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新年あけましておめでとうございます。

市民の皆様方には輝かしい新春を、健やかにお迎えのことと、心からお慶び申し上げますとともに、

平素より市政に対しまして多大なご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本市は、昨年の10月11日、旧串木野市、旧市来

町の合併により、歴史的な第一歩を踏み出すことが

できました。私、市民の皆様及び各方面の力強いご

支援と温かいご厚情により、11月の市長選挙で初代

市長に就任し、責任の重さを改めて感じているとこ

ろであります。

さて、昨年は、世界各地での度重なる自然の猛威

による大きな災害や、イラク復興問題、鳥インフル

エンザや新型インフルエンザの世界的な流行の懸

念、耐震構造計算書の偽造問題など、国内外を問わ

ず、様々な問題が発生しました。

また、全国的には景気の回復が進む中、県内の状

況については、足踏みながらも緩やかな回復に向け

た基調を維持していると言われておりますが、地域

や業種間でばらつきがあるなどまだそれを実感でき

る状況ではありませんでした。

そのような中、本市では、昨年３月13日に南九州

西回り自動車道の串木野インターチェンジが完成し

たことで市内に２つのインターチェンジを有し、県

都鹿児島市から市来までは約20分、串木野までは約

25分で往来できるようになりました。

この２つのインターチェンジにより市内で開催さ

れる各種イベント等には、市外から数多くの方が本

市に訪れているところであります。

12月には新市誕生後初めてのまぐろの水揚げも行

われ、今後、これらの特性を活かしたまちづくりを

進めることが、企業誘致や農林水産・商工業の振興

など本市経済に活力を与える鍵となるものと考えて

おります。

（10月11日、開庁式）

（串木野インターチェンジ）

（まぐろの水揚げ）

新年のあいさつ
いちき串木野市長　田　畑　誠　一
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本市の財政を取り巻く環境も市税の伸び悩みや地方交付税等の減収など様々な問題を抱えておりますが、

行財政改革を積極的に進めながら、「市民の皆様が主役、ともに築こう、力みなぎる、いちき串木野」をス

ローガンとして次の７項目を主要目標に掲げながら重点的・積極的に政策を推進して参ります。

○心のかよい合う住民主役の施策充実

（市民と行政の協働による市民主役の施策の展開、男女共同参画社会の推進等）

○抜本的な行財政改革の推進

（特別職の給料の削減、民間委託の推進等）

○安全、安心で快適な環境のまちづくり

（定住促進、上下水道の整備や生活排水対策の充実、外灯・防犯灯の整備等）

○子供から高齢者まで、生涯を通じて実践できる学習体制の構築

（多目的グラウンドの利用促進・スタンドの建設、スポーツを通した生涯学習・青少年育成等）

○すべての市民が健康で自立した生活を送ることのできるまちづくり

（子育て支援金制度の創設、温泉を活かした健康づくり等）

○港・海・高速交通体系を活かした企業誘致の促進

（開港指定、既存企業の育成、食のまちいちき串木野としての観光づくり等）

○社会基盤の整備促進

（地域間を結ぶ幹線道路の整備、土地区画整理事業の早期完成、情報通信基盤の整備等）

新しいまちづくりはこれからが正念場であります。新たな時代を見据えた新市総合計画を早期に策定し、

激動の時代における大きな課題を勇気と情熱を持って克服しながら、本市の将来都市像である「ひとが輝

き　文化の薫る　世界に拓かれたまち」に向けて、職員一丸となって努力して参りますので、市民の皆様

の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

年頭にあたり、市民の皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年のごあいさつといたします。

（市来ふれあい温泉センター）

（おゆうぎ会の様子【市来保育所】） （デイサービスのみなさんによるカレンダー作りの様子）
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雇用船員及び離職船員を対象とした認定航海当直
部員養成講習会があります。
●日　　時 ２月20日（月）～２月25日（土）

（午前９時～午後５時）
●場　　所 シーサイドガーデンさのさ
●定　　員 甲板部20名・機関部20名
●受講資格 q現在、遠洋まぐろ漁船に乗船してい

る方、又はこれから乗船しようとし
ている方で次の漁船（遠洋かつお・
まぐろ、近海かつお・まぐろ、大型
イカ釣り、中型イカ釣り、海外まき
網、カニ篭）の乗船履歴が６年以上
であること。

w二種身体検査基準に適合していること。
●申込期限 ２月６日（月）
※申込み、受講料等の問合せは串木野市漁業後継者
協議会（132-2181）

串木野市国際交流協会では、鹿児島大学中国人留
学生の協力により中国料理講座を開催しますので、
参加者を下記のとおり募集します。
●日　　時 １月21日（土）10：00～13：30
●募集人員 25名（定員になり次第締切ります。）
●場　　所 働く婦人の家
●参 加 料 無料（材料費は実費です。1,000円程度）
●申 込 み １月19日（木）までに串木野市国際

交流協会事務局（市役所企画課内）へ

厚生労働省所轄の職業能力開発協会が主催するパ
ソコンの操作技能を評価する実技検定試験です。合
格者には、ワープロ技士・表計算技士の称号が与え
られます。ご希望の方はお申し込みください。

●申込締切 １月13日（金）
●試験会場 クリックアートパソコンスクール

（昭和通285 佐抜ビル2階）
※申込み・問合せはクリックアートパソコンスクール
（121-2111）へ

おしらせ版おしらせ版
「たばこをやめて健康的な生活をしたい」と思っ

ている方、「たばこをやめたいのになかなかやめら
れない」「これまでにやめようとしたがうまくいか
なかった」という方、健康増進センターの保健師が、
あなたの日々の暮らしの中で実行できる禁煙方法を
紹介し、個別にあなたの禁煙のお手伝いをします。
あなたもこの機会にぜひ禁煙にチャレンジしてみ

ませんか？

●日時及び内容
第１回目：平成18年１月26日（木） 13：30～

串木野健康増進センター
・スモーカライザーを使っての一酸化炭素濃度
チェック
・尿中ニコチン濃度の検査
・禁煙プログラムの作成
第２回目以降：担当保健師による電話・面接での

個別支援
※およそ３カ月間支援していきます。
●申込み 先着10名（原則40歳～70歳までの方）

１月20日（金）までに、串木野健康増進
センターへ電話でお申し込みください。

※市来地域については、平成18年２月に開催予定です。

次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育
てを支援する制度です。
●祝金の対象者
q出産祝金：10万円

既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１
日以降に第３子以上の子どもを出産した方（保護者）。
但し、子どもの出生前に保護者が、いちき串木

野市に１年以上引き続き住所を有していること。
w入学祝金：10万円

既に３人以上の子どもを養育していて、第３子
以降の子どもが平成18年４月に小学校に入学する
保護者。
但し、入学時点で保護者が、いちき串木野市に

１年以上引き続き住所を有していること。
e誕生日祝金：１歳から５歳までの誕生日ごとに２万円

既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１
日以降に第３子以降の子どもを出産した方（保護者）。
●手続き
市役所の福祉課（串木野庁舎）、健康福祉課（市

来庁舎）で手続きをしてください。
各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が

発生した翌月から６カ月以内です。
●手続きに必要なもの
・振込口座預金通帳
（郵便局は不可）
・印鑑
※詳しくは、福祉課へおたずね
ください。

中国料理講座の参加者募集
企画課（133－5628）

認定航海当直部員養成講習会
水産港湾課（133－5637）

未来の宝子育て支援金制度が始まります!
福祉課（133－5618）

中央職業能力開発協会・鹿児島県職業能力開発協会主催
「コンピュータサービス技能評価試験」

総務課情報政策係（133－5633）

技能試験 日　時 時　間

9：00から 5,100円

6,400円

5,100円

6,400円

10：30から

13：00から

14：30から

検定料（税込）

1月29日

（日）

ワープロ３級

ワープロ２級

表計算３級

表計算２級

～たばこをやめたいと思っている方へ～
禁煙教室のご案内（串木野地域）
串木野健康増進センター（133－3450）



●「タコあげ」は電線のないところで！！
「タコあげ」のシーズンです。
～お父さま、お母さまへお願い～
電線の近くでは、タコを絶対あげないように、

お子さまへご注意ください。
もし、タコが電線にかかったら、危険ですから

自分でとらずに、最寄りの当社営業所へご連絡く
ださい。
・電柱にのぼって取る
のはやめましょう。
・電線を竹ざおでつつ
くのは大変危険です。

5

いちき串木野市では、臨時保健師を募集します。
応募をされたい方は、履歴書と保健師免許証の写し
を総務課人事係に提出してください。詳しくは、総
務課人事係にお問い合わせください。

●募集人員 １名
●応募資格 市内居住者で保健師免許を有する方
●募集期間 平成18年１月27日（金）まで
●勤務場所 串木野健康増進センター
●勤務時間 ８：30～17：00
●雇用期間 平成17年度末まで（延長予定有）
●勤務開始日 平成18年２月上旬から

毎月第３月曜日は犬の引き取りの日です。
子犬も引き取ります。
●日　時 １月16日（月） 13：00～13：30
●場　所 串木野庁舎別館・駐車場広場
※印鑑と鑑札を持参してください。
※当日、引き取りに出された犬をその場で譲り渡す
ことはできません。譲り渡しを希望される方は、
伊集院保健所で開催される動物愛護講習会を受講
してください。
※犬の飼い主は必ず登録し、狂犬病予防注射を受け
てください。

平成17年に改正されました鹿児島県の最低賃金は
以下のとおりです。

★地域別最低賃金は、全ての労働者に適用されます
が、産業別最低賃金の対象産業に該当する場合は、
その産業別最低賃金が適用になります。
ただし、「18歳未満65歳以上の方」「雇入れ後６

月未満で技能習得中の方」「清掃又は片付けの業務
に主として従事する方」など一定の場合は産業別最
低賃金の適用はありません。（地域別最低賃金が適
用されます。）
★最低賃金に関するお問い合わせ★
・鹿児島労働局賃金室（1099-223-8278）
・各労働基準監督署
・最低賃金テレホンサービス（1099-223-8881）
・http://www.kagoshima.plb.go.jp/

この試験は、消防職員として採用する際の登録者
名簿を作成するために行うもので、合格者は登録期
間内（平成18年４月１日から平成19年３月31日ま
で）に欠員等により逐次採用されることになります。

●募集職種 消防吏員
●採用者数 若干名
●試 験 日 第１次試験：平成18年２月12日（日）

会　　　場：いちき串木野市役所　
第２次試験：平成18年３月上旬
（１次試験合格者に後日通知）

●受験資格 q高等学校卒業以上の学歴を有する人
及び今春卒業見込みの人で昭和50年
４月２日以降に生まれた人。

w日本国籍を有し、採用後は本市に居
住できる人。

e視力…左右とも裸眼で0.3以上、矯
正で1.0以上で色覚が正常である人。

r聴力…正常であること。（２mの距
離で低語が聴取できる人。）

●試験方法 第１次試験：高校卒業程度の筆記試験、
適性検査、体力測定

第２次試験：作文試験、面接試験
●受験手続 採用試験申込書がいちき串木野市役所総

務課又は、市来支所総務課にありますの
で、案内書に従い提出してください。

●受付期間 平成18年１月６日（金）～１月26日（木）
（月曜日～金曜日の８時30分～17時）
※郵送の場合、平成18年１月26日（木）
までの消印有効。

●問い合わせ・資料請求
〒896-8601 いちき串木野市昭和通133-1
いちき串木野市総務企画部総務課人事係
●郵送での資料請求
試験案内・採用試験申込書を郵送により請求する
場合は、120円切手を貼った角型２号封筒（240×
332ｍｍ）を必ず同封してください。

臨時保健師募集のお知らせ
総務課（133－5625）

いちき串木野市消防職員採用試験のお知らせ
総務課（133－5625）

九州電力株式会社 川内営業所（123－2171）

１月の犬の引き取りについて
生活環境課（133－5614）

最低賃金のお知らせ
商工観光課（133－5638）

最低賃金名称 時間額 発効日

地 域 別
最低賃金 鹿児島県最低賃金

電気機械器具、
情報通信機械器具、
電子部品、デバイス
製造業

百貨店、
総合スーパー

自動車（新車）
小売業

608円

664円

650円

669円

平成17年
10月１日

平成17年
12月31日

平成17年
12月７日

平成17年
12月28日

産 業 別
最低賃金
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(TEL) 0996-33-5672 (FAX) 0996-32-3124 
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１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

成人式（３日）

日置北部公設地方卸売市場初せり（５日）

消防出初式（８日）

第８回元気な街づくりウォーキング大会（22日）

いちき串木野市誕生記念式典（５日）

自主文化事業「和太鼓フェスティバル」（５日）

育樹の日（上旬）

市生涯学習大会（下旬）

春季火災予防運動週間（１～７日）

第10回徐福ロマンロードウォーキング大会（５日）

桜サッカー大会（19日）

桜まつり（２日）

黎明祭（16日）

徐福花冠祭（上旬）

浜競馬大会（中旬）

第16回さのさゲートボール鹿児島県大会（下旬）

くしきのホタルツアー（中旬）

高齢者グラウンドゴルフ大会（中旬）

第19回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会（下旬）

第18回いきいき健康体操の集い（上旬）

市消防団消防操法大会（下旬）

第34回日置地区体育大会（上旬）

長崎鼻プール・照島海水浴場開き（中旬）

「海の日」マリンスポーツ大会（中旬）

さのさ祭り（下旬）

第１回市小学校水泳記録会（下旬）

串木野巨峰〔ぶどう〕ハサミ入れ式〔観光農園〕（下旬）

戦没者追悼式（15日）

サマーフェスタ（上旬）

祇園祭（上旬）

七夕踊（上旬）

中高校生米国派遣助成事業（上旬）

８月

９月

10月

11月

12月

川上納涼大会（中旬）

小・中学生夏休みチャレンジ教室（中旬）

川上踊（下旬）

市畜産品評会（上旬）

敬老訪問（中旬）

虫追踊（下旬）

農業委員会委員選挙

集団災害事故救急訓練

市民体育大会（上旬）

県石油コンビナート等総合防災訓練（上旬）

県原子力防災訓練（上旬）

高齢者スポーツ大会（中旬）

第２回市小学校陸上記録会（下旬）

第29回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会（下旬）

いちき串木野～地かえて祭り～

秋季火災予防運動週間（９～15日）

かんむりだけ山市物産展・冠嶽園書道展表彰式（23日）

市文化祭（上旬）

第11回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会（中旬）

福祉大会（中旬）

小・中学校音楽発表会（下旬）

第36回串木野地域地区対抗駅伝競走大会（下旬）

第57回市来地域駅伝競走大会（下旬）

第９回れいめいウォーク羽島・土川大会（10日）

第19回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗女性ミニバレーボール大会（上旬）

いちき串木野市ふれあいフェスタ（中旬）

市消防団年末夜警（下旬）

行事予定■平成18年

s
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
方

の
手
作
り
干
支
（
戌
）
で
す
。


