」「傾聴」｢ つなぎ ｣｢ 見守り ｣ です。

家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
●�発言や行動の変化や体調の変化など、家族や仲間の変化に敏感になり、心の

悩みや様々な問題を抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く

気づきましょう。

●�変化に気づいたら、「眠れてますか？」など、自分に出来る声かけをしていき

ましょう。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
●�悩みを話してくれたら、時間をかけて、できる限り傾聴しましょう。

●��話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりする

ことは逆効果です。本人の気持ちを尊重し、共感したうえで、相手を大切に

思う気持ちを伝えましょう。

早めに専門家に相談するよう促す
●�心の病気や社会・経済的な問題等を抱えているようであれば、公的相談機関、

医療機関等の専門家への相談につなげましょう。

●��相談を受けた側も、一人では抱え込まず、プライバシーに配慮したうえで、

本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる家族、友人、上司といっ

たキーパーソンの協力を求め、連携をとりましょう。

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
●�身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけて、あせらずに優しく

寄り添いながら見守りましょう。

●必要に応じ、キーパーソンと連携をとり、専門家に情報を提供しましょう。

　平成23年度におこなった「いちき串木野市健康増進計画」中間評価による調査では、「悩み事を相談できる
専門機関を知っている」と答えた人は、男性が34.2％、女性が41.9％でした。次のような相談機関もあります。
ぜひご活用ください。
　【相談機関】　  串木野健康増進センター　☎33-3450  伊集院保健所　☎099-273-2332　　　　　　　　　

県精神保健福祉センター　☎099-218-4755　

〜みんな笑顔で元気なまちをめざして〜 シリーズ㊲

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（こころの健康づくり編）
串木野健康増進センター（☎33-3450）

※ 臨床心理士による心の健康相談を実施しています。（串木野高齢者福祉センターにて）　　
事前に、串木野健康増進センター（☎33-3450）へ申し込みください。　　　　　　　　　
毎月第３金曜日　９：00〜12：00　（１人50分ずつの相談）

気づき

傾 聴

つなぎ

見守り
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土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市羽島 矢
や ぐ ら

倉団地
好評分譲中！！
　販売区画数4区画
1区画当り価格
　約503万円～860万円
1区画当り面積
　約76坪～142坪
ちなみに、１坪当り価格は
　約5.8万円～6.6万円です。

矢倉団地位置図
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※�市の定住促進補助制度により、　
最高226万円が補助されます。
・住宅建築補助金�　最高�50万円
・定 住 奨 励 金 �最高�90万円
・土地購入補助金� 最高�86万円

・所　在　地
・地  　　　目
・用途地域等
・設  　　　備
・交  　　　通
・公  共  施  設

いちき串木野市羽島字矢倉5195番地
宅地
都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
羽島簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
いわさきバスネットワーク　羽島車庫バス停まで約100ｍ
いちき串木野市役所羽島出張所まで約100ｍ
羽島小学校まで約450ｍ・羽島中学校まで約350ｍ

物件の概要

※詳しい内容については、いちき串木野市土地開発公社まで、お気軽にお問い合わせください。
☎33-5656（直通）�・�FAX32-3124

重��要

分譲団地情報！第３弾

※�分譲団地情報！第１弾の市来小城団地は広報いちき串木野6月20日号、第2弾のウッドタウン
団地は7月20日号に掲載してありますので、ご覧ください。
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No.64

　本市では、平成18年度から、児童生徒の『学力』『思いやり』『体力・気力』を向上させるための「教育３アップ作戦」
を３年ごとの計画で推進しています。
　本年４月からは、これまでの成果と課題を踏まえて、さらなる児童生徒の知・徳・体の向上に努め、生きる力を
育むために、次のように第Ⅲ期の「新３アップ作戦」を展開しています。

 
　『学力アップ』に向け、各学校では、「授業の工夫改善」「個に応じた指導の徹底」「職員研修の充実」「家庭・地
域との連携強化」を柱に、充実した取組が展開されています。
　本市の児童生徒の実態として、全県下で実施している「基礎・基本」定着度調査（平成24年１月実施、対象：
小学５年生、中学１年生、中学２年生）の結果は次のとおりです。この調査では通過率70％が、基礎・基本
が概ね定着している目安とされています。
■児童生徒の実態

・ 小学５年生（現６年生）は、理科が70％を超え、国語がほぼ70％程度です。社会と算数は、70％を若干下
回る結果となっています。

・ 中学１年生（現２年生）は、国語と英語が75％を超え、県平均も上回っています。社会と数学は県平均と
ほぼ同レベルですが、通過率が70％を下回っています。理科は、県平均よりやや低く、通過率は60％を
超える程度です。

・ 中学２年生（現３年生）は、数学と理科と英語は県平均とほぼ同レベルですが、国語と社会は県平均を下回っ
ています。また、県平均と同様に５教科とも70％を下回る通過率となっています。

■今後の取組

・ 課題解決に向け、今後は更に「言語活動の充実」を図るとともに、基礎的・基本的な知識や技能を様々な場
面で活用するような学習活動に取り組んでまいります。

・「個に応じた指導」とともに、家庭と連携して家庭学習も充実させていく必要があります。

○ 各家庭において、一家庭一家訓の取組が推進されるとともに、「我が家の家庭の日」の設定・普及が図られ
てきました。

○ 学校・家庭・地域等の連携で子どもを育む様々な活動の機会や場が広がり、学校や地域で「あいさつ運動」
が定着してきました。

○ 読書冊数の目標を決めて、主体的に読書活動を行うなど読書に親しむ取組が学校や家庭でも増えてきまし
た。

・ 思いやりの心の育成には、学校・家庭・地域住民・関係団体や企業等がそれぞれの役割を果たし、ボランティア
活動やあいさつ運動などの体験活動を充実する必要があります。

・ 教育の原点である家庭教育は、思いやりの心や感動する心などの豊かな人間性を育む上から極めて重要な
役割を担っており、保護者対象の教育相談やＰＴＡ活動の充実に努める必要があります。

 
○一校一運動では、縄跳びや一輪車、朝のかけ足など、継続した取組が展開されています。
○ＰＴＡと連携した「早寝・早起き・朝ごはん」運動が展開されています。
○ 児童生徒の安全確保に向けて、学校・家庭・地域・関係機関が連携し、日々の安全指導の充実に努めてい

ます。
○学校給食を中心に食に関する指導の充実が図られています。
○水難事故ゼロ、不審者関連の事故ゼロを目指した取組の充実を図っています。
・体力向上をめざした一層の取組を計画的・継続的に行っていく必要があります。

アップ
作戦いちき串木野市教育 新

〜子どもを育む三つの視点〜

学力アップ

思いやりアップ

体力・気力アップ

11



・ 訪問販売で高齢者に布団などを次々と
購入させるトラブルが後を絶ちませ
ん。一人暮らしや判断力が不十分な高
齢者などを狙い、強引に契約させる手
口が目立ちます。 

・ このようなトラブルでは、被害に遭った
ことを恥だと感じたり業者に対して恐怖
心を抱いたりして誰にも相談せずに被害
が拡大してしまうことがあるため、身近
な人による見守りが不可欠です。 

・ 事例のような悪質な業者は、見守りの
体制ができている家を狙いません。家
に見知らぬ人が出入りしていないか、
家の中に不要なものや契約書などがな
いかなど、身近な人が日ごろから気を
配りましょう。 

・ 心配なときは、消費生活相談窓口にご
相談ください。

2カ月で総額400万円！？
次々に布団を買わされた！

　訪問販売で次々と羽毛布団などを買
わされ、家の中に未使用の布団がたく
さんある。
　２か月前から同じ業者が何度も来
て、勝手に部屋に上がり込み布団を置
いていった。布団は特に必要なかった
が仕返しが怖くて断れず、今まで誰に
も相談できなかった。支払いは全て現
金で、業者と一緒に郵便局に行ってお

金を下ろしたこともあり、
総額で400万円以上支払っ
ている。
　業者に「暗証番号を教え
てくれれば自分が下ろし
てくる」と言われたことも
あったが、それは断った。
　契約書は６枚あるが、一
度に 300 万円払ったもの
と最後に契約したものし
か覚えていない。

（90 歳代　女性）

第  51 号

見守り
新鮮情報

ひとこと
助言

見守るくん

水産商工観光課（☎33-5638）

　悪質商法、クーリングオフ、クレジットや多重債務、契約についての知識など身近な消費生活問題に
ついて出前講座を開催しています。
　公民館･婦人会･高齢者クラブ他、団体･グループであれば申し込みできます。講座を受けてトラブル
を未然に防ぎ、安心安全な生活を送りましょう。
　消費生活講座、消費生活相談に関するお問い合わせは、水産商工観光課へお気軽にお問い合わせくだ
さい。

水産商工観光課（☎33-5638)

消費生活出前講座を開催しています！
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Festival 　７月14日から15日にかけて、「第42回串木野さのさ
祭り」が串木野地域中心商店街を会場に開催されまし
た。
  14日の前夜祭では、いちき串木野 PR レディーの交
代式や真夏のダンス王決定戦などが催され、市内外か
ら大勢の人出で賑わいました。
  15日の本祭では、園児のマーチング行進や児童の一
輪車の演技、太鼓の演奏など、様々なアトラクション
で盛り上がった後、祭りの締めくくりに43団体、約
1,900人が参加した踊り連が市中を練り歩きました。

第42回

新PRレディー

アトラクション 前夜祭

市中流し踊り

2012年「いちき串木野 PR レディー」がさのさ祭り前
夜祭で発表されました。左から濵﨑綾さん、軸丸望
梨さん、山下真美さんです。
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いちき串木野市　特定健診（メタボ健診）支援事業
協賛店の紹介 健康増進課（☎33-5613）

　いちき串木野市国民健康保険では、医療費の抑制と特定

健診の受診率向上について、次の店舗の皆様方のご協力を

いただき、国民健康保険被保険者で特定健診を受診された

方に対し、特定健診受診済証を発行します。この受診済証

を買い物の際に提示されますと、次に記載された特典サー

ビスの提供が受けられます。
※�トロちゃんシールについては、「毎月２・20日の２倍セール」や

「かごしま子育て支援パスポート事業」などの他の特典サービス

との重複はありません。

企業・店舗等名称 所在地 電話番号 特典サービス（特定健診受診済証に記載された有効期間中に限ります）

（食品・米・お茶）

久徳商店 旭町73 32-2557 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

佐々原茶舗 旭町102 32-3900 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

（花）

きよみ花屋 旭町71 32-0878 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

花樹フローリスト 昭和通181 33-1166 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

フラワーハウス　Ｑ’ｓ 旭町73 33-5023 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

（理容・美容）

うえの美容室 元町104 32-2945 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

Ｋ美容室 中尾町56-1 32-3489 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

野元美容室 汐見町15 32-5594 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

美容室　アストリア 京町2 33-1239 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

フタバ美容室 曙町148 32-2736 ・ポイント（トロちゃんシール）をパーマ・カット・カラーリングは５倍、　また、貸衣裳、着付け（七草・成人式・留袖など）を10％割引します。

マエダ美容室 桜町28-1 32-8998 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

もえで美容室 栄町189 32-3419 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

（精肉・鮮魚）

永里鮮魚店 元町159-1 32-3134 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

ミートハシグチ 旭町74 32-3029 ・ポイント（トロちゃんシール）３倍。

（飲食店）

酔匠の里　花もん 旭町72 32-1197 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、宴会は除く。

おかずや 元町12 32-2813 ・�ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、昼の惣菜のみで、弁当及び宴会は除く。

国民宿舎　吹上浜荘 湊町1-101 36-2511 ・�ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、レストランアクアで食事をされた方（宴会等は除く）に限ります。

寿司専科　串木野店 旭町100 32-6210 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

ごもんちゃん
（ラーメン） 別府4009-1 32-0794 ・ラーメンを10％割引します。ただし、有効期間中１回限りです。

（ファッション・寝具・靴・呉服）

きもの粋　日の出屋 元町231 32-2234 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

遊眠館　栄光 元町6 32-2228 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

（薬・化粧品・介護）

エメラルド 旭町59 32-8098 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍、また健康、介護用品を10％割引します。
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企業・店舗等名称 所在地 電話番号 特典サービス（特定健診受診済証に記載された有効期間中に限ります）

（電化用品）

船蔵電機 西浜町3-2 32-2548 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

吉国電機有限会社 北浜町１ 32-2389 ・店頭価格よりさらに割引します。・ご来店時にお茶かコーヒーのサービスをします。
（写真館）

森写真館 御倉町88 32-2464 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

㈱田中写真館 栄町176 32-2022 ・デジタルプリントを５％割引します。

（文具・印刷）

石野印刷 曙町41-2 32-2917 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

のもと文具店 元町175 32-2425 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。・文具、事務用品を10％割引します。ただし、特価品は除きます。
ふくだ文具店 本浜町179 32-4904 ・文具、事務用品を20％割引します。ただし、特価品は除きます。

（自動車・タイヤ）

㈱かみぞの自動車 西薩町17-11 33-1150
32-5124

・アップル車検見積無料（約10分間で終了）。
・ポイント（トロちゃんシール）３倍（板金・塗装・一般車検・整備）。

㈲太陽自動車 照島5092-5 32-1521
・車検入庫時エンジンオイル無料入れ替えサービス。
・車販売時、次回車検までエンジンオイル無料入れ替えサービス。
・車検、板金、修理時無料代車サービス。

㈲中央オートサービス 桜町5 32-2417
・�エンジンオイルを50％割引します。ただし、現金のみとし、売掛は除
きます。車検及び板金塗装ほか代車無料でお貸しします。
・車検見積り、保険見積り、板金塗装見積りを無料でします。

タイヤガーデン
Ｒ３鹿児島 薩摩山13300 33-0777

・タイヤを５％割引します。ただし、特価品、チラシ商品を除きます。
・�エンジンオイル交換（オイル・交換工賃・消費税込み）を、軽自動車1,260
円、普通車1,680円（大型車・ディーゼル車を除く）で提供します。

（お菓子・パン）

菓子処　菊屋 上名78 32-8818 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

かみその菓子舗 元町95 32-2207 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

小麦粉 春日町180-3 32-1855 ・�パンを10％割引します。ただし、ジャム、乳製品、ジュース、別注商品、パーティサンドは除きます。
ブーランジェリークープ 旭町3-1 32-6560 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

（つけあげ・かまぼこ）

寺田屋 新生町55 32-2513 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

日高水産加工 西薩町17-14 32-9421 ・つけあげ、蒲鉾を20％割引します。ただし、有効期間中１回限りです。

（園芸・日用品・記念品）

坂元金物店 元町10 32-5512 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
サラダ館旭町店
（吉村酒店内） 旭町27 32-2815 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

亀﨑染工 旭町156 32-3053 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。ただし、有効期間中１回限りです。

（時計・メガネ・宝石・補聴器）

メガネ技術館　キヨミズ 元町172 32-3727 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。
時計・宝石・メガネ・
補聴器の工房ハットリ 旭町105 32-2870 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

メガネのヨネザワ
串木野店 曙町121 33-2090 ・メガネ（レンズ・フレーム）、サングラス、補聴器を５％割引します。　ただし、備品は除き、有効期間中１回限りです。
（クリーニング）

ホワイト急便　旭町店 旭町76-1 32-3709 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。

ホワイト急便　元町通店 元町112 32-3012 ・ポイント（トロちゃんシール）２倍。なお、2日と20日については、３倍。

※�上記の協賛店舗は、平成24年６月現在で登録いただいているところです。今後、店舗の増減や特典サービスの内容変更等もあり
ますので、詳しくは、健康増進課（☎33-5613）までお問い合わせください。

　特定健診は、メタボリックシンドロームの人や予備群の人を早く見つけ、その発症・進行を防ぐこと
を目的とした健診です。
　健診は、受けたままにせず、以前と比べて、変化した数値がないかチェックして、生活習慣改善のきっ
かけにすることが大切です。 

自分の体の変化を知るためにも、特定健診は、毎年受けましょう！！ 
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●投　票　日　９月23日（日）

●投 票 時 間　午前７時から 午後６時まで（旧土川小学校は午後５時まで）

●投　票　所　投票所入場券に記載してあります

＊ 今回の選挙において第１投票区は串小の体育館が耐震工事のため、第８投票区は冠岳小が運動会のため、
投票所として使用できませんので上記の場所となります。お間違えのないように、ご確認ください。

●立候補受付　 ９月16日（日）　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
午前８時30分から午後５時00分まで（市役所市来庁舎）

●入場券発送予定日　 ９月14日（金）　　 　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　農業委員会委員選挙の有権者には投票所入場券を郵送にて発送いたします。届かない人
や無くした人は、選挙管理委員会に連絡するか、当日、投票所で受付に申し出てください。

● 期日前投票　・場　所　市来庁舎　１階会議室
　　　　　　　 ・期　間　９月17日（月）から９月22日（土）まで
　　　　　　　 ・時　間　毎日、午前８時30分から午後８時まで

●開　　　票　 ・場　所　市来庁舎　３階会議室（開始予定時刻　午後７時30分）
　
　＊その他、詳しいことは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

農業委員会委員選挙の投票日は９月23日

投票区 投票所 投票区の区域 投票区 投票所 投票区の区域

1 串 木 野 中 学 校

袴　田・日出町・大原南
高見町・大原町・昭和通
曙　町・中尾町・浜ヶ城
薩摩山

11 勤労青少年ホーム 大　薗・小　薗・河　内
浅　山・　麓

2 羽 島 中 学 校 羽島小学校区全地区

12 市役所市来庁舎

平佐原・駅　前・橋ノ口
恵比須・平　向・潟小路
　迫　・安　茶・牛ノ江
外　戸・観音ケ迫・土橋町
天神町・祇園町・栄　町
日ノ出町

3 生 冠 中 学 校 生福小学校区全地区
4 旭交流センター 旭小学校区全地区

5 荒川交流センター 荒川小学校区全地区

6 照 島 小 学 校 照島小学校区全地区
13 川南交流センター

松　山・払　山・松　原
崎　野・戸　崎・　堀　
平ノ木場・中　原

7 旧 土 川 小 学 校 旧土川小学校区全地区
8 冠岳交流センター 冠岳小学校区全地区

9 串木野西中学校 野　元・平　江・深田下
三　井 14 川北交流センター

島　内・宇　都・門　前
迫田前・木場迫・中福良
寺　迫・下手中・佐保井
陣ケ迫・池ノ原

10 春 日 町 公 民 館

岳　釜・新　潟・木　屋
港　町・本浦東・西浜町
浦和町・新生町・小　瀬
御倉町・文京町・春日町
旭　町・元　町・栄　町
浜　町・市　口・汐見町
桜　町・東塩田町

15 川上交流センター

中　組・内　門・木　場
平木場・舟川前・舟川後
久　福・松比良・中ノ平前
中ノ平後

選挙管理委員会（☎21-5125）
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　７月24日、本市船籍の遠洋まぐろ船が、関係者や
市民の方々が見守るなか串木野漁港を出港しました。
��この船は早﨑水産（有）の第68錦哉丸で、餌や生活物
資等を市内業者から調達し、南太平洋ソロモン沖・シ
ドニー沖の漁場に向かいました。
　一年間安全に航海され、大漁にて、来年も串木野漁
港に帰港されるよう期待しています。

遠洋まぐろ船 串木野漁港から出港

　

　７月９日から10日にかけて、本市の沿岸海域（荒川
地先及び羽島地先）で、鹿児島水産高校の生徒の皆さ
んがウニ駆除による藻場再生活動を実施されました。
　本市沿岸海域の藻場等の機能の維持・回復を図る
ため、市内４漁協（羽島、串木野市、串木野市島平、
市来町）は「いちき串木野市藻場造成グループ」を結成
し、アマモ場等の造成やウニ駆除など、藻場造成に
取り組んでいます。
　今回、当グループと鹿児島水産高等学校が連携し
潜水実習を兼ねたウニ駆除が実現したもので、９日
の活動終了後、地元漁業者との交流会も開催されま
した。

鹿児島水産高校生による藻場再生活動

　

　７月11日、串木野中学校３年生と保護者を対象に
鹿児島純心女子大学の谷崎和代准教授による「愛って
なぁ～に？こころとからだを大切に」と題した性教育
とデートＤＶ防止啓発の講座が開催されました。
　Ｉメッセージを使ったコミュニケーションの取り
方や性的欲求の男女の差、性感染症の怖さや妊娠の
リスクなど、間違ったメディアの情報を鵜呑みにせ
ず、正しい知識をもつことの大切さを学びました。
　また、当日は保護者向けに、台湾に留学していた
大学生が台湾の性教育について学んできたことを紹
介しながら、日本と台湾との違いについての話があ
りました。性教育は、学校はもちろんのこと、幼い
頃からの家庭教育が大切であると話されました。

男女共同参画出前講座

　７月21日、長崎鼻海水プールがオープンしました。
　水難事故防止を祈願する神事やテープカットが行
われた後、子どもたちは待望の初泳ぎを楽しみまし
た。また、景品付きのスーパーボール掴み取りも行
われ、プールの中は大賑わいでした。

長崎鼻海水プール開き

まちの
話題
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　６月24日、鹿児島市で開催された第29回南日本小・
中学生陸上競技大会の男子５年100ｍに出場した串
木野小学校の祐下芳輝さん（串西陸上所属）が、14秒
71の好記録で２位に入賞し、８月24日から25日に
かけて、神奈川県横浜市で開催される第28回全国小
学生陸上競技交流大会に出場することになりました。
　祐下さんは、「全国大会に向けて、坂道ダッシュな
どの練習を工夫し、自己新記録を出したい。」と話し
ており、活躍が期待されます。

全国大会に出場！

　７月７日から12日にかけて、中華人民共和国の上
海市で行なわれた「第11回上海国際武術博覧会」に出
場した串木野太極拳連盟上海倶楽部（平石照代会長）
の皆さんが、「太極剣の部」で第１位、「太極拳の部」で
第２位に入賞されました。
　串木野太極拳連盟上海倶楽部は、中華人民共和国
から「気功」のスポーツ国際交流員として馮金瑞（フォ
ン・ジィンルィ）さんが招かれたことをきっかけに、
平成14年に結成され、週４回太極拳の練習に取り組
まれています。
　会員94人のうち９人が出場したこの大会では、イ
タリアやスイスなど世界22か国の選手が出場するな
か、日頃の練習の成果を十分に発揮され、見事に快
挙を達成されました。
　今後ますますの活躍が期待されます。

世界大会で第１位

　日置地区県民体育大会選考会が、７月１日・８日・
15日・22日を中心に、いちき串木野市と日置市の各
競技会場で開催され、熱戦が繰り広げられました。
本市の選手の皆さんも暑い中健闘されました。
　日置地区の代表選手に選ばれた方は、９月14日か
ら16日にかけて鹿児島市を中心に開催される第66回
県民体育大会に出場されます。
●本市の団体優勝種目
　サッカー、バスケットボール（男女）
　軟式野球、卓球（男子A・B級）
　バドミントン（女子）、剣道

日置地区県民体育大会選考会

　７月16日、土川漁港から市来海岸までを対象に、「第
16回海の日海岸クリーン作戦」が実施されました。
　これは、市民の環境に関する意識啓発と海岸など
の美化活動を目的として行われたものです。
　この日は、約1,500人の市民の方々がボランティア
で参加して、海岸に打ち上げられたごみなどを懸命
に回収し、約１時間の作業で収集されたごみは約６
トンにもなりました。
　これからも美しい海や海岸を残していくために、
地域ぐるみで協力し合いましょう。
　早朝にもかかわらずご協力いただき、ありがとう
ございました。

海の日の海岸クリーン作戦
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話題まちの

　７月12日、田中秀徳園（生福地区）でハウスみかん
の鋏入れ式が行われました。
　このハウスみかんは「かごしま早生（ハウスパンダ
リン）」で、他の品種よりも着色がよく糖度・クエン
酸も良好なことから、平成15年に導入されました。
　今年は、日置地区で41トンの生産量を見込んでお
り、７月中旬から８月下旬にかけて、鹿児島県内の
ほか関西などへも出荷されています。

ハウスみかん鋏入れ

　７月29日、日置北部公設地方卸売市場駐車場で、
第４回いちき串木野市消防団消防操法大会が開催され
ました。
　大会では、ポンプ車操法と小型ポンプ操法の競技が
行われ、結果については次のとおりでした。
●ポンプ車の部　　　　　　●小型ポンプの部
　優　勝　羽島分団　　　　　優　勝　中央分団
　準優勝　中央分団　　　　　準優勝　羽島分団
　第３位　川南分団　　　　　第３位　照島分団

第４回いちき串木野市消防団消防操法大会

　７月�27日、串木野巨峰観光農園で関係者が参加し
て、ぶどうの鋏入れ式が行われました。
��生産者が一房一房愛情を込めて作ったぶどうは、
今年も甘くておいしい出来となっています。
　みなさんもぜひご賞味ください。

ぶどう観光農園鋏入れ

　７月24日、市来保育園の園児らが市役所などへ七
夕飾りのプレゼントを行いました。
　市来保育園では、毎年、高齢者クラブの方々との
交流活動のひとつとして、一緒に七夕飾りを制作し
ています。
　園児たちは、めずらしい飾りを教わったり、思い
思いに短冊に願い事を書いて飾り付けをしました。

七夕飾りをプレゼント

第94回全国高等学校野球選手権大会出場の
神村学園高等部野球部の壮行会開催

　
　８月３日、第94回全国高等学校野球選手権大会に
出場した神村学園高等部野球部の壮行会が市役所串
木野庁舎玄関前で行われました。
� �２年連続３回目の出場となった神村学園高等部野
球部を一目見ようと、多くの市民が集まり激励しま
した。
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　７月22日、京セラドーム大阪で、関西鹿児島県人
会総連合会主催の第８回関西かごしまファンデーが
開催されました。
　今年は、過去最高の約330ブースの出店があり、
本市からも９社が特産品のつけあげ・焼酎・マグロ・
ちりめんなどを出店しました。
　また、市長のトップセールスや PR レディによる
観光 PR等を行いました。

関西かごしまファンデー開催

　７月28日、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館及び艇庫で、
水辺のクリーン活動（体育館及び艇庫周辺・野元海岸）
とカヌー競技大会が開催され、小中学生・一般の65
人が参加しました。
　参加者は、クリーン活動を通じ、環境保全・環境
教育の理解と認識を深め、またカヌーの試乗体験や
競争を行い、マリンスポーツに親しみました。
　カヌー競技大会各部門の１位は次のとおりです。
【敬称略】
●小学生 男子 高学年の部
�　　　　　　馬場　莉大　（串小５年）　38秒63
●小学生 女子 高学年の部
�　　　　　　中薗　なつみ（串小４年）　49秒00
●男子 中学生の部
�　　　　　　浜田　琢夢　（串中２年）　33秒91

第16回「海の日」Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバル
及びマリンスポーツ大会

　６月14日から７月18日までの５回コースで、「男性
のための簡単クッキング教室」が串木野健康増進セン
ターで開催されました。
　この教室は、高齢者や独居が増えるなか、男性で
あっても食生活や栄養のことについての知識を持つ
とともに簡単な料理が自分でできることが望まれる
ことから、生活習慣病を予防するための食生活や簡
単な調理技術を学ぶ機会として開催されました。
　参加者の皆さんは、和気あいあいとした雰囲気の
なか、料理づくりに挑戦されていました。

男性のための簡単クッキング教室

市水泳選手権大会

　７月29日、串木野西中学校プールで第７回いちき
串木野市水泳選手権大会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
【小学生の部】
　25ｍ自由形　男子�西小野　皓大（３年）����16秒41

（大会新記録）
　50ｍ自由形　男子�馬場　莉大���（５年）����40秒29
　　　　　　　�女子�松﨑　菜緒���（６年）����42秒60
　25ｍ平泳ぎ　男子�西小野　皓大（３年）����20秒65

��（大会新記録）
　50ｍ平泳ぎ　男子�今村　海斗���（６年）����57秒05
��������������　　��女子�濵田　佳穂���（６年）����52秒08
　50ｍバタフライ　�男子�佐藤　辰太郎（６年）����55秒01
　100ｍ自由形　男子�大里　心������（４年）1分49秒24
【中学生の部】
　50ｍ自由形　男子��松田　祐輝　（１年）����31秒64
　　　　　　　�女子��上園　涼香��（２年）　��41秒75
　50ｍ平泳ぎ　男子��内村　太樹　（２年）　�46秒49
　　　　　　　女子��上園　涼香��（２年）　��57秒89
� �100ｍ自由形　男子��松田　祐輝��（１年）1分11秒49
【一般の部】
　50ｍ自由形　男子��平石　克也��（大原）　�30秒08
　50ｍ背泳ぎ　男子��福山　洋雄��（照島）　�33秒74
　50ｍ平泳ぎ　男子��内田　大作��（上名）　�35秒73
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おしらせ版おしらせ版
地域密着型サービス事業者募集

健康増進課（☎33-5673）

　第７回市民体育大会を10月７日（日）に開催いた
します。市民の皆さまがスポーツを通して互いに
ふれあい、健康つくりをすすめる楽しい大会にな
るよう計画しております。
　市民の皆さまの参加をお待ちしております。
●期　　日　 10月 ７日（日）〔雨 天 中 止〕　　　　　

※中止の場合は、防災行政無線でお
　知らせします。

●場　　所　多目的グラウンド
●開 会 式　８：30〜

【お願い】
　駐車台数に限りがあり混雑が予想されます。ご
近所お誘い合わせのうえ、乗り合わせでお越しく
ださいますようお願いいたします。当日朝、会場
までの送迎バスを運行しますのでご利用ください。
　詳しくは、広報いちき串木野９月20日号と同時
に配布しますプログラムをご覧ください。

　市民のみなさまのご参加・ご声援をお願いします。
●日　　時　９月25日（火）〜29日（土）
　　　　　　 全日20：00〜　　
　　　　　　※ 参加チーム数により期間は変更さ

れます。
●場　　所　市来体育館
●試合方法　 日本バレーボール協会の９人制ルール

を基本として行ないますが、一部、大
会特別ルールを採用し、参加チームを
Ａ、Ｂ、Ｃのクラスに分けて行います。

　　　　　　 詳細はお問い合わせください。
●参加資格　 市内居住者で昭和49年４月１日以前

に生まれた男女により１公民館によ
るチーム編成とするが、戸数の少ない
公民館等においては２公民館（近隣）
での編成を認める場合もあります。

●申  込  み　９月 ７日（金）まで
●抽　　選　９月13日（木）19：00〜 市来庁舎
●申込・問合せ   ・市民スポーツ課　吉田 ☎21-5129
　　　　　   ・税務課収納係　　中間 ☎33-5615

第７回市民体育大会について

市民スポーツ課（☎21-5129）

　市では、第５期介護保険事業計画に定められた
整備枠の中で、地域密着型サービス事業の基盤整
備を推進することとしています。
　平成25年度中に、「（介護予防）認知症対応型共同
生活介護事業所」または「地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護事業所」の開設を希望される法
人は、応募要件や事業計画書等の提出書類があり
ますので、介護保険係へお問い合わせください。
●問合せ期限　９月20日（木）まで
　　　　　　（土・日・祝日を除く　８：30〜17：15）
●事業計画書提出期限　
　　　　　　９月28日（金）まで
※ 事業計画書は、必ず持参にて直接提出してくだ

さい。郵送・宅配便・メール等での提出は受付
できません。

●日　　時　９月11日（火）９:45〜12:00
●場　　所　串木野健康増進センター　２階和室
●対 象 者　生後２か月〜10か月児とその母親
●講　　師　わらべうたベビーマッサージ認定講師
　　　　　　小島 美幸　先生
●参 加 料　無料
●持ってくるもの　バスタオル・飲み物
●申込期限　９月７日（金）
●申 込 み　串木野健康増進センターへ
●問 合 せ　串木野健康増進センター
　　　　　　子育て支援センター☎33-0192
※託児あり（要予約・飲み物持参）

ベビーマッサージ&産後シェイプアップ
体操教室の開催

串木野健康増進センター（☎33-3450）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　７月12日の５歳児歯科検診において、むし
歯がなかったお子さんをご紹介します。

林　　蓮
れん

斗
と

くん　　・　　平石　美
み

羽
う

ちゃん

平田　尊
たける

くん　　　・　　久保　駿
しゅんや

也くん

中村　優
ゆう

花
か

ちゃん　・　　渡邉　和
かず

輝
き

くん

山本　隼
とし

也
や

くん

　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。
　皆さんも、５歳児歯科検診でむし歯０

ゼロ

を目
指しましょう！
○ かかりつけの歯科医院をつくって、家族みん

なで歯の健康づくりに取り組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（�歳児歯科検診結果）

第��回公民館対抗壮年バレーボール大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

８月の市税・保険料納期
税務課（☎33-5682）

国民健康保険税　　　　第３期
後期高齢者医療保険料　第３期
介護保険料　　　　　　第３期

８月31日

税金は　未来のぼくらの　たからもの
（平成23年度「税に関する作品」より）

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替予定日は、毎月25日です。金融機関が
休みのときは翌営業日となります。口座振替の方
は、預金残高のご確認をお願いします。
　なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機関
に納付書・通帳・届出印をご持参のうえ、お手続
きください。
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　　次のとおり、公用車を売却します。

●売却車両（車種名：三菱　汲取車）
　・最 大 積 載 量：3000㎏　
　・原動機の型式：4M51　
　・初 年 度 登 録：平成11年９月
　・走 行 距 離：204,312㎞
　・車検有効期間：平成24年９月28日
　・エンジン故障あり
● 申 込 方 法　　　　　　　　　　　　　　　　　

　購入を希望される方は、９月７日（金）までに
いちき串木野市・日置市衛生処理組合へ見積書
を提出してください。（見積書様式は、いちき串
木野市・日置市衛生処理組合にあります。）

●購入（申込）条件
　⑴ 市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税及び

国民健康保険税）に関し、滞納がない方。
　⑵ 名義変更等全ての手続（所有者変更、登録番号

変更、車庫証明、自動車税等）は購入者負担と
し、物件の引渡は手続完了及び売却代金の納
入を確認した後とします。

　⑶ 物件の購入者への引渡方法は、保管場所での
現状引渡とし、引渡後の不調や故障について
の補償は一切行いません。その他引渡後に生
じる一切の経費についても購入者が負担する
ものとします。

　⑷ 車両に表示してある「串木野衛生センター」等
の名称は、引渡後、購入者で抹消していただき、
抹消後写真を提出していただきます。

●最低売却価格　10,000円
　※消費税及び地方消費税相当額を含みません。
●物件の確認日時
　⑴日　時　８月31日（金）13：00〜17：00
　　　　　　※ 物件の確認を希望される方は、事

前にいちき串木野市・日置市衛生
処理組合までご連絡ください。

　⑵場　所　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
●購入者の決定
　 　最低売却価格以上で、最高の価格をもって有

効な見積をされた方を購入者とします。

公用車（汲取車）の公売

いちき串木野市・日置市衛生処理組合（☎32-3612）

　原子力広報・安全等対策事業の一環として、原
子力発電や環境放射線監視体制、またその他の発
電に関する正しい知識の普及啓発のために、原子
力発電所、揚水式発電所等の見学会の参加者を募
集します。
●日　　程　９月25日（火） ８：20〜
　　　　　　９月27日（木）17：30
　　　　　　〔唐津市及び福岡市に２泊の予定〕
●実施方法　専用（貸切）バスにて移動
●参 加 費　無料
●対 象 者　市内に在住の18歳以上の方
　　　　　　（学生も含む）
●募集定員　20人（募集定員を超える場合は抽選）
●見学場所　 川内原子力発電所、鹿児島県環境放射

線監視センター（薩摩川内市）、玄海原
子力発電所（佐賀県玄海町）、天山揚
水式発電所（唐津市）、九州エネルギー
館（福岡市）、メガソーラー大牟田発
電所（大牟田市）

●申込期限　９月５日（水）
●説 明 会　９月10日（月）10：00〜　
　　　　　　串木野庁舎２階会議室
●申込・問合せ　政策課　政策係
※ これまでに当事業に参加された方はご遠慮くだ

さい。
※ バスでの移動が１日６時間程度となりますので、

希望者は体調を考慮して申し込みください。

　後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始
まります！
　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま２
年を超えると保険料を納めることができませんで
したが、本年10月から３年間に限り、過去10年以
内の納め忘れた保険料を納めることができる、後
納制度が始まります。
　過去10年以内の保険料を納めることで、将来の
年金額を増やしたり、年金の受給権につなげるこ
とができるようになります。
● 後納制度は事前申込みが必要です。ただし、審

査の結果、後納制度による納付を利用できない
場合があります。

● ３年度以上遡って保険料を納付する際は加算金
がかかります。

● 老齢基礎年金を受給している方は対象となりま
せん。

※ 詳 し く は、 国 民 年 金 保 険 料 専 用 ダ イ ヤ ル
0570-011-050または川内年金事務所（☎22-5276）
へお問い合わせください。

ねんきん広報だより

串木野庁舎市民課（☎33-5612)・市来庁舎市民課（☎21-5114)

九州エネルギー施設見学会参加者募集

政策課 (☎33-5634)
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　平成24年度から25年度にかけて農業振興地域の
全体計画の見直しを行います。
　それに伴い農業振興地域内の農用地につきまし
て、平成24年９月から25年３月まで現地調査を実
施します。市が委託した業者が市の腕章と証明書を
携帯して、個人の農地に立ち入り、写真を撮影し
たりすることがありますので、皆様のご理解・ご
協力をお願いします。

　日置地域の農林水産物のＰＲ・地産地消を推進す
るため、日置まるごとバスツアーが開催されます。
●参 加 費　１人2,500円
　（※大人･子どもとも同じ料金となります。）
●募集定員　各コース40人（定員になり次第締切）

※内容は変更になる場合があります。
　詳細は、季楽館・農政課・産業経済課に置いて
あるパンフレットをご覧ください。
　お問い合わせ・申し込み等は、各コースの代表
に直接ご連絡ください。

農業振興地域の全体計画の見直しに伴う現地調査

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

　町名等整理事業により、今年の10月９日から、
新たな町名に変わる区域にお住まいの方には、９月
上旬に住所表示の変更（新町名）のお知らせをしま
す。（９月中に、変更区域に住所を移された方には、
10月上旬にお知らせをします。）
　あわせて、知人や友人等へ新しい住所のお知ら
せ用としてご利用いただける「住所変更通知用はが
き」（郵便事業㈱から提供されるはがきで切手は不
要）を１世帯あたり50枚同封いたしますので、ご利
用ください。
　事業実施につきまして、今後ともご理解・ご協
力をお願いします。

　９月１日に選挙人名簿に登録する方の名簿を次
により縦覧に供します。
●縦覧期間　９月３日（月）〜９月７日（金）
●縦覧時間　８：30〜17：00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿に登録しなければ、海区漁業調整委員
会委員選挙について投票及び立候補ができないこ
とになりますので、資格のある方は必ず申請して
ください。
●申 請 の 現 在 日　９月１日（土）
●申請書の提出期限　９月５日（水）
●申請書の提出先　市選挙管理委員会（市来庁舎1階）
※ 申請用紙は、平成23年登録者には行政嘱託員に

配布・取りまとめを依頼しますが、新規に登録
申請される方は行政嘱託員に申し出てください。

●資 格 者
　⑴ 平成４年12月６日までに生まれた方で、市内

に住所または事務所を有し１年間に90日以上
漁船を使用する漁業を営みまたは漁業者のた
めに水産動植物の採捕もしくは養殖に従事す
る方。

　⑵ 海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組
合もしくは漁業協同組合連合会の役員であっ
て、その委員または役員に就任後、(1) に該当
しなくなった方。

●申 請 書
　申請書は、いちき串木野市選挙管理委員会及び
各漁業協同組合 ( 市来町、串木野市島平、串木野市、
羽島 ) に設置してあります。

町名等整理事業について
－住所表示が変わる方へは－

都市計画課（☎21-5152)

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧

選挙管理委員会（☎21-5125）

Ｂコース
日置秋ふるさとの味ツアー

Ｃコース
日置春いちごツアー

10月27日（土） 平成25年2月2日（土）
鹿児島中央駅�発

↓
おもいで館

( 団子づくり体験 )
↓

小正醸造見学
↓

城の下物産館
↓

ゆ～ぷる吹上
（食事 , 温泉）

�↓
吉利物産店

（イベント企画あり）
↓

かめまる館
↓

ひまわり館
↓

きんぽう木花館
（そば打ち体験）

↓
鹿児島中央駅�着

鹿児島中央駅�発
↓

チェスト館
（いちご狩り）

↓
ゆすいん

（いちご大福づくり体験）
（食事 , 温泉）

（佐伯屋：つけあげ注文）
↓
季楽館
↓

吉村醸造見学
↓

ほっとかん
↓

チェスト館
（佐伯屋：注文品引渡し）

↓
鹿児島中央駅�着

申込･問合せ
【Ｂコース代表】
城の下物産館
☎099-292-5890

［申込期間 :9月1日 (土 )～］

【Ｃコース代表】
チェスト館

☎099-273-9525
［申込期間 :12月1日 ( 土 ) ～］

日置まるごとバスツアー
～体験 , 見る , 食べる , 買う , 温泉～

農政課（☎33-5635）

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請

選挙管理委員会（☎21-5125）
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　夏場は、輸血用血液が大変不足します。多くの
方々のご協力をお願いします。
●日　　時　８月29日（水）13：30〜16：30
●場　　所　市役所市来庁舎正面玄関
●献 血 量　400ml　
●献血年齢　18歳から69歳まで（男性は17歳から）
　※ ただし、65歳以上の献血については、献血され

る方の健康を考え60歳から64歳の間に献血経
験がある方に限ります。

●体　　重　男性・女性とも50㎏以上

　クレジットやサラ金の多重債務問題、訪問販売な
どによるトラブルなど消費生活に関する問題でお
悩みの方を対象に、次のとおり司法書士による無
料相談会を実施します。お気軽にご相談ください。
●日　時　９月５日（水）13：30〜16：30

（相談時間は一人30分程度）
●場　所　串木野庁舎 ３階 地健室
●申込み　 相談を希望の方は８月31日（金）までに

水産商工観光課へ申し込みください。

献血のお知らせ

串木野健康増進センター（☎33-3450）

●募集期間
　【新 卒 の み】 ８月21日（火）〜９月14日（金）
　【新卒・一般】10月３日（水）〜11月16日（金）
●訓練科目　情報電子科・デザイン製版科
　　　　　　建築設計科・義肢福祉用具科
　　　　　　ＯＡ事務科・アパレル科・造形実務科
●応募資格　 身体障害者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳の所持者
●入学金・授業料　無　料
※ ハローワークのあっせんを受けられた方は、雇

用保険・訓練手当などが支給される場合もあり
ます。

※ 障害者手帳をお持ちでない方や詳しいことにつ
いては、最寄りのハローワーク（障がい者係窓口）
または次へお問い合わせください。

【鹿児島障害者職業能力開発校】
　〒895-1402　薩摩川内市入来町浦之名1432
　　☎44-2206　FAX 44-2207
※ 鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がいをお

持ちの方がその能力に適する職種についての基
礎となる知識・技能を習得し、就業による自立
と生活の安定を図ることを目的とする公共職業
能力開発施設で、国が設置し、その運営を鹿児
島県に委託しているものです。

借金等でお困りの方。まず相談しませんか？
～司法書士による消費生活無料相談会～

水産商工観光課（☎33-5638）

平成��年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生の募集

福祉課（☎33-5619）

乗り物盗・器物損壊・万引きが多発 !!　　管内刑法犯発生状況　　　※件数は、いずれも６月末現在
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23年 78 0 5 2 0 58 19 17 �2 15 0 22 5 11 �6 13
24年 103 0 4 2 2 72 �9 31 10 21 0 32 3 15 14 23

「盗難被害に遭わないために・・・」
　○自転車には防犯登録をし、短時間でも確実に施錠しましょう。
　○バイクにはグッドライダー登録をし、ハンドルロックを確実にしましょう。
　○万引きは犯罪です。万引きは「しない」「させない」「見逃さない」環境作りに努めましょう。

「県内で発生している振り込め詐欺等の主な犯行手口」
　○振り込め類似詐欺（金融商品等取引名目、ギャンブル必勝情報提供）○オレオレ詐欺（妊娠中絶費用名目）
　○融資保証金詐欺（融資の前に保証金費用）○還付金等詐欺（ＡＴＭ操作による医療費還付名目）
　第１回夜間合同補導を実施
　管内の青少年を取り巻く環境の浄化と少年非行の未然防止
を目指して、７月24日午後８時から市補導センターをはじめ
関係機関団体との合同補導を行い、駅周辺・ゲームセンター
など、少年の徘徊が予想される施設等をパトロールしました。

問合せ　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）　☎33-0110

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】

自治振興課（☎33-5631）

あなたを狙う犯行手口はこれだ !!
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　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ

さい。秘密は厳守されます。

※１�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会

に予約してください。（受付人員７人）　

※２�『心の健康相談』（眠れない・気分が沈む・落

ち込む・食欲がない・自殺を考えるなどの相

談）を希望される方は、串木野健康増進セン

ター（☎33-3450）に予約してください。相談

時間は、50分程度です。（受付人員３人）

　その他の相談については、当日会場で受付します。

　また、お問い合わせについては社会福祉協議会

へどうぞ。

　移動図書館車が市内を巡回します｡お気軽にご利用

ください｡

※�詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねくだ

さい。

９月の心配ごと相談

社会福祉協議会（☎32-3183）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別

相　談　日

相談員※毎週金曜日
7日 14日 21日 28日

串木野高齢者
福祉センター
��9：00

〜

12：00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員

健康・介護相談 − ○ − − 看 護 師

年 金・ 保 険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社会保険

労 務 士

財産・登記相談 ○ − ○ ○ 司法 書 士�
行 政 書 士

税金・経営相談 − ○ − − 税 理 士

※１
法 律 相 談 − ○ − − 弁 護 士

※２
心の健康相談 − − ○ − 臨床心理士

市来高齢者
福祉センター
10：00

〜

12：00

生活・福祉相談

4日 11日 18日 −
心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

９月の移動図書館車巡回日程

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱図書館流通センター

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース 9月  4日（火） ９コース 9月13日（木）

２コース 9月  5日（水） 10 コース 9月18日（火）

３コース 9月  6日（木） 11 コース 9月19日（水）

４コース 9月  7日（金） 12 コース 9月20日（木）

５コース 9月11日（火） 13 コース 休み

６コース 9月12日（水） 14 コース 休み

７コース 9月14日（金） 15 コース 休み

８コース 9月21日（金）

お　く　や　み（７月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります）�
※�社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきまし
た方々につきましては、「いちき串木野市社協だより」
に掲載します。

故　人 年齢 住 所 ま た
は 公 民 館 喪主または届出人

原　口　義　廣 61 新生町 原　口　フミ子

池　田　二　郎 87 麓 池　田　ア　イ

濱　田　有　規 7 大原南 濱　田　則　昭

德　重　千鶴子 81 小　薗 德　重　善　悦

橋　口　清　安 63 浜ケ城 横　山　利　香

竹之下　啓　子 62 芹ケ野 竹之下　直　正

有　馬　文　代 55 川　畑 有　馬　幸　雄

福　永　ユ　キ 91 河　原 福　永　耕　三

上潟口　サチ子 88 高見町 上潟口　和　啓

黒　川　重　雄 87 石川山 黒　川　シヅ子

三　浦　ヨシ子 93 芹ケ野 三　浦　久　士

濵　岡　俊　男 76 浜ケ城 濵　岡　カズ子

堤　　　清　光 86 福　薗 堤　　　ヱ　ミ

冨　永　俊　雄 84 別　府 冨　永　マサエ

　10月1日を基準日とし、全国一斉に就業構造基本

調査が行われます。この調査は、国民の就業・不

就業の状況を明らかにし、国や県における雇用政

策、経済政策などの基礎資料となるもので、提出

された調査票は統計上の目的以外に使用すること

はありません。

　8月下旬から身分を証明する「調査員証」を携帯し

た調査員が総務省指定の地域を確認調査のためお

伺いいたします。その後、無作為に抽出された世

帯の15歳以上の世帯員皆様に調査票の記入をお願

いし、後日、記入いただいた調査票を回収に伺い

ます。

　調査対象となられましたら調査の趣旨をご理解

いただきご回答をお願いします。

平成 ��年就業構造基本調査が行われます

政策課（☎33-5672）
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かわいい天使たち
（６月届出分）

出生届の届出期間は、生まれた日から14日以内
※持参するもの･･･
●出生届（出生証明書）１通　　●母子健康手帳　●国民健康保険証（加入者のみ）　●印鑑（届出人のもの）
　（�届出人が同意された方を掲載してあります。また住所欄は公民館、または住所での掲載となります。）

堀　陽
ひなた

咲ちゃん
（島平上）

お兄ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父：学さん・母：真美さん

原田　実
み

穏
おん

ちゃん

（小瀬）

家族皆の大切な宝物。
健やかに育ちます様に。
父：啓一郎さん・母：里美さん

有薗　晃
こう

河
が

くん

（照島下）

のびのびと育ってね。

父：健児さん・母：智子さん

大井　美
み こ

瑚ちゃん
（海土泊）

お兄ちゃんと仲良く、
すくすく育ってね！

父：幸雄さん・母：美紀さん

栢木　翼
つばさ

くん

（野元）

お姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父：拓也さん・母：吏奈さん

市来　弘
こう

清
せい

くん

（別府）

元気に産まれてきてくれて
ありがとう。

父：隆幸さん・母：愛未さん

松元　なつみちゃん
（山之口）

待ちに待った女の子♡
かわいく育ってね

父：将人さん・母：秋子さん

和田　真
まさ

輝
き

くん

（塩屋町）

生まれてきてくれてありがとう♡
私達の宝物。

父：隆之さん・母：裕美さん

中小川　来
くるみ

未ちゃん
（浜ヶ城）

みんなを笑顔にしてくれて、
ありがとう

父：仁昭さん・母：ひろよさん

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
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