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いちき串木野市の行政改革
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政改革推進課（☎ 33-5639）　

　　　  　平成 19年度のいちき串木野市の行政改革の成果について公表いたします。

　　　取り組み実績、効果額は下記のとおりです。

★人件費の削減　１億３, １１５万円
　　

　　  ・２年間で職員 �6 人、嘱託･臨時職員 41 人削減

　　・市長 30％、副市長 1�％、教育長７％の給料削減

　　・議員報酬５％の削減

　　・管理職手当 �0％の削減

★物件費の削減　１億１, ４４３万円
　　 ・消耗品費などの経常的物件費４～５％削減

　  ・広報紙及びごみカレンダーへの有料広告、

　　　広告入り封筒の導入

★繰出金の削減　　　９, ６５０万円
　　  ・公共下水道事業の繰出金 �7％削減

★公共工事の縮減　　６, ６１５万円
　　  ・公共工事のコスト縮減 1�.1％

　　・普通建設事業の縮減 �1.0％

平成 20年度も行政改革に積極的に取り組みます !!
※ 詳しくは、市役所ホームページの平成 19 年度進捗状況報告をご覧ください。
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～夏休み！安全に気をつけて、家庭・地域でも体験活動を～
　夏休みに入りましたが、何よりも配慮していただきたいのが子どもたちの安全です。この時期は、毎年水

難事故等が多発しています。地域の危険箇所については、しっかりと確認し、子どもたちが命を落とすこと

が決してないように、各家庭・地域で子どもたちを見守ってください。

　ところで、子どもたちは、昔に比べて生活体験、社会体験、自然体験等が少なくなっている傾向があります。

本市は昨年度まで、文部科学省の「豊かな体験活動推進事業」の指定を受け、各学校においては特色ある体

験活動に取り組み、体験活動の持つすばらしさを再認識しました。

　各家庭・地域でも体験活動が行われ、郷土に誇りと愛着を持った心豊かでたくましい「いちき串木野っ子」

が育つよう、ご協力をよろしくお願いします。

～子ども一人一人を見つめて　特別支援教育の充実～

　・「場に応じた声かけにより学習への集中がみられるようになってきた。」

　・「一人一人に応じてきめ細やかな支援がなされ子どもの行動が変化してきた。」

　・「�教室から飛び出しても落ち着きを取り戻し以前よりも早く教室に帰ってくるようになった。また、

学習の持続力がみられるようになってきた。」

　・「学習への興味が高まり、表情が明るくなってきた。」

　これは、特別支援教育支援員を配置している学校からの感想です。本市では、本年度から市内５校に学校

を更にサポートするために６人の特別支援教育支援員を配置し、特別支援教育の充実に努めています。特別

支援教育は、障害のある幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズにきめ細やかに対応していくものです。各小・

中学校においても特別支援コーディネーターを中心に校内委員会で一人一人の実態に応じた個別指導計画を

作成し、全校態勢で取り組んでいます。

　「子ども一人一人を見つめ、ニーズに応じた教育」を展開していくには、多くの方々のかかわりが必要です。

特別支援教育の更なる充実に向けて、皆様の温かいまなざしとネットワークによる多様な支援を今後ともよ

ろしくお願いします。

～「ことば」による表現活動の大切さを再認識～
　６月 20 日（金）、いちき串木野市国語教育研究会が羽島中

学校で開催されました。この研究会は、市内小・中学校の国

語科担当の先生方を中心に、国語教育の充実発展をめざして

研究協議をする会です。今回は「豊かな表現力を高める指導

法の研究」をテーマに、公開授業を参観し、それをもとに研

究協議が行われました。市外の中学校や高校の先生方の出席

もあり、様々な立場から活発な意見や実践例の紹介がありま

した。

　公開授業は、

「俳句」を学習

課題に、３年生の学級（授業者 : 畠中�寧教諭 ) で行われました。

　生徒たちは、教科書から自分の好きな俳句を一句選び、その

理由についてまとめ鑑賞メモを作成し、堂々と発表していまし

た。｢ことば ｣の持つ語感や響き等を大切にしていく授業を、

日々、先生と生徒たちは創造し、がんばっています。
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　５月 24日（土）、日置市中央公民館において体育指導委員連絡協議会、研究大会が開催されました。講演

では、「今の子ども達（日本）の未来が危ない　子どもの体が、いよいよおかしくなっている。」をテーマに、

生涯スポーツの推進の大切さについて話されました。

　体力は人間の活動の源であり、健康の維持のほか意

欲や気力と言った精神の充実に大きくかかわっており

豊かな人間性や自ら考えるといった「生きる力」の重

要な要素でもあります。

子ども達の体力の低下が懸念されています。

　◎かけっこでまっすぐ走れない。
　◎ソフトボールを片手で投げられない。
　◎�つまづくと手を着こうとせず、歯を折ったり
　　頭を打って気を失ったり等。

　講演終了後は、日置市消防署職員 3名の指導のもと

心肺蘇生法とAEDの使用手順について実技訓練があり

ました。

　また、体育指導委員として 5年を迎えられた、下記

の方が功労者表彰を受賞されました。

　おめでとうございました。

　上迫田　薫　（照島地区）

　堂園　善昭　（川北地区）

　６月１日（日）、第10回どろめんこ記念大

会が、旭地区芹ヶ野の田んぼで開催されました。

　市内の小規模校、５校の児童や保護者、約

170 名が集まり子どもらを中心としたゲーム

を行い、子どもから大人まで全身泥まみれに

なりながら大はしゃぎで楽しんでいました。

　大会終了後には、毎年恒例の昨年この田ん

ぼで収穫した餅米を使い婦人部の皆さんの協

力を得て作ってもらった、かからの葉【サル

トリイバラ】で包んだ（あずきと、きな粉）

ダンゴを振る舞ってもらい、口々に「おいし

い～、うんまか～」と大好評でした。

…平成20年度 日置地区体育指導委員連絡協議会研究大会…

…………………第10回 どろめんこ記念大会………………

〈30 年前との比較〉
○身長　男女　３cm増
○体重　男３kg増／女２kg増
○ハンドボール投げ
　　　　男３ｍ減／女２ｍ減
○ 50ｍ走
　男女約 0.1 秒〜 0.15 秒遅く

「すこやかスポーツ100日運動」に
取り組みましょう
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　５月 16日（金）、鹿児島市総合体育センターにお

いて研修会が開催されました。

　今年は、マスゲームの実技に加え県が奨励する健

康エクササイズ（奄美の島唄にのって）の指導もあ

りました。

　また、6月 14 日（土）、伊集院中央公民館にて日

置地区女性体育指導員が集まりマスゲームの練習に

気持ちの良い汗を流しました。

　５月 31（土）、第 16回いちき串木野ナイター陸上大会が串木野西中グラウンドで開催され市内近郊の陸上

少年団、クラブから 140 名の選手が出場し午後５時 30分から８時 40分まで、熱戦が繰り広げられました。

　各選手 3位以内に贈られるメダルを目指して競技に参加し、大会新記録も１種目あり保護者の声援等で、大

いに盛り上がりました。

　スポーツに親しみ、大会に出場する小・中学生が増えることは、体力の向上と生涯スポーツの意識の向上に

つながるのではないでしょうか。今後の活躍が楽しみです。

　　６月８日（日）、市体育センターにおいて、「いき

いき健康体操のつどい」が開催されました。市内各

地区の体操教室生・自主グループ、また、体操の好

きな一般参加者など、約 160 名が体操・ゲーム・レ

クリエーションダンス等で心地よい汗を流し、交流

を深めました。

　次回も多数の参加をお待ちしております。

いきいき健康体操のつどい実行委員会

　※　各地区体育指導委員の紹介（気軽に声をかけてください）
　　　　　冠岳地区：瀬戸口　健治　　　　　　　　　　　　　生福地区：楮山　裕二　　　　　　
　　　　　上名地区：福田　初美，西　和子　　　　　　　　　大原地区：池田　幸男，蓑茂　裕子　　
　　　　　中央地区：栢木　平次，溝添　ミサ子　　　　　　　本浦地区：小松　秀貴，尾辻　勝子　　
　　　　　野平地区：満留　昭子　　　　　　　　　　　　　　照島地区：泉　　順子，上迫田　薫　　
　　　　　旭　地区：新屋敷　晶　　　　　　　　　　　　　　荒川地区：岩村　光雄
　　　　　羽土地区：大﨑　勝夫，関根　由理佳　　　　　　　川南地区：原口　俊昭，小橋口　由美子
　　　　　川北地区：堂園　善昭，黒木　眞利子　　　　　　　湊　地区：徳重　和彦，久見瀬　美子
　　　　　湊町地区：大迫　秀人　　　　　　　　　　　　　　川上地区：古川　清行

市民スポーツ課（☎ 21-5129）体育指導委員協議会

…………… いちき串木野ナイター陸上大会 ……………

………… 第20回 いきいき健康体操のつどい …………

…… 女性体育指導員生涯スポーツ担当者等研修会……
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夏の交通事故防止運動
自治振興課 （☎ 33-5632）　

　「鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード」をスローガンに、7月 21日（月・祝）から 7月 30日（水）に
かけ、夏の交通事故防止運動が実施されます。
　交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図りましょう。

〈運動の最重点〉　高齢者と子どもの交通事故防止　～「つけてますか？」運動等の展開～
〈運動の重点〉　１．飲酒運転・暴走等無謀運転の根絶　～「飲酒運転８せん」運動の展開～
　　　　　　　　２．後部座席を含めたシートベルトとチャイルドシート着用の徹底
　　　　　　　　　　　～全席ベルト着用！！「します・させます」運動の展開～
　　　　　　　　３．自転車の安全利用の推進

　高齢者（65歳以上）の交通死亡事故が多発！

○�高齢歩行者を見かけたら、減速するなど思いやりのある運転に
心がけましょう。
○薄暮時や夜間に外出する時は ､夜光反射材を身につけましょう。
○�道路を横断する際は ､必ず一旦止まって左右の安全を確認して
から渡りましょう。
☆�毎月 15 日は ､「高齢者交通安全の日」です。高齢者を交通事故
から守りましょう。

　自転車の安全利用の推進

○保護者の方は、13歳未満の子どもにはヘルメットを着用させる
　よう努めましょう。
　�薄暮時から夜間にかけて、自転車の重大事故が多発する傾向に
あることから、早めの点灯を励行しましょう。

　飲酒運転の根絶（なくそう！悪質・危険な飲酒運転）

○�飲酒運転の悪質・危険性、責任の重大性を十分認識するとともに、
飲酒を伴う会合等には公共の交通機関等を利用し、飲酒後は絶
対に車を運転しないようにしましょう。
　☆飲酒運転「８（やっ）せん」運動　
　　１　酒を飲んだら運転しません　　　　　　　　２　運転するなら酒は飲みません
　　３　酒を飲んだ人には運転させません　　　　　４　酒を飲んだ人には車は貸しません
　　５　運転する人に酒はすすめません　　　　　　６　酒を飲んだ人の車には同乗しません
　　７　使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません　
　　８　酒を飲んだら自転車も乗りません
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自治振興課 （☎ 33-5632）　

　気象庁では、本年３月 26日から竜巻注意情報の発表を開始しております。
　この情報は、今まさに、竜巻等の激しい突風をもたらすような気象情報を速報するもので、雷注意報を補足す
る情報として発表します。防災機関や報道機関へ伝達するとともに、気象庁ホームページでもお知らせします。
発表時刻から１時間が有効時間であり、解除は行いません。
　激しい突風をもたらす竜巻などの現象は、発現時間が短く、発現箇所も極めて狭い範囲に限られます。
　一方、この情報は各気象台が担当している比較的広い領域（概ね一つの県）を対象に発表します。
　このため、竜巻注意情報が発表された地域でも必ず竜巻などの突風に遭遇するとは限りません。
　竜巻注意情報が発表された場合には、まず、周囲の空の状況に注意を払い、さらに、空が急に真っ暗になる、
大粒の雨が降り出す、雷が起こるなど、積乱雲が近づく兆候が確認された場合には、頑丈な建物に避難するなど
の安全確保に努めてください。

竜巻注意情報について

「竜巻注意情報」が発表されたら・・・
　特に　・人が大勢集まる屋外行事　　　・テントの使用や、子ども、高齢者を含む屋外活動
　　　　・高所、クレーン、足場等での作業
　のように、安全確保にある程度の時間を要する場合には、早めの避難開始を心がけてください。

　発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてく
ださい。
　「発達した積乱雲の近づく兆し」とは・・・
　�以下のような状況になると、竜巻の発生するような発達した積乱雲が、
　あなたの間近まで近づいている可能性があります。
　　◆ 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。
　　◆ 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。
　　◆ ヒヤッとした冷たい風が吹き出す。
　　◆ 大粒の雨や「ひょう」が降り出す。
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市来一般廃棄物利用エネルギーセンターについて
生活環境課 （☎ 33-5614）

　

　市来一般廃棄物利用エネルギーセンターの現状についてお知らせします。

　この施設は、旧市来町が平成 14年度東京工業大学大学院の吉川教授が開発した、スターミート

方式を利用したガス化改質発電方式による、ごみ処理施設として、家庭から出る一般ごみと肉骨

粉を同時に処理できる施設として建設されたものです。

　工事は、平成 14 年 12 月に着手し、平成 16 年 3月に一応の完成を見て、4月からごみ処理を

開始しております。

　施設は、1日 24 ﾄﾝのごみ処理と、900 ｋＷの発電ができる計画であります。

　総事業費は、9億 9,385 万 1 千円で、内訳は、国庫補助金等が 3億 1,237 万 9 千円、起債等 5

億 4,750 万円、一般財源 1億 3,397 万 2千円となっております。

　平成 16年 4月以降本格的にごみ処理を開始しましたが、ガス質が安定しない、改質ガス中に不

純物が含まれ発電施設に悪影響を及ぼし発電ができないなど諸問題が発生し、平成 17年 12 月ま

でに 7件の改善工事を実施しております。

　平成 17年 12月会計検査院の会計実地検査が行われ、「国庫補助金の効果が発現されているとは

認められない。」という指摘を受けております。

　これを受けて、当時の受注業者等に仕様書どおりの性能が発揮できるよう改善策を実施するよ

う求めたところですが、誠意ある対応はなされませんでした。

　その後も会計検査院の実地検査が行われ、前回同様厳しい指摘を受けております。

　このため、市としましても責任の所在･原因究明を行うため設備状況調査を実施しております。

調査では、施設の課題として、7点ほど指摘がなされました。また、改善案として 14項目が指摘

されたところであります。この調査の結果を受け、改善計画の策定を委託し、改善計画案が出来

上がった後、受注業者等へ改善工事の見積りを依頼しましたが協力は得られませんでした。

　このように受注業者の協力が得られない中では、改善の目途がたたず大変苦慮しているところ

であります。

　現在、約 3割のごみ処理は出来ていますが、発電に適したガスが出来ないため、発電は出来て

いないことから、発電についてはあきらめざるを得ないと考えておりますが、ごみ処理について

は継続していきたいと考えております。

　今後は、会計検査院や環境省･資源エネルギー庁・ネド　との協議や、市民･議会の皆様のご意

見を伺いながら判断していきたいと考えております。

　議会にも、「市来一般廃棄物利用エネルギーセンター調査特別委員会」が設置され審査が続けら

れており、先の 6月議会において中間報告が出されたところであります。これを踏まえ、また、

十分協議を重ね、判断をして参りたいと考えております。

　以上、これまでの経緯と今後の考え方についてご報告し、市民の皆様にもご理解を頂きたいと

思います。

注1）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

注1）



�

世論箱への投書
【意見の概要】
　給食を届ける配送車が、学校でのコンテナの積みおろし中、エンジンをかけたまま行っているようで
ある。現在、エコロジーの大切さは学校でも取り上げられており、燃料費の節約にもなるのでエンジン
を停めてエコドライブを心がけてもらえないでしょうか。

【回　　　答】
　現在、４台の給食配送車で市内小中学校に給食を届けていますが、コンテナ積みおろし時のエンジン
停止の徹底が行われていなかったようです。
　今後は、環境保護・経費削減のためにも、停車中のエンジン停止の徹底に努めて参ります。

市民の皆様が世論箱へ
投書された貴重な

ご意見をご紹介します。

※市民の皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。

　なお、住所・氏名等を記入されている方につきましては、郵送等で回答させていただきました。

【意見の概要】
　市で配るお弁当や市職員の昼食時の割り箸用の原則使用禁止の市町村もあると聞きました。ごみの減
量化に市が本気で取り組む姿勢を見せるいいチャンスにもなると思います。

【回　　　答】
　ごみの減量化につきましては、平成 11年度からごみ資源の再利用及びごみの減量化を図ることを目
的とした分別収集を各地区で実施し、可燃ごみ及び埋め立てごみの削減に努めている状況であります。
� �市で配るお弁当についてでありますが、市が高齢者を対象とした、訪問給食を実施していますが、割
り箸はつけず、弁当箱は後日回収し、再利用しております。
��また、市職員の昼食時の割り箸使用禁止についてであります。本市の省エネルギー推進計画に基づき「マ
イ箸運動」を 7月から実施し、環境保全と資源確保に取り組むことと致しました。

次のことに注意しましょう

　・ 電柱に登るのはやめましょう
　・ 切れた電線に触らないようにしましょう
　・ 発電所や変電所の
       構内に入るのはやめましょう
　・ 電線の近くでのセミ取りや釣り
　　 などには十分注意しましょう

【お問合せ先】　九州電力㈱��川内営業所　☎0120-986-802（コールセンター）
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話題

いちき串木野GENKI祭り
　６月７日、いちき串木野商工会議所青年部主催の
「いちき串木野 GENKI 祭り～第３章～」が、シーサ
イドガーデンさのさで開催されました。
　今年で３回目となったこのイベントは、市内外か
ら 1,000 名を超すダンスファンが集い、フロアは地
元出身のジミー入枝さんのライブなどで、大いに盛
り上がりました。また、中庭の屋台村では、まぐろ
ラーメンや出船バーガー、ポンカンシリーズも登場
し、大変賑わっていました。

第３回市長旗争奪軟式野球大会
� �６月１日、多目的グラウンドで第３回市長旗争奪
軟式野球大会が開催され、９チームが参加し、白熱
した戦いを繰り広げました。
●優勝　大弘軒　　●準優勝　Beats

ま のちま のち

「災害時における応急対策に関する協定書」
調  印  式

　６月５日、市長室で地震、風水害等の災害が発生
した場合などに社会貢献活動の一環として実施する
水道施設の応急対策を目的とした協定書の調印式が
行われました。
　協定者であるいちき串木野市管工事組合（組合員
数 12 社）と市が、災害時における応急対策に関す
る事項について合意したものであります。
　これにより、台風等により災害が発生した場合、
同組合に依頼すれば、地域ごとに組織化された組合
員が被害情報の収集を行い、水道施設の応急的復旧
等の迅速な対応ができるものと期待されます。
　また、６月３日には全国水道週間（６月１日から
７日）の活動として、羽島小ヶ倉水源地や管理道路、
その他の水道施設の草払いをしていただきました。

ふるさと塾事業
『市来てんがらもん塾』実施

　６月５日から８日まで市来若者隊主催の「市来て
んがらもん塾」が市来高齢者福祉センターを中心に
実施されました。
　今回の『てんがらもん塾』には小中学生あわせて
25名が参加し、宿泊や自炊体験をともにしました。
　また、「先輩の話」として地元出身の歌手ジミー
入枝さんの話や歌を聞いたり、週末はいきいきバス
を利用してパークゴルフを体験したり、冠岳登山に
も挑戦するなど充実した経験をしました。
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話題ま のちま のち

第3回いちき串木野市陸上選手権大会
　６月７日、多目的グラウンドで第３回いちき串木
野市陸上選手権大会が行われました。大会には、市
内の小学生を中心に約 100 名の出場があり、日頃の
練習の成果を発揮しました。
　結果は以下のとおりです。（敬称略）
● 100m 走

（小学生の部）
　１年男子　向井原　　　駆（照島小）　19秒 0
　　　女子　屋　久　紅　葉（生福陸）　22秒 6
　２年男子　松　崎　真　紀（羽島陸）　17秒 7
　　　女子　西　　　季　香（串西陸）　18秒 9
　３年男子　屋　久　　　楓（生福陸）　18秒 7
　　　女子　植　村　友　美（照島小）　17秒 5
　４年男子　遠　矢　浩　人（羽島陸）　16秒 6
　　　女子　萩　元　麻　季（串西陸）　17秒 3
　５年男子　白　石　侑　也（串西陸）　15秒 8
　　　女子　池　田　成　海（生福陸）　15秒 6
　６年男子　内　村　　　剛（神村小）　14秒 9
　　　女子　谷　口　　　葵（串西陸）　15秒 1

（中学生の部）
　　　男子　白　石　和　也（串西中）　12秒 5
　　　女子　東　　　　　萌（生冠中）　13秒 3
● 800 ｍ走
　４年男子　遠　矢　浩　人（羽島陸）2分 46秒
　　　女子　宇　都　彩　乃（生福陸）3分 01秒
　５年男子　遠　矢　託　人（羽島陸）2分 44秒
　　　女子　池　田　成　海（生福陸）3分 10秒
　６年男子　宇　都　裕　矢（生福陸）2分 42秒
　　　女子　萩　元　可南子（串西陸）2分 48秒
　中学女子　瀬戸口　静　香（生冠中）2分 41秒
● 2000 ｍ走
　中学男子　宇　都　一　真（生冠中）6分 37秒
　一般男子　西別府　浩　明（消　防）7分 02秒
●走り幅跳び
　小学男子　白　石　侑　也（串西陸）　�3m57cm
　小学女子　萩　元　可南子（串西陸）　�3m96cm
　中学男子　白　石　和　也（串西中）　�5m40cm
●走り高跳び
　小学女子　山　神　玲　華（串西陸）　�1m20cm
●砲丸投げ
　中学男子　原之園　祐　将（生冠中）　�9m59cm

お茶とのふれあい
　６月 11 日、羽島小学校で、また 24 日は冠岳小
学校で鹿児島県産のお茶を用いておいしいお茶の入
れ方教室が行われました。
　当日は、講師がテキストを用いながら県の茶生産
の実態やお茶の入れ方を指導、その後子どもたちも
お茶入れに挑戦しました。
　『いつも飲んでいるお茶よりおいしい』と何杯もお
かわりしている子どももおり、おいしいお茶の入れ
方を教わり、家でも入れてみようと喜んでいました。

ライオンズクラブの皆さんありがとう！！
　６月 12 日、ライオンズクラブ会員約 40 名の皆
さんが、海浜児童センターで草払い等の清掃ボラン
ティア活動をしてくださいました。
　清掃が終わった後のグラウンドは見違えるように
きれいになり、子どもたちにも、大変よろこばれて
います。
　ライオンズクラブの皆さんありがとうございまし
た。



話題ま のちま のち

ガルどんのダゴ流し
　６月 19日、串木野新港大橋のたもとで、「ガルど
んのダゴ流し」が行われ、市口公民館の親子、関係
者など約 50名が参加しました。
　毎年、旧暦の５月 16日の水神さまをまつる日に、
ガルどん（かっぱ）の好物であるダゴ（団子）をお
供えして、水難事故防止を願う伝統行事です。
　子どもたちは、それぞれの家庭で作った長さ約
40 ㎝の「ワラット」と呼ばれるワラに包んだ団子
を持ち寄り、「かっぱさん、かっぱさん、じご抜か
ないで」という掛け声に合わせ、水難事故に遭わな
いように祈りを込めて、団子を川へ流しました。

国際ソロプチミストいちきくしきの発足
　６月 16 日、県内で 12 番目に認証された国際ソ
ロプチミストいちきくしきのの岩崎絢子会長さんら
が市長室を訪問されました。
　ソロプチミストとは、人権と女性の地位を高める
奉仕活動を行う組織であり、これからの活動が期待
されます。

「社会を明るくする運動」への
理解と参加を！！

　社会を明るくする運動強調月間の一環として、
キャラバン隊が、7月 1日に串木野庁舎正面玄関前
で出発式を行い、法務大臣からの「犯罪・非行の防
止と更生の援助のため、地域住民の理解と参加を求
める」メッセージを市長へ手渡しました。
　その後、キャラバン隊は、犯罪のない地域づくり、
青少年犯罪の未然防止などを訴えながら、市内広報
活動を行いました。

分譲地の購入者紹介に係る協定書調印式
　７月１日、市長室で分譲地の購入者紹介に係る協
定調印式が行なわれました。これは、いちき串木野
市が保有する芹ヶ野団地と土地開発公社が保有する
羽島矢倉団地、ウッドタウン団地、市来小城団地の
購入者の紹介を（社）鹿児島県宅地建物取引業協会
に依頼するものです。
　これにより、分譲地の販売促進が期待されます。

1�

地元中学生の社会学習見学会を実施
　７月４日、『地域社会との共生』を会社の基本方
針とする日本地下石油備蓄基地㈱串木野事業所が地
元への貢献活動の一環として、地元中学生を対象に
社会学習見学会を実施。
　この日は、市来中学校の３年生 68 名と先生 5名
が展示館見学、岩盤タンク水封方式の実験見学、石
油に関する一般知識の講義を受け、西薩工業団地に
ある事業所で計器室等を見学しました。



　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している

方は在住する市町村へ現況届・所得状況届を提出す

ることになっています。

　この届は手当を引き続き受給するために、必ず提

出しなければなりません。（支給停止の方も提出して

ください。）

　下記期限内に届が提出されない場合は、手当の支

給が停止され、さらに２年が経過すると受給資格を

喪失することになります。

●提出期限

　児童扶養手当現況届

　８月１日（金）〜 15日（金）

　特別児童扶養手当所得状況届

　８月 11日（月）〜９月 10日（水）

●提出場所

　串木野地域にお住まいの方…串木野庁舎　福祉課

　市来地域にお住まいの方…市来庁舎　健康福祉課

●届に必要なもの

　1（特別）児童扶養手当証書

　2　印鑑（受給申請に使った印鑑）

　3　世帯全員の住民票（児童扶養手当受給者のみ）

　4�　その他　添付書類が必要な方に対しては、書類

を送付しますので、記入のうえ提出してください。

※�３・４の書類は８月１日以降の日付のものを提出

してください。

　ひとり親家庭等医療費助成制度は、父子・母子家庭等

の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福

祉の向上を図ることを目的として、行われています。

　受給資格者証は、今年７月末日で有効期限が切れます

ので、下記により更新の手続きをしてください。

　また、この助成を受けるには受給資格者としての登録

が必要です。まだ、登録されていない方は、串木野庁舎

福祉課、または市来庁舎健康福祉課で登録手続きをし

てください。

●対　象

　父子・母子家庭で、18歳未満の児童（18歳になった

日以降の最初の3月31日までの児童。障害のある児童

については20歳未満まで）がいる家庭、またはこれに

準じる家庭。

●更新手続きに必要なもの

　・印鑑　・健康保険証��・旧受給資格者証

　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】
　①出生祝金：10万円
　�　既に２人以上の子どもを養育し、第３子以降の
子どもを出産した方（保護者）
　�　ただし、子どもの出生前に保護者が、いちき串
木野市に1年以上住所を有していること
　②�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子以降を出産した方で、その第３
子以降の子どもが誕生日を迎えた方（保護者）
　�　ただし、子どもの誕生日前に保護者が、いちき
串木野市に１年以上住所を有していること
　③入学祝金：10万円
　�　既に３人以上の子どもを養育し、第３子以降の
子どもが平成20年４月に小学校に入学した方（保
護者）
　�　ただし、入学時点で保護者が、いちき串木野市
に１年以上住所を有していること
※�祝金は、申請要件の発生日において対象の子供以
外に２人以上を養育している方が、対象となりま
す。（15歳以上の子供を養育されている方はお問
合せください。）
●必要なもの
・�申請者及び配偶者がいちき串木野市税を滞納して
いないことがわかる、市税務課発行の証明書（手
数料200円）
・印鑑
・保護者の振込口座預金通帳（郵便局は不可）
※�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。
●請求及び問い合せ
　串木野地区の方は　串木野庁舎福祉課
　市来地区の方は　市来庁舎健康福祉課（☎21-5117）

おしらせ版おしらせ版

児童扶養手当現況届・特別児童扶養
手当所得状況届の提出

福祉課（☎ 33−5618）・健康福祉課（☎ 21−5117）

ひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新を

福祉課（☎ 33−5618）・健康福祉課（☎ 21−5117）

保健・衛生・福祉

未来の宝子育て支援金について

福祉課（☎ 33−5618）

☆むし歯０( ゼロ ) おめでとう☆
（� 歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33−3450）

13

　６月 18 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。

　　良井　 響くん　　　・　西沢 　響くん
　　永田 紘士くん　　　・　小川 祐哉くん　
　　出水 一咲ちゃん　　・　井之上 咲耶ちゃん
　　坂口 裕樹くん　　　・　野中 凜花ちゃん
　　逆瀬川 航希くん

　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。みなさんも５歳児検診でむし歯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。
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●期　間　９月５日〜11月７日　毎週金曜日

　　　　　　14：30〜16：30　　計10回

●会　場　�市来ふれあい温泉センター・市来保健セ

ンター

●内　容　①健康運動指導士等による実技指導

　　　　　　「水中運動浴」・「ストレッチ」など

　　　　　②健康講話

　　　　　③栄養士による栄養講話

●参加料　�1,300円程度（プール使用料及び傷害保険

料）

●募集人員　�25名（60歳〜74歳までの市国保加入者で

約３ヶ月間�毎回参加できる方）

　　　　　※先着順とします。

●申込期限　８月１日（金）

●申込先　市来庁舎健康福祉課保険給付係

　　　　　串木野庁舎健康増進課保険給付係（☎33-5613）

※持病のある方は主治医に相談の上、申込み下さい。

　サマーフェスタin市来・祇園祭・七夕踊が、下記

の日程で開催されます。市民の皆様の多数のご参加

とご観覧をお願いいたします。

サマーフェスタin市来

●日　時　８月２日（土）18：30〜21：00

●場　所　市来ふれあい温泉センター裏

●内　容　お楽しみ抽選会・商工会青年部イベント

　　　　　東シナ海をバックに打ち上げる花火等開催

祇　園　祭（六月灯）

●開催日　８月２日（土）

●場　所　湊町地区内

●内　容　

　12：00〜� � 花火を合図にスタート

　14：30〜15：15� 濵田屋伝兵衛駐車場
　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）

　18：00〜18：30� 八坂神社祭典

　18：50〜� � サマーフェスタin市来と合流

　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）

七　夕　踊

●開催日　８月10日（日）

●場　所　大里地区内

●時　間　08：00〜　　中福良　　　　　

　　　　　10：00〜　　門　前

　　　　　15：00〜　　払　山

●内　容　作り物（鹿・虎・牛・鶴）太鼓踊りなど

　　　　　勇壮に踊られる。

国民健康保険証の切り替え

健康増進課（☎ 33−5613）・健康福祉課（☎ 21−5120）

熱中症を防ごう！

串木野健康増進センター（☎33−3450）・健康福祉課（☎21−5118）

国民健康保険　保健事業
「温泉を活用した健康づくり」教室のお知らせ

健康福祉課（☎ 21−5120）

「サマーフェスタｉｎ市来」「祇園祭」
「七夕踊」の開催について

産業経済課（☎ 21−5124）

募集・催し

　現在使用されている国民健康保険証の有効期限
は、７月31日までとなっています。８月１日以降
は、新しい保険証でないと診療は受けられません。
　７月15日（火）から30日（水）にかけて、国民健
康保険についての説明会と保険証切り替えを行いま
す。日程（広報いちき串木野6/20号に掲載）を確認
のうえ、必ず切り替えてください。

●切り替えに必要なもの
①��現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険証
・ も切り替えます）

②�印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人の印
鑑）、スタンプ印不可
※ 学保険証の切り替えには、在学証明書が必要です。

●同時切り替え
　�　今回は、下記の切り替えも同時に行います。お
持ちの方は保険証と一緒にお持ちください。
　・国民健康保険限度額適用認定証（橙色）
　・�国民健康保険限度額適用
　・標準負担額減額認定証（はだ色）
　・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）
　　※国民健康保険被保険者のみ

◆熱中症とは
　高温・高熱にさらされたり、激しい運動などを
行ったときにみられるさまざまな体の不調です。
　脈が早くなる、手足のけいれん、めまいなどには
じまり、重症例では意識障害やショックなどがみら
れ、場合によっては死に至ることもあります。
　子どもや高齢者については注意して見守るように
しましょう。
　高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や体
調がよくないときなどは、特に注意が必要です。

◆予防対策
　●暑い中での無理な運動はさける
　●水分を十分に補給する（就寝前を含めてこまめに）
　●通気性のよい服装にする
　●帽子、日傘などで頭部を保護する
　●体調を整える

◆応急処置
　●風通しのよい涼しい場所に移す
　●体を冷やす
　●水分を補給する
　※症状が改善しないときには、すみやかに医療機
　 関を受診しましょう。
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　今年度｢日本の祭り2008｣に大里地区の『七夕踊』
が選ばれ、後日ＭＢＣテレビでその模様が放送され
ます。
　そこで、番組の中で放送されるＣＭの出演者を募
集いたします。
●撮影日時　８月10日（日）七夕踊当日10：00〜
●撮影場所　払山公民館前付近
●募集人数　先着100組（１名でも可）
●採用予定　20組
●内　　容　�ＣＭは、協賛商品を持って、ひとこと

パフォーマンスをするものです。
　　　　　　※必ずしも採用されるとは限りません。
●申込方法　�８月７日（木）までに、文化振興課ま

たはアクアホールにある申込書を提出
してください。（当日受付もあります）

　　　　　　※�申込書は文化振興課・アクアホールの
ほか、次のアドレスにあります。

　　　　　　　　http://www.dydo-matsuri.com
　　　　　　※�18歳以下の場合は保護者の署名が必

要です。

　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入
校生を募集します。
●募集内容　平成21年度推薦選考
　　　　　　【室内造形科･建築工学科】
●受付期間　８月25日（月）〜９月10日（水）
●応募資格　高等学校を平成21年3月卒業見込の者
●選�考�日　９月22日（月）
●選考場所　宮之城高等技術専門校
●選考方法　筆記試験･小テスト（数学Ⅰ）・面接
●合格発表　９月30日（火）
●問合せ先　宮之城高等技術専門校
　　　　　　（☎53−0207・FAX53−0993）

　介護支援専門員実務研修受講試験が行われます。
●試�験�日�時　10月19日（日）午前10時開始
●試�験�会�場　鹿児島市及び奄美市
●受験手数料　8,600円
●受験願書「受験の手引き」の受付期間
　　　　　　　７月31日（木）まで　※消印有効　
●受験願書「受験の手引き」の請求先及び提出先
　鹿児島県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　介護支援専門員試験事務室
　〒890-8517
　鹿児島市鴨池新町１−７　県社会福祉センター６階
　☎�099（258）1172��FAX�099（250）9363
●問合せ受付　平日（月〜金）�8：30〜17：00

●日　　時　８月19日（火）〜

●会　　場　多目的グラウンド（全試合ナイター）

●試合方法　公民館対抗トーナメント戦

●チーム編成（年代別）

　　　　　　20歳代：２人　30歳代：３人

　　　　　　40歳代：３人　50歳代：１人

※各年代の基準日

　50歳代：昭和34年4月1日基準日以前に生まれた者

　40歳代：昭和44年4月1日基準日以前に生まれた者

　30歳代：昭和54年4月1日基準日以前に生まれた者

　20歳代：平成元年4月1日基準日以前に生まれた者

●参�加�料　1チーム：5,500円（主将会時納金）

●主�将�会　８月８日（金）18時から

　　　　　　市役所��串木野庁舎��地下東側大会議室

●試合時間　第１試合：19時30分から

　　　　　　第２試合：20時30分から

●投　　手　満40歳以上・下手投げ

　　　　　　（ウインドミル禁止）

●参加資格　各公民館に居住している者

　　　　　　（住所のある者）

●チーム編成　同一公民館単位

※�同一公民館単位でチーム編成ができない公民館は、

同一地区内の他の公民館と混成チームをつくって

出場出来ます。

●申�込�み　�８月７日（木）午後５時までに下記事務

局へお申し込みください。

●問合せ・申込み

　いちき串木野市ソフトボール協会事務局

　（市役所　串木野庁舎2階）

　担当：企画課　後潟　☎33-5628（直通）

　排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施さ

れます。

●開催日時　11月２日（日）　10：00〜12：00

●開�催�地　鹿児島市・奄美市

　　　　　　※�試験会場については、受験票の送付

時に通知します。

●願書の頒布　７月28日（月）頒布開始

●受験申込の受付期間　８月6日（水）〜８月29日（金）

●願書請求受験申込先　上下水道課（市来支所２階）

　　　　　　　　����8：30〜17：00（土・日は除く）

●問合せ先　�上下水道課または日本下水道協会鹿児

島県支部事務局（鹿児島市水道局総務

部総務課内☎099-213-8502�）

公民館対抗市長旗争奪ナイターソフトボール大会

市民スポーツ課（☎ 21−5129）

ＴＶ ＣＭ出演者の募集

文化振興課（☎ 33−5654）

鹿児島県立宮之城高等技術専門校入校生募集

商工観光課（☎ 33−5638）

介護支援専門員実務研修受講試験のご案内

健康増進課（☎ 33−5673）

平成 �0 年度　日本下水道協会鹿児島県支部
排水設備工事責任技術者試験の案内

上下水道課（☎ 21−5157）
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◎踊り参加連（順不同７月９日現在）18：00 〜 20：00
　○市建設業協会� ○汐見町児童会� � ○新星会五ツ太鼓� � 　　　　○みなと病院

　○神村学園鼓舞道部� ○いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　　○いちき串木野商工会議所青年部

　○鹿児島銀行� ○亀﨑染工� � ○ダスキン内村� � 　　　　　��������○市議会

　○鹿児島信用金庫� ○市文化協会� � ○医療法人杏林会� � � ○市役所

　○鹿児島相互信用金庫� ○さのさ太鼓振興会� ○プリマハム鹿児島工場� � � ○消防本部

　○南日本銀行� ○日本地下石油備蓄� ○九州電力㈱川内営業所� � � ○濵田酒造
　○串木野蒲鉾組合� ○串木野市漁業協同組合�○ゆうこジャズダンスカンパニー� � ○中央仮設

　○三井串木野鉱山� ○串木野小学校ＰＴＡ� ○串木野青年会議所� � � ○羽島連

　○コーアガス日本� ○串木野太極拳上海クラブ　○串木野内科・循環器科グループホームさくらの丘　��○潮風園

　○さのさ踊り保存会� ○さつま日置農協串木野支所�○南九州金属工業����������������������������������○汐見ソフトボールスポーツ少年団��

���○串木野西中バスケットボール部�　○医療法人親貴会� ○串木野西陸上少年団

　○市婦人会連絡協議会（生冠・上名・大原・中央・本浦・照島・羽島の各地区）

　○自由連

�

◎交通整理・警備・アトラクション等協力団体
　○いちき串木野警察署� � ○地区交通安全協会串木野支部

　○ボーイスカウト串木野第２団

◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・14：00 〜 18：00
　　　

・マーチング行進
　　　串木野小学校　　　　　　・相撲甚句保存会（本浦青年友交会）

　　　　　　　　　　　　　　羽島保育園　　　　　　　・かさ踊り（神村学園鼓舞道部）

　　　　　　　　　　　　　　旭小学校　　　　　　　　　　　　　　　

　　　・一輪車演技　　　　　冠岳小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　土川小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　・お楽しみ抽選会

さのさ踊り市中流し(７月27日午後６時から)

さのさ祭り実行委員会事務局（商工観光課☎ 32−3111）

歩行者天国
付　近　図至 串木野漁港・外港 至 串木野新港

至 串木野駅

相撲
競技場

⑦讃岐
　公園

吉見
天寿堂

⑥中央公園

鹿銀

NTT

ロータリー
③商工会議所

光神免公園

ドリーム
センター

▲

▲

▲
⑤塩田
　第一公園

▲

④市口
　公園

▲

自動車
教習場

②市民文化
　センター
①市役所
　串木野
　庁舎

歩行者天国区域 臨時駐車場（①～⑦） トイレ（全５カ所）▲

【串木野さのさ踊りコース図】

｛

｛ ｛

【串木野さのさ祭り時における交通規制について】
○７月26日（土）[前夜祭]

　13：00〜22：30

○７月27日（日）[アトラクション・市中流し]

����14：00〜20：15

※�26日（土）、27日（日）上記の時間帯は歩行

者天国となるため、車の進入は出来ません。

※�車でお越しの方は、左記地図の①〜⑦をご

利用ください。

��①市役所(串木野庁舎)②市民文化センター

��③商工会議所④市口公園⑤塩田第一公園

��⑥中央公園⑦讃岐公園

（ただし、駐車台数に制限があります。）

小牟田流五ツ太鼓

さのさ太鼓振興会

新星会五ツ太鼓

薩摩天翔流　

・太鼓演奏
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　屋外広告業の業務主任者になろうとする方などを
対象に，屋外広告物講習会を開催します。
●日　　時　８月28日（木）〜29日（金）２日間
　　　　　　両日とも10：00〜17：00
●会　　場　鹿児島県社会福祉センター
●定　　員　60人(定員になり次第締め切ります。)
●受�講�料　2,200円
●申込期間　８月１日（金）〜８月15日（金）
●申込・問い合わせ先
　　鹿児島県庁都市計画課（☎099-286-3680）

　看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示
したり、商品やサービスの情報を提供したりするな
ど、身近な情報を伝える手段として、広く皆様に利
用されています。
　しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まち
なみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の
転倒や落下などによる事故も心配されるため、鹿児
島県屋外広告物条例で、屋外広告物が正しく掲出さ
れるよう定められています。
　つきましては、今後の台風シーズンに備えて屋外
広告物の安全点検と正しい掲出についてご協力をお
願い致します。
●鹿児島県ホームページ「屋外広告物」
http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/
okugai/index.html

　人が容易に出入りできる空地や空家は、たばこの
投げ捨て、火遊び、放火などによる火災発生のおそ
れがあります。
　空地や空家の所有者、管理者、占有者は、火災予
防上次のことに心掛けてください。
１．空地の火災予防
　●雑草（特に枯草）は、刈取るなど
　　して除去する。
　●段ボール（箱）や紙クズなど、容易
　　に燃えやすいものは除去する。
２．空家の火災予防
　●人が容易に出入りできないように施錠する。
　●空家の周囲に燃えやすいものを置かない。
　●空家の敷地内に枯草等がある場合
　　は除去する。
　●ガスや電気を遮断する。
※�火災予防上、消防職員が空地や空家の実態調査を
することがありますので、ご理解、ご協力をお願
いします。

　動物愛護講習会が下記日程で開催されます。
　保健所で引き取りをした子犬等の譲り渡し（一般
譲渡）を受けたい方は、必ずこの講習を受講してく
ださい。
　この講習を受講されないと一般譲渡は受けられま
せん。
●日　程　８月６日（水）11：00〜（１時間程度）
●場　所　伊集院保健所　会議室（日置庁舎）
●内　容　①犬の飼い方・しつけ方について
　　　　　②犬の性質・健康管理について
※�受講申し込みは開催日の前々日までに伊集院保健
所衛生・環境室（☎099-273-3111内線205）へご
連絡ください。
※�会場の駐車場は狭いので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。
※�子犬等の一般譲渡は、譲渡会で行います。譲渡会
の有無等については伊集院保健所衛生・環境室に
お問い合わせください。

●日　時　８月２日（土）10：00〜12：00
●内　容　「中世のいちき串木野(2)」
　　　　　〜冠岳�頂峯院と市来氏･市来など〜　　　
　　　　　日隈正守�氏�（鹿児島大学教授）
●場　所　いちき串木野市中央公民館（資料代�300円）
※どなたでも参加できます。お気軽においでください。

　　　　　　　　

商工観光課（☎ 32−3111）

　

平成 �0 年度鹿児島県屋外広告物講習会

都市計画課（☎ 21−5152）

動物愛護講習会の開催について

生活環境課（☎ 33−5614）

串木野郷土史研究会の例会･講演会

文化振興課（☎ 33−5655）

空地や空家に対する火災予防 ! !

消防本部（☎ 32−0119）

屋外広告物の安全点検について

都市計画課（☎ 21−5152）

　８月30日・31日に行われる『24時間テレビ31
愛は地球を救う』の協賛で、フリーマーケット＆
アマチュアバンドライブを開催します。
　只今、その出店者並びに出演者を募集しております。
　夏休み最後の日曜日にお子様とチャリティフ
リーマーケットに参加してみませんか？　
●日　時　8月31日（日）10：00〜16：00
●場　所 �シーサイドガーデンさのさ（1Ｆさのさの間）
　　　　　　いちき串木野市長崎町101番地
　【フリーマーケット区画】１ブース（2.5ｍ×2ｍ）
���※出店料等は電話でお問い合わせください。
�【バンド出演者】持ち時間30分　5組限定
　・書類選考・オーディション有り
����※機材一式持ち込みできる方
●申込み��８月15日（金）まで
（ただし、定員になり次第締切ります）
●問合せ���シーサイドガーデンさのさ（☎32-4177）
（指定管理者　南日本総合サービス）

　

そ の 他
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　平成 20年度の排水設備指定工事店が決定しましたので、お知らせいたします。

※�排水設備工事（便所・風呂・台所等の汚水を公共下水道に流すための工事）は、希望される指定工事店に相談

のうえ、直接指定工事店にお申込みください。

※排水設備工事は、指定工事店以外の業者ではできませんので、ご注意ください。

平成20年度いちき串木野市排水設備
指定工事店が決まりました

【�指定工事店一覧（50 音順）�】
指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

㈲アリムラ水道工業 鹿児島市武岡4丁目20-10 099-281-0806

旭工業㈱ 鹿児島市荒田１丁目55-17 099-255-5131

㈱イシタケ 鹿児島市東俣町176-1 099-298-8201

㈱上野組 いちき串木野市上名2236 32-8221

㈲上原施設 いちき串木野市大里4002-4 36-4703

㈱榎元組 いちき串木野市下名5549 32-2374

㈲榎元建設 いちき串木野市下名5920 32-3571

海江田電機㈱ いちき串木野市大原町69 32-4131

㈲久電社 いちき串木野市下名7896 32-6485

㈲久木山建設 いちき串木野市日出町87 32-3663

串木野建設工業㈱ いちき串木野市上名8791 32-4354

久保建材土木㈲ いちき串木野市大里4955-1 36-4646

㈱コーアガス日本�川内支店 薩摩川内市大小路町3447 0996-22-6111

㈱国料建設 いちき串木野市東塩田町112 32-9117

㈲坂口組 いちき串木野市下名12062-4 32-0553

㈱薩摩水道 薩摩川内市矢倉町4659-14 0996-22-5304

三和興業㈱ 鹿児島市南林寺町26-2 099-224-0981

㈱柴田設備 薩摩川内市冷水町457-2 0996-23-0318

下薗組㈲ いちき串木野市下名21142 32-7923

十文字工業㈱ 鹿児島市鴨池２丁目14-1 099-254-4667

㈲匠蔵 いちき串木野市下名21459-3 33-2580

新光設備 薩摩川内市宮崎町2540-6 0996-23-8828

㈲須納瀬設備工業所 いちき串木野市御倉町137 32-2609

㈲芹ヶ野建設 いちき串木野市汐見町70 33-0711

㈲第一水道 薩摩川内市大小路町53-16 0996-23-4497

㈲大誠電機 薩摩川内市樋脇町塔之原3565-9 0996-37-2890

高野組㈲ いちき串木野市下名20910-2 32-2376

髙柳水道㈱ 薩摩川内市尾白江町3075-1 0996-25-2261

田中石油ガス㈱ 薩摩川内市若松町8-23 0996-25-3700

谷口水道工事店 薩摩川内市百次町1778-26 0996-23-1366

中央工業㈱ 鹿児島市西田三丁目28-14 099-257-2323

中央設備㈱ 日置市伊集院町郡1666-6 099-273-1832

水流電設 いちき串木野市下名14222 33-2383

（平成20年７月１日現在）

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

テクノ住設 いちき串木野市下名11273 32-6213

㈲寺田設備 いちき串木野市住吉町167 32-2802

㈲天龍建設 いちき串木野市昭和通81 32-8833

㈱徳田設備工業 鹿児島市宇宿町1921-4 099-208-5651

徳永電機㈱ 日置市東市来町湯田3361-3 099-274-2752

㈲中薗組 いちき串木野市中尾町145-2 32-3800

㈲中村商会 日置市伊集院町下谷口2704-1 099-273-5473

㈱南開設備 鹿児島市城山１丁目1-1 099-226-1388

西原設備 いちき串木野市大里4756-4 36-4674

㈱西別府弘組 いちき串木野市下名3204 32-3404

㈲西牟礼建設 いちき串木野市川上4486 36-2282

㈲ハマベ鉄工設備 いちき串木野市羽島947-16 35-1322

㈲平田環境設備 日置市東市来町長里2201 099-274-2517

㈲福薗建設 いちき串木野市下名11247 32-3362

㈱福元興業 日置市東市来町長里912-3 099-246-6910

㈲藤田設備工業所 いちき串木野市羽島3533 35-0053

㈲古川建設 いちき串木野市中尾町8 32-2867

㈲宝楽水道設備 日置市吹上町湯之浦1776-1 099-296-5680

㈱外薗総合住宅設備 いちき串木野市汐見町55-7 24-7777

㈲外園設備 鹿児島市坂之上７丁目36-1 099-261-1325

㈲前田金物店 いちき串木野市御倉町10-1 32-9078

㈲前屋設備 いちき串木野市住吉町146 32-3692

㈱馬込建設 いちき串木野市春日町79 32-3427

㈱マツオ電設 日置市東市来町長里1419-2 099-274-2726

㈲松本設備 薩摩川内市青山町4669 0996-23-8724

㈱マリン工業 いちき串木野市汐見町56 33-0210

丸善設備工業㈱ いちき串木野市下名5857-3 32-9928

㈲萬造寺組 いちき串木野市羽島7795 35-1245

㈲瑞穂商会 日置市伊集院町下谷口1915 099-273-2161

㈱満留建設 いちき串木野市下名21809 33-1323

蓑茂住宅設備 薩摩川内市平佐町2499-8 0996-22-7702

優水設備工業 鹿児島市西紫原町30 099-275-3511

上下水道課（☎ 21−5157）
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　本年10月１日以降に勤労青少年ホームを使用する
場合、次のように使用料金を徴収し、使用できるよ
うになりました。（ただし、勤労青少年ホーム登録
証の交付を受けた者は除く。）

●上記使用料は、消費税込みの金額です。
●１時間未満の使用時間は、１時間とみなします。
●�利用者が物品を販売し、又は入場料その他これに
類するものを徴収する場合の施設使用料は、上記
料金の２倍となります。
●�利用できる時間は、午後１時から午後９時までです。
●�休館日は、毎週日曜日、祝祭日及び12月28日〜翌
年１月３日です。
●�上記のほか、利用に関する問い合わせ及び申込み
は、勤労青少年ホーム（☎ 32 − 8770）へお願い
します。( 開館日の午後 1時から午後９時までの間
にご連絡ください。）

●制度の概要�　地球温暖化防止に向けて家庭部門の
CO²排出量の削減を図るため、既存住宅
について一定の省エネ改修を行った場
合に、固定資産税が軽減される措置で
す。

●軽�減�措�置�　当該住宅に係る翌年度の固定資産税
額(120㎡までを限度)を３分の１減額し
ます。

●家屋の要件�　平成20年１月１日以前から所在して
いる家屋（賃貸住宅は除きます。）

●対象となる工事�（次の要件をすべて満たす必要があります。）
　①�　イの工事、又はイと合わせて行うロ〜二の工
事であること

　　イ　窓の断熱改修工事
　　ロ　床の断熱改修工事
　　ハ　天井の断熱改修工事
　　二　壁の断熱改修工事
　　※イの工事は必須です。
　②�　改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新た
に適合すること

　③�　省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円
以上であること

●そ　の　他�　省エネ改修工事完了後３ケ月以内
に、市へ必要書類を添付しての申告が
必要です。

※�詳しくは、串木野庁舎税務課固定資産税係へお問
合せください。

　本年10月１日以降にドリームセンターを使用され

る場合、使用料金が次のように変更になります。

●上記使用料は、消費税込みの金額です。

●１時間未満の使用時間は、１時間とみなします。

●�にぎわいホールの使用料は、ホールの利用面積が

半分以下の場合は半分利用の使用料とし、半分を

超える場合は全部利用の使用料となります。

●�利用者が物品を販売し、又は入場料その他これに

類するものを徴収する場合の施設使用料は、上記

料金の２倍となります。

●�休館日は、毎週月曜日及び12月29日〜翌年１月３日です。

●�利用の申込みはドリームセンター（☎33−1231）

へお願いします。

●�にぎわいホール（１階）は、作品展示等ができるス

ペースがあります。日頃の学習発表等の場にご利

用してみませんか。問合せは、ドリームセンター

(☎33−1231)又は串木野シール会(指定管理者：☎

33−6226)へお願いします。

商店街活性化施設ドリームセンターの
使用料等の変更について

商工観光課（☎ 33 − 5638）・指定管理者串木野シール会（☎ 33 − 6226）

区�����分

施設使用料

（１時間当たり）

冷暖房

使用料

（１時間当たり）

利用できる

時間
市内 市外

会議室１ 260円 530円 120円 午前９時

午後10時

会議室２（和室） 260円 530円 120円

音楽室 260円 530円 120円

にぎわいホール

　半分利用の場合

　全部利用の場合

260円

520円

530円

1,050円

120円

240円

午前９時

午後８時

勤労青少年ホームの使用料の徴収について

商工観光課（☎ 33 − 5638）・指定管理者㈱総合人材センター

省エネ改修工事に係る固定資産税の軽減措置について

税務課（☎ 33−5617）

区�����　分

施�設�使�用�料
（１時間当たり）

冷暖房使用料

（１時間当たり）
市　内 市　外

会 議 室 500円 1,000円 240円

軽 運 動 室 1,000円 2,000円 −　

音 楽 室 300円 600円 120円

集 会 室（ 和 室 ） 300円 600円 120円

調 理 講 習 室 500円 1,000円 120円

企画課（☎33−5634）

　毎年恒例の串木野国家石油備蓄基地『第28回ちかび

展示館夏のイベント』が下記のとおり開催されます。

　皆様の多数のご来館をお待ちしております。

●日　時　8月3日（日）9:00〜15:30

●場　所　ちかび展示館(館内、駐車場、作業トンネル内)

●イベントの内容

　・お楽しみ抽選会（10:00、12:00、14:00）

　�・ゲーム大会、クイズ、作業トンネル見学会など

●問合せ・ちかび展示館（☎32−4747）

  （毎週月曜日・火曜日は休館です）
  ・日本地下石油備蓄㈱　総務課〔☎ 32 − 6800〕

〜
〜
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　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協
議会では、農業用廃プラスチック類の回収（市来地
域）を行います。
　農業者の方は、下記の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
●回収日時　８月８日（金）9：30〜12：00
●回収場所　JAさつま日置農協北部営農センター
　　　　　　（大里選果場）
●処理経費　処理単価　30円／㎏程度
　　　　　　廃プラ：�農協口座で引落し扱いとなり

ます。
●持参するもの　印鑑
●注意事項
　★�当日９時30分まではみかんの集荷を行っており
ますので、時間を守って搬入してください。

　★�異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。

　★�空容器（ポリ・缶）については、キャップを取
り除き中身を洗浄してください。

　★�運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面
の携帯が必要になります。

●問�合�せ
・JAさつま日置農協　市来支所　経済課（☎36-2311）
・串木野庁舎　農政課　農林係
・市来庁舎　産業経済課　農林係（☎21-5122）

　道路は、私たちの毎日の生活を支える欠くことので
きない基本的な社会資本ですが、あまりにも身近な存
在であるため、その重要性が見過ごされがちです。
　８月10日の「道の日」を契機に、もう一度見直し
てみませんか？
●道路にプランターや物を置かない、常に広い道路
●ごみのポイ捨てなどしない、美しい道路
●住む人みんなが管理人、安心・安全な道路
　道路がきれいになれば、街がきれいになります。街
がきれいになれば、住む人の心もきれいになります。

８月の心配ごと相談

社会福祉協議会（☎ 32−3183）

　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。

※�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名）。他の相談は予約はいりませ�

ん。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へどうぞ。

おくやみ（６月届出分）

（届け出人が同意した方を掲載してあります）�
※�市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
方々については、「いちき串木野市社協だより」に掲載します。

農業用廃プラスチック類の回収について
（市来地域）

農政課（☎ 33−5635）

８月は道路ふれあい月間
～８月10 日は「道の日」～

土木課（☎ 21−5150）

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別 相談員15日 22日
相　談　日

生 活・ 福 祉
児 童 相 談�

健康・介護相談

年 金・ 保 険
交通事故相談�

心 配 ご と
相 談 員
看 護 師
経 験 者
社 会 保 険
労 務 士
司 法 書 士�
行 政 書 士

税 理 士

弁 護 士

心 配 ご と
相 談 員

財産・登記相談

税金・経営相談

法　律　相　談

生活・福祉相談

５日 12日 19日 −
火 火 火 −

○ ○ ○ ○

− ○ − −

○ − ○ ○

○ − ○ ○

− ○ − −

− ○ − −

○ ○ ○ −

串木野高齢者
福祉センター
9：00

〜

12：00

市来高齢者
福祉センター
10：00

〜

12：00

29日

−
−

○

−

−

−

−

−

−

８日１日
毎週金曜日

故人 年齢 住所

坂　口　 � 新　吉 94 西浜町

德 　重　 � マ　キ 87 大　里

川　畑　 � サチ子 71 冠　嶽

西　村 � 　　　巧 83 下　名

寺　師 � 　　　喜 88 羽　島

辻　　　 � 由美子 55 上　名

後　夷 � 　テ　ル 91 東島平町

　 � ヨ　子 82 西島平町

白　石　 � 清　人 59 上　名

濵 　嵜 � 　　　 83 下　名

大六野 � 　　　實 89 上　名

中　村 � 　レイ子 73 曙　町

浦　嶋  　正之志 89 愛木町

竹　元 � 　ト　シ 90 美住町

中　島 � 　みつ子 59 東島平町

松　﨑  　 　 　孝 84 羽　島

江　夏 � 　福　夫 86 大　里

久　保 � 　フクヱ 96 西塩田町

節　政 � 　久　吉 78 下　名

７月の市税等納期

税務課（☎ 33−5615）

　固��定��資��産��税　第２期
　後期高齢者医療保険料　第１期

（普通徴収）

７月 31 日

税金に��みんなのこころ��つまってる

（平成 19年度「税に関する作品」から）

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、７月 25日です。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・印
鑑をご持参のうえ、お手続きください。
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　〔すくすく育って大きくなあれ〕
子どもの名前 保護者 住�所

楠　元　麻
ま

　央
お

浩　徳 大原町

植　屋　遥
はる

　翔
と

友　之 下　名

中　尾　優
ゆ

　衣
い

和　夫 塩屋町

久　松　香
か

　織
おり

輝　夫 下　名

堀之内　未
み

　央
お

翼 大　里

谷　山　友
ゆ

　徠
ら

勇 東塩田町

重　信　　　捺
なつ

慎　也 西塩田町

久　保　太
だい

　志
し

克　仁 大　里

井ノ上　琉
りゅう

　健
けん

克　也 上　名

神　薗　瑛
えい

　太
た

英　幸 西塩田町

坂　元　莉
り

　空
く

和　行 春日町

図書館だより

市立図書館・市来分館
８月の休館日

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）（届出人が同意した方を掲載してあります）

コース 巡�回�日 コース 巡�回�日

1コース
８月21日（木）

10：00
6 コース ８月27日（水）

2コース
８月６日（水）

旭小8/1　10：00
7 コース ８月19日（火）

３コース
８月７日（木）

冠岳小8/1　11：00
8 コース ８月20日（水）

4コース
８月12日（火）

荒川小 8/21　11：00
9 コース ８月21日（木）

5コース ８月26日（火） 10コース ８月22日（金）

※�サービスステーション（到着予定時）は、『広報いちき串木

野 4/20 号』に掲載してあります。

※�夏休み期間中のため、小学校・中学校は日程の変更があり

ます。

詳しくは、市立図書館（☎ 33-5655）へお尋ねください。

蔵書検索はこちらから　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/library/

☆★８月の移動図書館巡回日程★☆

4（月）・�11（月）・�17（日）・25（月）

※図書館の開館時間※

火〜金　９：00〜 19：00

土・日・第 3月　９：00〜 17：00

子どもの名前 保護者 住�所

中　野　良
りょう

　牙
が

雄　介 東島平町

竹之内　　　悠
ゆう

啓 下　名

橋之口　ひかる 勇 桜　町

鳥井原　涼
りょう

　太
た

靖　則 上　名

藤　㟢　流
りゅう

　聖
と

秀　雄 羽　島

東小薗　愛
あい

　佳
か

弘　貴 下　名

鮫　島　慎
しん

之
の

介
すけ

進 西塩田町

潟　野　樹
いつ

　来
き

真 下　名

おりがみ教室の開催　
〜さのさ祭りを折ろう !! 〜

８月 21 日（木）午後２時から 　中央公民館２階　和室　

※　親子で参加大歓迎　

　≪≪館内おはなし教室≫≫

☆日　時：８月 2日（土）15：00〜

☆日　時：８月 15日（金）16：00〜

☆内　容：読み聞かせ・シアター・折り紙等

　≪≪市来分館おはなし会≫≫

☆日　時：８月 9日（土）10：00〜

　　　　　★��ボランティアグループ『たんぽぽの会』��

のおはなし会です。

☆日　時：８月 23日（土）11：00〜

夏休みの思い出を
おりがみで…

第 10 回 図書館を使った“調べる”
学習賞コンクール入賞作品展示中

図書館本館ロビー　期間：7 月 15 日〜 8 月 31 日



��

シリーズ⑮

「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。

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/　
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
E-mai l：info@city.ichikikushikino.lg.jp

発  行：いちき串木野市役所  企画課
〒��6-�601　鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
(TEL) 0��6-3�-3111  (FAX) 0��6-3�-31�4

★

★★★★

★ ★★

かわいい天使たち
優しく元気に育ってね
��父：浩徳さん

楠元　麻
ま お

央ちゃん
（大原町）

行こうぜ！甲子園！！
　父：克仁さん

久保　太
だ い し

志くん
（大里）

（６月届出分）

「小水林間広場」の紹介
　串木野ダムの近くにある公園です。広い芝生の広場に、巨大な遊具、

ダムを望む広い斜面では草すべりを楽しむことができ、子ども達に人

気のスポットです。川をはさんだ公園の向かい側は、冠岳ウォーキン

グトレイルもあり、涼しい川沿いに散策を楽しむこともできます。また、

近くにある観光農園では 7月中旬からぶどう狩りも始まり、楽しい一

日を過ごすことができますよ。

　環境にもお財布にも優しい、「いきいきバス」に乗って小水林間広場

に出かけてみませんか！

日曜日

○問合せ先　商工観光課（☎ 33-5638）

串木野駅
８：10
10：40

市来郵便局
８：33
11：03

小水林間広場
９：28
11：58
15：28

串木野駅
13：04
16：34

※日曜日は小水林間広場の近くにバスが着きます。

➡ ➡ ➡ ➡

火・木・土曜日

��

市来郵便局
14：33
17：03

串木野駅
８：15
10：10
13：34

冠岳西岳登山口
８：28
10：49
14：17

小水林間広場➡ ➡ ➡

串木野駅
12：06
14：56
16：18

徒歩 25 分

➡
徒歩 25 分

冠岳西岳登山口
11：19
14：17
16：05


