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選挙特報
₁₁月8日(日)は　　　　　　　　　　　　の投票日い ち き 串 木 野 市 長 選 挙

いちき串木野市議会議員選挙

投票時間　午前７時から午後６時まで（土川小学校は午後５時まで）

市の代表を選ぶ大切な選挙です。
大切なあなたの一票、棄権せず
投票しましょう。

～未来に生かす　私の一票～
◎選挙権のある人
　次の要件を満たす人で、選挙人名簿に登録されている人。
　（選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。）
　○年齢要件　平成元年11月９日までに生まれた人

　○住所要件　平成21年７月31日までに転入届をした人

◎投票所入場券

　１枚のハガキに最大４名分連記してありますので、自分のところを切り離して投票所へ持参
してください。

➡ 扌
この部分が
４名分の入
場券になっ
ています。

（ハガキ）

矢印方向にはがすと３枚分に広がります。

未来のためにみんなで投票！
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　入場券が届かない人や無くした人は、選挙管理委員会へ連絡するか、当日、投票所でその旨
を申し出ると投票することができます。
　なお、入場券が配達されるまでの間、期日前投票は入場券がなくても投票できます。
　また、10月24日以降に市内転居された方は、異動前の投票所で投票することになります。

◎投票所

投票区 投票所 投票区の区域

１ 串木野小学校

袴田・日出町・浜ヶ城・
薩摩山・三井
※大原南・※大原町・
※高見町・※曙町

（※は国道より東側に居住
している人）

２ 羽島中学校 羽島小学校区全地区

３
（注 1）生福小学校 生福小学校区全地区

４
（注 1）

旭ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｾﾝﾀｰ 旭小学校区全地区

５
（注 1）

荒川
ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｾﾝﾀｰ

荒川小学校区全地区

６ 照島小学校 海瀬・八房・別府・酔之尾・
酔之尾東・ひばりが丘

７ 土川小学校 土川小学校区全地区

８ 冠岳小学校 冠岳小学校区全地区

９ 漁民研修
ｾﾝﾀｰ

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

10 串木野西
中学校 野元・平江・深田下

11 春日町公民館

春日町・旭町・元町・栄町・
浜町・市口・汐見町・
東塩田町 ･ 桜町
※曙町（※は国道より西側
に居住している人）

投票区 投票所 投票区の区域

12 勤労青少年
ホｰム

大薗・小薗・河内・浅山・
麓

13 市民文化
ｾﾝﾀｰ

昭和通 ･ 中尾町・緑町・
恵比須町・塩屋町・
※大原南・※大原町・
※高見町

（※は国道より西側に居住
している人）

14
照島
ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｾﾝﾀｰ

島平上・照島下・須賀・
屋敷・石川山・田中中村・
崎下手

15 市来地域
公民館

平佐原・駅前・恵比須・
橋ノ口・平向・潟小路・迫・
安茶・牛ノ江・外戸・
観音ケ迫・天神町・
祇園町・土橋町・栄町・
日ノ出町

16 川南地区
公民館

松山・払山・松原・崎野・
戸崎・堀・平ノ木場・中原・
松寿園・吹上園

17 川北地区
公民館

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

18 川上
ふれあい館

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

（注１）第３投票区、第４投票区、第５投票区は、学校の体育館が耐震工事
により投票所として使用できないため平成21年８月30日執行の衆議院議
員総選挙と同じ上記の場所になります。
　お間違えのないように、ご確認ください。
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◎字が書けない人は代理投票
　　ケガなどで字が書けない人は、投票所に行って、投票管理者にその旨を申し出ると投票事

務従事者が代わって記載いたします。

◎期日前投票
　　投票日当日に仕事や用務、病気や出産などの理由で投票所に行けない人は、事前に期日前

投票をすることができます。
　　入場券が配達された後は、なるべく入場券をご持参ください。
　　●期　間　　11月２日（月）から 11月７日（土）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　（土・祝日もできます。）
　　●時　間　　午前８時30分から午後８時まで
　　●場　所　　中央公民館１階（市立図書館本館前ロビー）
　　　　　　　　市来庁舎１階会議室
　　　　　　　　　どちらの投票所でも投票することができます。
　　　※平成元年11月４日～９日生まれの人は、不在者投票で行う場合がありますので、詳し

いことは選挙管理委員会へおたずねください。

◎不在者投票
　〇指定の病院、老人ホｰム、その他の施設に入院、入所中の人は、施設内で投票ができます。

院長や施設の管理者に申し出てください。
　〇重度の身体障害者は、自宅で投票ができます。
　　（自宅での不在者投票は、郵便等投票証明書の交付を受けた人に限られます。申請期限は、

11月４日までとなっています。詳しいことは、選挙管理委員会へおたずねください。）
　〇船員の不在者投票は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている人が、その証明書と船員

手帳を提示すると指定された入港地の選挙管理委員会で船員用の不在者投票用紙の交付を
受けて投票することができます。

　新たに有権者となる人を選挙人名簿に登録します。
　○今回登録される人
　　⑴　平成元年９月３日から平成元年11月９日までに生まれた人で、平成21年７月31日以前

から本市に住所があり、引き続き住民基本台帳に記録されている人。
　　⑵　平成元年11月９日までに生まれた人で、平成21年７月31日までにいちき串木野市に転

入届をし、引き続き住民基本台帳に記録されている人。

　○縦  　　覧  　　場  　　所　　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）
　○縦覧日時及び異議申出日時　　平成21年11月１日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時
　※その他、詳しいことは、選挙管理委員会事務局（☎21－5125）までお問い合わせください。

選挙人名簿登録の縦覧
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１．政治家（候補者、候補者となろうとする者及び現に公職に有る者）は、寄附を
すると処罰されます。

　　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること（政党や親族に対するもの及び政治集
会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。）は、いかなる名義をもってするもの
であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

　　①　政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
　　②　政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
　　　　（①や②であっても、選挙に関してなされた場合や

通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰され
ます。）

　　なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすること
も罰則をもって禁止されます。

２．有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
　　政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫

してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
　　政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

３．後援会が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。
　　後援団体（いわゆる後援会）が、花輪・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、

後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のい
かんを問わず、処罰されます。

４．政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
　政治家や後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にあるもの
に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、ﾃレビ、ラジオな
どにより、有料の広告（いわゆる名刺広告など）を出すと処罰さ
れます。
　なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の
広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰され
ます。

５．政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じ
られています。

　　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆に
よるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ
状（電報なども含まれます。）を出すことは禁止されます。

政治家・寄附・親族とは？
　政治家　衆議院議員、参議院議員、知事、県議会議員、市町村長及び市町村議会議員の職に

ある者（現職）、その候補者となろうとする者（立候補予定者）及びその候補者（立
候補した者）をいいます。

　寄　附　金銭、物品その他の財産上の利益の提供等をいい、花輪・供花・香典・祝儀等が含まれ、
また物品の貸与なども含まれますので、私たちが日常使う寄附よりかなり広い意味
があります。

　親　族　六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいいます。

明日の社会のために明るい選挙をすすめよう
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特認校制度をご存知ですか？特認校制度をご存知ですか？
学校教育課（☎21-5127）

正式には「小規模校入学特別認可制度」と言います。
現在、36名の児童が５校の特認校に通っています。

◎ 特認校制度の趣旨と目的
　　山間部や沿岸の恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力作りや学ぶ楽

しさを体験させ、思いやりの心に満ちた子どもを培いたいと希望する保護者・児童に一定の条件のもと、
通学区域を越えて、入学・転学を認め、地域や学校の活性化を図ろうとするものです。

◎ 入学・転学の条件
　⑴　期　　間・・・・・・・１年間の通年通学に限ります。
　⑵　対象学年・・・・・・・小学１年生～６年生
　⑶　申 込 み・・・・・・・制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断しますので、特

認校を通じて市教育委員会学校教育課へ申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　（新規申込者については面談を行います。）
　⑷　入学・転学の制限及び許可の取り消し
　　ア．新規申込の場合、特認校への入学・転学を許可することにより、現住所地の通学区域の学校におい

て、対象学年が学級減になる恐れが生じた時には、入学・転学を許可しない場合があります。
　　イ．申込者が申し込みの事実と異なり、趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められると

きは、入学・転学を取り消すことがあります。
　⑸　保護者の協力
　　　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、PTA活動等への協

力、その他学校の指導等に対する協力が不可欠です。

◎ 特認校として指定する学校
 学　校　名 所　　　在　　　地 電　　　話 校　長　名
旭 小 学 校 〒896-0053いちき串木野市下名14067番地 ３２－１７２４ 川　畑　幸　英

荒川小学校 〒896-0065　　　〃　　　荒川2347番地1 ３２－２０１０ 永　　　秀　幸

冠岳小学校 〒896-0051　　　〃　　　冠嶽12844番地1 ３２－２６８８ 蛭　川　幸　一

川上小学校 〒899-2102　　　〃　　　川上1200番地 ３６－２０４４ 日　髙　昭　典
※平成21年度から全ての特認校児童の送迎を行っています。
※土川小学校については、平成21年度末で閉校となるため今回から募集はいたしません。

【旭小学校】 「 あかるいあいさつ　さわやか読書　ひかり輝く旭の子」
 旭小の学校の自慢は【明るい笑顔・暗唱・美しい歌声】
１　基礎基本と確かな学力を身に付けた子ども（新学力アップ）
　○学習の仕方が分かり、基礎基本を確実に身に付けた子ども
　○本好きな子どもの育成（一人年間130冊以上の読書）
２　礼儀正しく、親切で思いやりのある子ども（新思いやりアップ）
　○幼稚園との交流、高齢者とのふれあい活動、青少年赤十字活動への参加
　○「どろめんこ」の開催（田植えから餅つき大会までの米作り体験）
　○校区伝統芸能の継承「子ども石当節」「虚無僧踊り」（総合的な学習の時間）
３　心身共に健康で、粘り強く、最後まで頑張る子ども（新体力・気力アップ）
　○交通安全少年団、交通事故無事故5,500日記録更新中
　○一校一運動
　　（一輪車に全員乗れます。さのさ祭りや加世田大会に出場します。）

○　各学校で見学・参観・体験入学ができます。直接当該学校にお問い合わせください。
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◎ 特認校へ転学できる学校

 学　校　名 所　　　在　　　地 電　　　話 校　長　名
串木野小学校 〒896-0052いちき串木野市上名536番地 ３２－１７３８ 本車田　省　三

照 島 小 学 校 〒896-0053　　　〃　　　下名5453番地3 ３２－４４４６ 内　倉　昭　夫

市 来 小 学 校 〒899-2103　　　〃　　　大里3731番地 ３６－２００６ 武　田　泰　丸
※串木野・照島小学校区の児童は、旭・荒川・冠岳小学校の３校が認められます。
※市来小学校区の児童は、川上小学校のみ認められます。

【荒川小学校】 「やさしさいっぱい やる気いっぱい 元気いっぱい 荒川っ子」
１　学力の向上を目指しています。
　・基礎学力（読み、書き、算）の定着に力を入れています。
　・少人数指導によるきめ細かな「分かる授業」の実践に努めています。
　・一人一人の個性を認め、個に応じた指導の充実に努めています。
２　思いやりの心の育成に力を入れています。
　・年間を通して、ボラﾝﾃｨア活動を行っています。
 　（人権の花運動、老人福祉施設や地域との交流、花の栽培活動、等）
　・あいさつ先手運動に取り組んでいます。
３　荒川の自然や人材を生かした「ふるさと教育」を推進しています。
　・学校・校区・保護者が一体となった活動を行っています。
　　（荒川ふれあいキャﾝプ、米作り体験、荒川ほたるでナイト、太鼓活動、
　　たけのこ掘り、日本一の持久走大会、川遊び、一輪車、野菜作り 等）

【川上小学校】 「出会い　ふれ合い　学び合い　地域と子どもとＰＴＡ」
１　子ども一人一人の基礎学力の定着を図ります。
　・朝の10分間読書　・チャレﾝジﾀイム（全職員による個別指導）
２　体験活動を生かして、心豊かな子どもを育てます。
　・農業体験　・高齢者とのふれ合い　・郷土の自然や伝承文化の学び
３　強い体と心を育てます。
　・一輪車　・なわとび　・川上文化財少年団活動　・川上緑の少年団活動
４　特色ある学校教育の推進
　【ＰＴＡ活動】【親子ふれ合い活動】【地域人材活動】（三者連携）
　・茶摘み・高齢者とのふれ合い活動・イルﾐネｰショﾝ点灯式
　・ふれ合いキャﾝプ・学校林手入れ・ﾆジマス飼育と釣り大会
　・稲作体験・さつまいもの収穫・川上棒踊り・川上踊り

【冠岳小学校】 「豊かな体験　確かな学び　夢育む子どもの集う冠岳小！」
（１）個性を生かした学習展開を大切にします！
　・基礎学力の定着　・個に応じた学習指導　・創作活動や体験的活動
　・朝の読書活動（読み聞かせ）　・全校態勢での支援学習
（２）さまざまな発見や感動体験の充実を目指します！
　・茶摘み、稲作、芋植え等体験　・せせらぎフェスﾀへの出演
　・史跡、名所の探究学習　・高齢者とのふるさと学習
　・夏祭り、林間キャﾝプ体験
（３）心身の健康と健やかな成長を大切にします！
　・一輪車乗りとさまざまな演技挑戦　・水や森とのふれあい活動
　・合唱奏（斉唱やオカリナ吹奏）　・全校運動や全校遊びの活動
　・ボラﾝﾃｨア活動への参加　・特色ある地域行事の体験
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◎　平成22年度募集要項

【幼稚園新入園児の入園手続きについて】

　⑴　募集期間
　　　平成21年11月２日（月）～11月30日（月）までとします。

　⑵　申込み
　　　申込用紙を特認校４校、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）に備えてあります。必要事項をご記

入のうえ、希望する特認校へ直接ご提出ください。
　　　受付時間は、午前８時30分から午後５時15分までです。ただし土曜日・日曜日・祝日は除きます。

　⑶　特認校へ入学・転学できる期間
　　　平成22年４月１日から平成23年３月31日までの１年間です。
　　　平成23年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度、再度申込みが必要です。

　⑷　入学・転学の決定
　　　２月上旬頃、保護者宛に結果の通知書を送付いたします。

　⑸　学校指定変更手続き
　　　入学・転学が決定したら、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）で学校の指定変更の手続きをとっ

てください。

　⑹　学校見学等
　　　いつでも特認校の見学・参観・体験入学ができますので、ご希望の方は直接当該学校長へ連絡してく

ださい。

　市内幼稚園の平成22年度新入園児の募集を各幼稚園で受け付けております。入園を希望される方は各幼稚
園に直接お申し込み、お問い合わせください。

　【受付期間】
　　平成21年11月２日（月）より
　　（幼稚園によっては土曜日・日曜日・祝日は受け付けていない場合があります。）

市立幼稚園（五十音順）
旭 幼 稚 園 下名14067番地 ☎３２-８5３２
市 来 幼 稚 園 大里373 1番地 ☎３６-３１８８

私立幼稚園（五十音順）
神村学園附属幼稚園 下名397 0番地 ☎２１-２０７２
串 木 野 幼 稚 園 栄 町 1 8 5 番 地 ☎３２-２４６１
友 愛 幼 稚 園 住 吉 町 9 4 番 地 ☎３２-２9１5
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　今年の４月21日に、全国学力・学習状況調査が実施されました。この調査は、子どもたちの学力と
学習の状況を把握して学校や教育委員会の取組の課題を明らかにすることを目的としています。調査は、
全ての小学６年生と中学３年生を対象に行われ、学力調査は、国語と算数・数学の２教科で、それぞれ
基礎的な知識を問うＡ問題、活用力を調べるＢ問題の２種類で実施されま
した。学習状況調査は、学習環境や生活習慣について調査を行いました。
　なお、この調査で測定できるのは、学力の特定の一部分であって、全て
の学力の状況を明らかにできるものではありません。
　１　本市の学力の状況について
　（１）　小学６年生の学力の状況
　【国語】　国語Ａの本市の平均正答率は72.1％で、県を１ポイント程度、全国を２ポイント程度上回っ

ている。国語Ｂについては、48.2％で、県を１ポイント，全国を２ポイント程度下回っている。
特に、「書くこと」「言語事項」の活用力に課題がある。「話すこと・聞くこと」「読むこと」の
活用力に、やや課題がある。

　　　　　※昨年度比において、国語Ａは６ポイント上回り、国語Ｂは同程度である。
　【算数】　算数Ａの本市の平均正答率は79.5％で、県や全国を１ポイント程度上回っている。算数Ｂ

は53.2％で、県とほぼ同じで全国より1.5ポイント程度下回っている。特に「数量関係」の基
礎的な知識や技能、活用力についてやや課題がある。「数と計算」「量と測定」の活用力が全国
を３～４ポイント程度下回り、課題がある。

　　　　　※昨年度比において、算数Ａが約７ポイント、Ｂが約３ポイント向上している。
　（２）　中学３年生の学力の状況
　【国語】　国語Ａの本市の平均正答率は76.1％で県と同じで、全国より１ポイント程度下回っている。

国語Ｂは74.6％で、県や全国とほぼ同じである。特に、「読むこと」の基礎的な知識や処理に
おいて、全国を３ポイント程度下回り、課題がある。

　　　　　※昨年度比において、国語Ａが約４ポイント、Ｂが約16ポイント向上している。
　【数学】　数学Ａの本市の平均正答率は64.1％で、県を３ポイント上回り、全国を1.5ポイント程度上

回っている。数学Ｂは56.1％で、県を２ポイント上回り、全国とほぼ同じである。「数量関係」
が他領域よりもA・Bともに正答率が低く課題がある。「数と式」の活用力が全国を2.5ポイン
ト下回り、課題がある。

　　　　　※昨年度比において、数学Ａはほぼ同程度、Ｂは約５ポイント向上している。
　２　今後の課題解決に向けての取組について
　（１）　国語教育の授業と研究の充実
　　　ア 「読むこと」の基礎・基本的事項の繰り返し指導と「書くこと」「言語事項」の活用力を育成

する指導に努める。
　　　イ　実生活と関連付けた授業の創造に努める。
　　　ウ　国語以外の教科における「書く活動（言語活動）」の充実に努める。
　（２）　算数・数学教育の授業と研究の充実
　　　ア 「数と式」「量と測定」｢数量関係｣ の領域の活用力を育成する指導に努める。
　　　イ　実生活と関連付けた授業の創造に努める。
　　　ウ　授業外における補充指導や個に応じた指導の充実に努める。
　（３）　市教育新３アップ作戦の推進
　　　ア　市国語教育研究会、市算数・数学教育研究会の充実に努め、「学力アップ」における共通実

践指導事項等の推進を図る。
　　　イ　個に応じた指導の一層の充実に向け、習熟の程度に応じた指導等の研究を推進する。
　　　ウ　「学力アップ」のための授業づくり５ポイントの定着に努める（特に、まとめの徹底）。
　　　エ　家庭学習への連動を図る課題（宿題）の充実と学習時間の確保をめざした「家庭学習60・

90運動」の一層の推進に努める。

教育委員会だより No.47

―　全国学力・学習状況調査結果と今後の取組　─
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財政課（☎33-5629）

いちき串木野市下名 芹
せ り が の

ケ野団地
好評分譲中
　販売区画数3区画
　１区画当り価格
　　　約316万円～444万円
　１区画当り面積
　　　約90坪～115坪
　ちなみに、１坪当り価格は
　　　約3.5万円～4.3万円です。

※詳しい内容については、いちき串木野市財政課契約管財係まで、お気軽にお問い合わせください。

☎33-5629（直通）・ FAX 32-3124
※分譲団地情報！第１弾の市来小城団地は６／22号、第２弾のウッドタウン団地は７／21号、

　第３弾の矢倉団地は９／24号の広報いちき串木野に掲載してありますので、ご覧ください。

・所　在　地　いちき串木野市下名芹ヶ野地内
・地　　　目　宅地
・用途地域等　都市計画区域外
・交　　　通　いわさきバスネットワｰク　芹ヶ野バス停まで約400ｍ
・公 共 施 設　西回り自動車道薩摩川内都イﾝﾀｰまで約2.0㎞
　　　　　　　ＪＲ木場茶屋駅まで約800ｍ
　　　　　　　旭小学校まで約2.0㎞

物件の概要

重 要
※ただし、市の定住促進補助制度に
　より、最高184万円が補助されます。
・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44万円
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福祉課（☎33－5619）福祉課（☎33－5619）

地域を支えるシルバー人材センター
　我が国においては、少子高齢化が急速に進展し、労働力人口の大幅な減少が見込まれるなか
で、確かな技術と豊かなキャリアを持つ元気で働く意欲のある高齢者が福祉を支え社会を支え
る側にたって地域に貢献することが、ますます重要となってきております。
　シルバー人材センターは、地域の皆様と元気で働く意欲のある高齢者との架け橋です。

　　　　　　　ちょっと人手がほしいとき
　　　　　　　シルバー人材センターをご利用ください
　　　　　　　　　地域の高齢者が長年の経験を活かしお手伝いします

シルバー見守り＆“ふれ愛”サービス事業
●高齢者等の自立生活をサポートします。
　話し相手や外出時の付き添い、買い物、家具の移動、ごみの片付け処分など
　手すり（廊下・階段・トイレ・浴室など）の取り付け、出入り口の段差解消など
　住宅用火災警報器の取り付けも引き受けております。
●ふるさと見守りサービス

故郷に居られる老親の安否確認や留守宅・田畑の清掃や草払い、お墓の掃除やお参りの代行なども引き受
けております。
●シルバー“ふれ愛”クラブ
　会員や地域高齢者等の交流による生きがい作りを支援します。
　交流場所の提供、趣味を兼ねた古着等のリフォｰムや手芸小物作りの場として
　育児や介護で悩む人々が相互に相談や交流をし、活力を取り戻す場としてご利用ください。
　「10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です。」

技能分野

軽作業分野

事務分野

折衝・外交分野

管理分野

家事サービス分野

●　植木剪定

●　大工・障子張り

●　ペンキ塗りなど

●　公園清掃

●　草払・除草

●　荷造りなど

●　文書管理事務

●　宛名書・賞状書

●　受付事務など

●　パンフレット配布

●　集金・配達

●　店番・検針など

●　駐車場・駐輪場

●　施設管理

●　物品管理など

●　掃除・室内整理

●　食事づくり

●　洗濯など

○問合せ　いちき串木野市シルバー人材センター
　　　　　　　☎32－9000　FAX33－2266
　　　　　　　ホームページも開設しました（http://www.sjc.ne.jp/kushikino/）
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ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の設置場所のご案内

総務課（☎33-5626）

１．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは
　　心室細動という心臓が小刻みに震え、全身に血液を送り出せない重い不整脈

が生じた場合に、心臓に電流を流すことにより、心臓を正常な動きに戻すため
の医療機器です。音声メッｾｰジに従って簡単に操作することができます。

２．ＡＥＤの必要性
　　突然の心停止状態に陥った場合、１分経過するごとに救命率は10％ずつ低下するといわれています。救

急車が到着するまでの間、心臓マッサｰジや人工呼吸とあわせてＡＥＤによる心機能の回復が大切になり
ます。

３．市内には次の場所にＡＥＤが設置されています

地 区 施 設 名 等 所 在 地 電 話 番 号
冠  岳 冠岳ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 冠嶽13511-2 ３２－０７６０
冠  岳 冠岳小学校 冠嶽12844-1 ３２－２６８８
生  福 生福ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 上名8576 ３２－４８６9
生  福 生冠中学校 上名8551 ３２－３３７７
生  福 生福小学校 上名8605 ３２－３３０７
上  名 串木野中学校 上名700 ３２－１７３5
上  名 串木野小学校 上名536 ３２－１７３８
上  名 勤労青少年ホｰム 上名2467 ３２－８７７０
上  名 多目的グラウﾝド管理棟 上名5351 ３３－２７８８
大  原 中央公民館 昭和通133-1 ３３－5６55
中  央 いちき串木野市医師会 桜町38 ３２－７955
中  央 丸田病院 旭町83 ３２－２２６３
中  央 えんでん内科クリﾆック 東塩田町35 ３２－７０００
中  央 ふくもと整形外科・内科クリﾆック 春日町８ ３２－４１４5
中  央 花牟禮病院 元町190 ３２－３２８１
中  央 さるびあ苑（老人保健施設） 春日町63 ３２－８８４１
中  央 グルｰプホｰム　もぜ 春日町24 ３２－３０３３
中  央 鹿児島銀行㈱串木野支店 旭町56 ３２－２１２１
中  央 パｰラｰ赤玉パチﾝｺ串木野店 東塩田町23-1 ３３－３３55
本  浦 串木野健康増進ｾﾝﾀｰ 新生町183-3 ３３－３４5０
本  浦 串木野高等学校 美住町65 ３２－２０６４
野  平 串木野西中学校 下名20226-1 ３２－１７４４
野  平 Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ体育館 下名20957-1 ３２－８99４
野  平 ちかび展示館 下名21803 ３２－４７４７
野  平 三井串木野鉱山㈱ 下名12955 ３２－２８００
西薩町 日本地下石油備蓄㈱串木野事業所 西薩町１ ３２－６８００
照  島 照島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 下名7956-1 ３２－０７６８
照  島 照島小学校 下名5453-3 ３２－４４４６
照  島 串木野養護学校 下名1041 ３２－４１０5
照  島 シｰサイドガｰデﾝさのさ 長崎町101 ３２－４１７７
照  島 串木野体育ｾﾝﾀｰ 長崎町91 ３２－１８99
照  島 南洲整形外科病院 下名3994-5 ３２－００5１
照  島 まきのせ泌尿器科 下名6050 ３３－０１２２
照  島 潮風園 下名3570 ３２－5７８０
照  島 神村学園 下名4460 ３２－３２３２
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○床下に自分で入り、その状態や点検後の
施工状況を確認することは難しいので、
その状態を口実にした悪質な訪問販売が
行なわれることがあります。

○突然訪れた業者に不具合等を指摘されて
も、その場で契約することはやめましょ
う。また、支払いを急がせる業者には気
をつけましょう。

○困ったときは、鹿児島県消費生活ｾﾝ
ﾀｰ（☎０99-２２４-０999）または、市役所
消費生活相談窓口（☎３３-5６３８）までご
連絡ください。

第18号

地 区 施 設 名 等 所 在 地 電 話 番 号
旭 旭ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 下名14103-1 ３２－８８１１
旭 旭小学校 下名14067 ３２－１７２４
旭 薩摩金山蔵 下名13665 ２１－２１１０

荒  川 荒川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 荒川2450 ３２－８８０9
荒  川 荒川小学校 荒川2347-1 ３２－２０１０
羽  島 羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 羽島5218 ３5－０８１２
羽  島 羽島中学校 羽島5355 ３5－００１5
羽  島 羽島小学校 羽島5359 ３5－０００9
羽  島 牧野医院 羽島3554 ３5－００１７
羽  島 ゆくさ白浜（老人保健施設） 羽島265-15 ３5－０８００
土  川 土川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 羽島9675 ３5－０８８７
土  川 土川小学校 羽島9944 ３5-００１６
川  南 川南地区公民館 大里3246-1 ―
川  南 市来体育館 大里5547-1 ３６－２８８１
川  南 市来武道館 大里3750-1 ―
川  南 市来中学校 大里3764 ３６－２０5６
川  南 市来小学校 大里3731 ３６－２００６
川  南 ライフハｰバｰいちき 大里2901-2 ３６－5３5３
川  北 川北地区公民館 大里5664 ―
川  北 市来内科 大里3869 ３６－5０００
川  北 デイサｰビスすこやか 大里3869 ３６-5８００
川  北 新山内科 大里3933 ３６－２２55

湊 市来農芸高等学校 湊町160 ３６－２３４１
湊 市来運動場 湊町1243-1 ―

湊  町 市来地域公民館 湊町１丁目102 ３６－２5２６
湊  町 いちきアクアホｰル 湊町１丁目102 ２１－5８００
湊  町 市来ふれあい温泉ｾﾝﾀｰ 湊町１丁目100 ２１－5０２２
湊  町 みなと病院 湊町1丁目208 ３６－２１２６
湊  町 濵田屋伝兵衛 湊町４丁目1 ３６－３１３１
湊  町 濵田酒造㈱ 湊町４丁目1 ３６－5７００
川  上 川上ふれあい館 川上978 ―
川  上 川上小学校 川上1200 ３６－２０４４

※上記の設置箇所は、市及び消防本部で調査したものであり、事業所の承諾を得て掲載しています。
　このほかにもＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置してある事業所がありましたら消防本部救急救助係

（☎３２-０１１9）へ情報を提供してください。

商工観光課（☎33-5638）
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　芸術の秋、スポｰツの秋、食欲の秋・・・いろいろありますが、みなさんは、どんな秋を楽しんでいますか。
　今回は、スポｰツの秋にちなんで、家庭でできる運動を紹介したいと思います。
　現在、いちき串木野市では、特定保健指導のなかで、メﾀボ解消運動教室を開催中です。
　この教室では、健康運動指導士の中村美奈子先生による内臓脂肪を減らすための運動メﾆｭｰを実施
しています。
　次にある運動は、実際に運動教室で実施している筋力アップ運動の１例です。

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

～みんな笑顔で元気なまちをめざして～ シリーズ⑩

　もちろん、上記にある筋力アップ運動と有酸素運動を組み合わせて実施することで効果が得られます。
　また、食事記録や歩数、体重、筋力アップ体操の内容を毎日記録することで、目標達成につながります。
　いちき串木野市では、特定保健指導の対象者以外でも夜間の減

ヘ ル シ ー
る脂ｰ運動教室、水中運動教室を実施

（年に２クｰル）しています。
　このような教室以外にも既存の運動施設や講座等を利用して運動習慣をつけましょう。
　運動は、なかなか…というあなたも、まずは、今より1,000歩多く歩くことからはじめてみませんか。
　楽しく、体を動かすことが継続のポイﾝトとなります。仲間をみつけて、家庭や地域で取り組んでいき
ましょう。

健康なまちづくり、みなさんですすめていきましょう！！

メタボ解消　筋力をつけよう
　○おなかひきしめ

　○おしりと太ももひきしめ

寝た状態からゆっくりと息をはきながら上体を起こす　５回～10回
（☆ 上げたまま５秒～10秒数える）

寝た状態から息をはきながら、おしり、腰、背中の順に床から離して、また息をはきなが
ら今度は背中、腰、おしりの順に下ろしていく　５回～10回
（☆ 片足を伸ばして５秒～10秒)

　体操中は息を止めたり、反動をつけないようにしましょう。
　また、体操中にどこかが痛くなったり、調子が悪いときは無理をしないで休むよ
うにしましょう。
　自分のペースで行うことが大切です。
　慣れてきたら、☆マークにチャレンジしましょう。
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話 題ままままままちちちのののののの
歴史劇『動けば雷電の如く』
いちき串木野公演開催

集団災害事故救急訓練

畜産品評会開催

市消防団規律訓練大会

第３回　会長旗争奪軟式野球大会

　８月27日、市民文化センターで、劇団はぐる
ま座の歴史劇「動けば雷電の如く～高杉晋作と明
治維新革命～」公演が開催されました。
　この公演は、市内で地域活動や文化活動に取り
組まれている方々など地元の有志による実行委
員会の主催で行われたもので、約500人の市民の
方々が演劇の醍醐味を堪能されました。
　公演では、幕末の長州で明治維新の礎となった
高杉とそれを支えた民衆たちの活躍を描いた感動
的な内容と、出演者の熱演に、惜しみない拍手が
贈られました。
　また、実行委員会からは「子どもたちのために
役立ててほしい」と、公演の益金を「高杉晋作と
明治維新」の書籍として、市内の小中学校図書と
公立図書館へ贈呈していただきました。

　９月11日、国民宿舎吹上浜荘で市消防本部や
市医師会の連携による集団災害事故救急訓練が行
われました。
　「救急の日」及び「救急医療週間」にあたり、
一酸化炭素中毒により多数の傷病者が発生したと
想定して、通報から負傷者の応急処置と医療機関
への搬送などの訓練を実施しました。
　参加した医師や看護師、消防隊員は、真剣な表情
で本番さながらの熱の入った訓練を実施しました。

　９月４日、野元家畜市場跡地で「平成21年度
いちき串木野市畜産品評会」が開催されました。

（敬称略）
・最優秀賞１席
　　第１部若雌　　はしま218号　枇榔辰実
　　第２部若雌　　ふじこ号　市来農芸高等学校
　　第３部若雌　　さくら号　諏訪トヨ子
　　第４部粗飼料　枇榔辰実
・グランドチャンピオン賞　ふじこ号　市来農芸高等学校
　また、９月18日、鹿児島中央家畜市場で「鹿
児島中央地区秋季畜産共進会」が開催され、本市
から10頭が出場しました。
　なお、10月３日に姶良家畜市場で県共進会が開催
され、本市から市来農芸高等学校所有の「ふじこ号」
が地区代表として出場し、優秀な成績を収めました。

　９月６日、日置北部公設地方卸売市場で、「第
２回いちき串木野市消防団規律訓練大会」が行わ
れました。
　この大会は、隊員が諸制式に熟練し、厳正な規
律を身につけることなどを目的として行われるも
ので、市内の13消防分団が参加しました。成績は、
次のとおりです。
○優　勝　本浦分団
○準優勝　羽島分団
○第３位　生福分団

　９月６日、多目的グラウンドで第３回会長旗争
奪軟式野球大会が開催され、参加した10チーム
は熱戦を繰り広げました。結果は、次のとおりです。
○優　勝　大弘軒
○準優勝　おやじ
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すこやかおせんしスポーツ大会

荒川産小麦をつかった
『揚麺』学校給食に登場

２年ぶりのまぐろ水揚げ

秋太郎プレゼント

　９月17日、多目的グラウンドですこやかおせ
んしスポーツ大会が開催されました。
　この大会は、高齢者クラブに加入している方が
参加しており、今年は、約600人の参加者がスポー
ツを通して親睦を深めました。結果は、次のとお
りです。
○優　勝　中央地区
○準優勝　大里地区
○第３位　上名地区

　９月16日、17日に市内の小中学校の給食に荒
川産の小麦を使ったかた焼きそば用の『揚麺』が
登場しました。
   荒川小学校では、生産者の方々との交流給食も
あり、子どもたちは地元で生産された小麦を使っ
た揚麺をおいしそうに食べていました。

　９月18日、串木野新港で平成19年９月以来２
年ぶりにまぐろが水揚げされました。
　水揚げされたのは、島平第一漁業生産組合所属
の遠洋まぐろ船『第28松栄丸』が、西大西洋（ガ
ボン共和国沖）で捕獲したキハダまぐろやメバチ
まぐろなど約45トンでした。
　クレーンで次々とつり上げられたまぐろは、ト
ラックに積み込まれ、県内を中心に九州各地に出
荷されます。

　９月19日、市来町漁協大久保組合長から市来
松寿園・吹上園の入園者に敬老の日の贈り物があ
りました。
  当日は入園者の３人が代表で市来えびす市場を
訪れ、秋太郎（バショウカジキ：約28キロ）が
贈られ、さっそくその日の入園者の夕食に提供さ
れました。
　入園者は一足早い敬老の日のプレゼントに喜ん
でいました。

話 題まままちちちのののののの

▲（荒川小学校５・６年）

16



話 題まままちちちのののののの

交通安全フェア
公民館対抗壮年バレーボール大会

虫追踊 秋の全国交通安全運動広報出発式で
表彰伝達と自動車運転卒業証書を授与

　９月23日、市来地域で『虫追踊』が奉納され
ました。
　源平合戦の折、稲株につまずいて討たれ、稲を
食らう害虫となった斉藤実盛の魂を鎮めるために
踊られたとされており、市の無形民俗文化財に指
定されています。
　鉦や太鼓を奏でながら、リズミカルで華やかな
踊りを市内11か所で奉納し、観衆の心を弾ませ
ていました。

　９月23日、串木野自動車教習所で「交通安全
フェアin串木野」が開催されました。
　当日は、「安全運転技能オリンピック」や「白
バイ隊の模範走行」などが行われたほか、フリー
マーケットなどのブースや世界のスーパーカーが
展示され、会場は一日中賑わっていました。

　９月24日から29日にかけて、市来体育館で第
30回公民館対抗壮年バレーボール大会が開催さ
れました。
　同大会は、日頃の運動不足の解消や親睦を深め
ることを目的に開催されており、今年も選手と応
援者が一体となった試合を楽しんでいました。
  結果は次のとおりです。

【Ａクラス】　優　勝　天神町公民館
　　　　　　準優勝　平佐原公民館

【Ｂクラス】　優　勝　島内公民館
　　　　　　準優勝　潟小路公民館

【Ｃクラス】　優　勝　中組公民館
　　　　　　準優勝　宇都公民館

　９月24日、市役所市来庁舎前で行われた、秋
の全国交通安全運動広報出発式で、県交通安全県
民運動推進協議会から交通安全功労者として表彰
された淵脇紀子さん（ひばりが丘）に表彰伝達が
行われました。
　また、運転免許を自主返納された方にいちき串
木野警察署長から「自動車運転卒業証書」が授与
されました。

17



話 題まままちちちのののののの

土川小学校・校区　秋季大運動会

中国留学生との国際交流 『永井隆平和賞』２年連続入賞

　９月27日、土川小学校で最後の秋季大運動会が行なわれました。
　土川小学校は、今年創立117年を迎えましたが、地元の要望などに
より来年３月末に閉校することになりました。
　最後の運動会では、児童13人と４年前仲間入りした黒ヤギのケン
ケンやケンケンの家族が一緒に入場しました。
　そのあと、子どもたちはかけっこや玉入れなどで汗を流し、また
地区の方々はグラウンドゴルフや土川名産“つわむき!!”競争をして、
一日中笑いや声援が絶えませんでした。
　子どもたちや地区の方々にとって、忘れられない日となりました。

　9月30日、鹿児島大学等に在籍する中国からの
留学生14人が冠岳小学校を訪れ、児童との国際
交流を行いました。
　児童たちは中国語での自己紹介やオカリナを披
露し、留学生から中国の教育事情や京劇の歌が紹
介されました。
　また給食を一緒に食べた後には地元の茶道グ
ループのお点前でお茶が振舞われ、昼休みには伝
統的な遊びの羽根蹴りなどのスポーツを楽しむな
ど、充実した交流となりました。
　留学生はこれまで生福地区での花冠祭やかんむ
りだけ山市に参加するなど市民と積極的な交流を
行っています。

　10月６日、島根県雲南市で行われた第19回永
井隆平和賞で、30都道府県や海外から計2,101点
の応募のあった作文・小論文の中から高校の部で
佳作に入賞した、市来農芸高等学校３年の堀香澄

（島平上）さんが市役所を訪れました。
  この永井隆平和賞は、長崎で被爆し苦しみなが
らも平和を訴え続けた故永井隆博士にちなみ、出
身地である雲南市が毎年主催しており、堀さんは

『平和への一歩』と題し、核兵器の廃絶と平和な
社会の実現を目指す「高校生１万人署名活動」の
体験談を書かれています。
　また、堀さんは昨年優秀賞を受賞しており連続
入賞となりました。おめでとうございます。
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　９月１日から16日に大腸がん検診を受診された方
で今までに紹介状の届いていない方につきましては、
精密検査の必要はありません。
　健康手帳の“便潜血陰性”を“○”で囲んでくだ
さい。

おしらせ版
保健・衛生・福祉

大腸がん検診の結果について
串木野健康増進センター（☎33－3450）

鹿児島県不妊治療費助成事業の制度改正についての案内
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　鹿児島県では、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩むご
夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けられたご夫婦に不妊治療費助成金を給付
しています。（平成21年度分から助成額の上限が引き上げられました）
　詳しくは、次の問い合わせ先までお尋ねください。

●不妊に関する相談窓口の案内（相談料：無料）
　鹿児島県では、不妊に関する相談窓口を次のように設けて、様々なご相談をお受けしていますので、お気
軽にご利用ください。（相談内容等のプライバシｰは厳守します）

●問合せ先　伊集院保健所　健康増進係
　　　　　　　〒８99-２5０１　日置市伊集院町下谷口１9６０-１　☎０99-２７３-３１１１（内線210）FAX０99-２７２-5６７４
　　　　　　鹿児島県 保健福祉部 子ども福祉課 母子保健係
　　　　　　　〒８9０-８5７７　鹿児島市鴨池新町１０-１　　　　☎０99-２８６-２７７5　FAX０99-２８６-55６０

【事業の概要】

対象治療
体外受精・顕微授精（以下「特定不妊治療」という）
　（※卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く）
　（※県が指定する不妊治療指定医療機関で行われた治療に限る）

対 象 者
夫若しくは妻のいずれか一方また、両方が鹿児島県内（鹿児島市を除く）に住所を有し、
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に
診断された、法律上の婚姻をしている夫婦

助成内容 １組の夫婦に対し、１回の治療につき15万円まで、１年度当たり２回を限度に通算５年間
助成

所得制限 夫婦の前年の所得（注）の合計金額が730万円未満
（注:１月から５月までの申請については、前々年の所得による）

申 請 先 伊集院保健所

申請期限
特定不妊治療が終了した日の属する年度内（３月31日まで）に申請（提出）
（※３月31日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで。ただし、制度の適切な運用を図るた
め、治療後速やかに申請してくださるようお願いします。）

専
門
相
談
窓
口

窓　口 鹿児島大学病院（鹿児島市桜ヶ丘８丁目３5－１）

日
時

電話相談 毎週月・金曜日（15:00～17:00）
面接相談 毎週月曜日　　（15:00～17:00）　　　　※事前に予約が必要です
連絡先 ☎０99-２７5-６８３9（専用電話）

内　容 不妊の検査・治療方法、不妊に関する専門的な相談、不妊に伴う悩みや不安等の相談

一
般
相
談
窓
口

窓　口 県の各保健所

日　時
電話相談、面接相談ともに
月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時まで
（ただし、年末年始・祝休日等の閉庁日は除きます）

内　容 不妊に関する一般的な相談、不妊治療費助成制度、不妊に伴う悩みや不安等の相談
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　国の経済危機対策における子育て支援の一環として「女性特有のがん検診推進事業」が全国的に実施され
ることになりました。いちき串木野市でも国の方針に基づき、次の方を対象に「無料クｰポﾝ券」と「検診
手帳」を配布し、無料で検診を実施します。がんの早期発見・早期治療のため、この機会に受診していただ
くことをお勧めします。（医療機関には、事前に予約が必要です）
■対象者は、平成21年６月30日現在いちき串木野市に住民登録をしている方で、下記の年齢の方です。
■下記の対象者の方で７月１日以降に転入された方につきましては、串木野健康増進センターまでご連絡く
ださい。

女性特有のがん検診推進事業（子宮がん・乳がん無料検診）について
串木野健康増進センター（☎33-3450）

　不規則で栄養のバラﾝスのよくない食生活、慢性
的な運動不足、こんな生活習慣に心あたりがあるあ
なたは、もしかすると糖尿病予備軍かもしれません。
　現在、成人の６人に１人が糖尿病およびその予備
群といわれています。
　今回、糖尿病が心配な方の健康相談を実施します。
　食事や日常生活について保健師、栄養士が個別に
相談に応じます。
　自分の生活習慣について見直す機会でもありま
す。ぜひご参加ください。
●日　時　11月９日㈪、11月24日㈫
　　　　　両日とも　9:00～16:00
●場　所　串木野健康増進ｾﾝﾀｰ
●内　容　検尿、体重・体脂肪測定、血圧測定、
　　　　　栄養相談　等
※通常の定期健康相談も実施します。

　本市では、合併処理浄化槽や下水道の普及に努め
ているところですが、生活雑排水等による河川の水
質悪化が懸念されます。
　河川の水は、飲料用の上水道はもとより農業用水
などにも利用されます。水環境の悪化は、我々の日
常生活に直結する深刻な問題です。
　河川の水質保全のため、次のような住民一人ひと
りの心がけ、ご協力をよろしくお願いします。
●台所の排水口に目の細かい水切りネット等を使う
●食器などは、まずひどい汚れを軽く拭きとってか
ら洗う
●洗濯や入浴時の洗剤、シャ
ンプーは使い過ぎない
●水の使い方を工夫し、節水
を心がける
●事業所の排水も責任をもっ
て水質管理をする　等

糖尿病が心配な方の健康相談を
実施します

串木野健康増進センター（☎33-3450）

子 宮 が ん 検 診 乳 が ん 検 診

対象者

前年度の年齢 生　年　月　日 前年度の年齢 生　年　月　日
20歳 昭和63年4月2日～元年4月1日 40歳 昭和43年4月2日～44年4月1日
25歳 昭和58年4月2日～59年4月1日 45歳 昭和38年4月2日～39年4月1日
30歳 昭和53年4月2日～54年4月1日 50歳 昭和33年4月2日～34年4月1日
35歳 昭和48年4月2日～49年4月1日 55歳 昭和28年4月2日～29年4月1日
40歳 昭和43年4月2日～44年4月1日 60歳 昭和23年4月2日～24年4月1日

実施場所 久米クリﾆック ☎３２－７６６３
いちき串木野市曙町２5番地

金子病院  ☎３３－００１１
いちき串木野市下名６００２番地

検査内容 ・問診・視診・細胞診　 ・問診・視診・触診・マﾝモグラフｨｰ検査

実施期間 平成２１年１０月～平成２２年３月３１日まで

留意事項

※受診する時は、必ず医療機関に予約してください。
※対象年齢は、平成２１年４月１日現在です。上記の生年月日でご確認ください。
※上記の検査以外に検査を追加された場合は、別に検診料がかかりますので、ご注意ください。
※職場検診、人間ドック、いちき串木野市が４・５月に実施した集団検診を受診された方、現

在治療中の方、切除手術等をされた方につきましては、検診をあらためて受診する必要はあ
りません。

※市では、電話による問診等は、実施していません。不審な電話にご注意ください。
詳しくは、串木野健康増進ｾﾝﾀｰまでお問い合わせください。

ふるさとの河川（かわ）をきれいに
生活環境課（☎33－5614）
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　11月１日㈰から30日㈪までの１か月間が「児童
虐待防止推進月間」となっています。
　児童虐待問題は、虐待の発生の防止、早期発見・
早期対処など地域全体で取り組み、解決しなければ
ならない問題となっています。児童虐待への正しい
認識と関心をもち、児童を虐待から守りましょう。
〇児童虐待とは？
　児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長およ

び人格の形成に重大な影響を与える保護者等の行
為であり、次のような種類があります。

　●身体的虐待（児童の身体に外傷が生じ、また
は生じるおそれのある暴行を加える）

　　・なぐる、ける、首をしめる、激しく揺さぶる。
　　・たばこの火を押しつける。…など
　●ネグレクト
　　（育児放棄:保護者としての監護を著しく怠る）
　　・適切な食事を与えない。
　　・乳幼児を長時間家に残したまま外出する、

車の中に放置する。
　　・同居人が虐待と同様な行為を行っているに

もかかわらずこれを放置する。
　　・入浴させない、衣服が長期間不潔なままで

ある。
　　・極端に不潔な環境の中で生活させる。
　　・重大な病気になっても病院へ連れて行かない。
　　　…など
　●心理的虐待
　　（児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う）
　　・ことばによる脅かし、脅迫。
　　・無視する、拒絶的な態度を示す。
　　・児童の面前で配偶者に対して暴力をふるう。
　　・兄弟姉妹間での差別的な扱いをする。
　　　…など
　●性的虐待（児童にわいせつな行為をする、わ

いせつな行為をさせる）
　　・児童への性交、性的暴行。
　　・ポルノ写真、ポルノ映画の被写体に児童を

強要する。
　　　…など

○虐待を受けていると思われる児童を発見したら、
すぐ下記へ連絡してください。虐待かどうかを確
かめる必要はありません。通報者の秘密は厳守さ
れます。あなたからの連絡・相談が児童を守るこ
とになります。

●連絡・相談先
　串木野庁舎　福祉課社会福祉係　☎３３-5６１８
　市来庁舎　　健康福祉課福祉係　☎２１-5１１７
　鹿児島県児童総合相談ｾﾝﾀｰ　☎０99-２６４-３００３

　市有野元墓地の使用について、次のとおり随時募
集を行います。
●募集する区画数　20区画数程度
●面　　　　　積　１区画5.0平方メｰトル
●永 代 使 用 料　115,000円　　　
※いちき串木野市に本籍、または住所を有する世帯

主に限られます。
※詳しいことは、生活環境課までお問い合わせくだ

さい。

墓地についてのお知らせ
生活環境課（☎33－5614）

姉妹都市盟約30周年記念サリナス市親善訪問団員募集
企画課（☎33-5628）

　いちき串木野市とアメリカ合衆国サリナス市は、
1979年に姉妹都市盟約を締結し、本年で30周年を迎
えます。
　いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会では、
姉妹都市盟約30周年記念として、サリナス市へ親善
訪問団を派遣しますので、参加希望の方はお申し込
みください。
●期　　間　２月４日～ 11日（６泊８日）を予定
●行 き 先　サリナス市を中心としたアメリカ西海岸
●募集人員　20人程度
●募集締切　11月10日㈫
●費　　用　１人あたり30万円程度
※パスポｰトをお持ちでない方は早めに申請をお済

ませください。
●問 合 せ　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内☎３２-２０４9）

　市では、少子化対策のための取り組みとして、結
婚に向けた出会いの場を創出する「いちき串木野出
会いサポｰト事業」を実施します。
　この事業は団体等から企画案を募集し、審査のう
え採用された企画について市との委託契約により事
業を実施していただくもので、次のとおり企画案を
募集します。
●募集内容
　①企画内容　独身男女の出会いの機会となる文化・

スポｰツイベﾝト、ｾﾐナｰ、パｰﾃ
ｨｰ、体験教室などの幅広い企画案

　②実施時期　平成21年11月～平成22年３月末
　③委託金額　30万円以内
●募集期間　　10月20日㈫～
　　　　　　　※採択数が、予算限度額になり次第

終了します。
●応募方法　　応募書、企画提案書などの応募書類

を企画課まで郵送または持参してく
ださい。

※詳しい募集要項及び応募書類は、串木野庁舎２階
企画課にあるほか、市ホｰムペｰジに掲載してい
ます。

児童虐待防止推進月間について
“守ろうよ 未来を見つめる 小さなひとみ”

福祉課（☎33-5618）

「いちき串木野出会いサポート事業」
の企画案募集について

企画課（☎33-5634）

募集・催し
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　鹿児島調停協会連合会では、調停制度の普及事業
の一環として「無料調停相談会」を次のとおり開催
します。
　予約制ではありませんので、当日相談会場で直接
受付をしてください。
●日　　時　11月17日㈫　10:30 ～ 15:00
●相談会場　山形屋１号館７階「１号社交室」
　　　　　　（鹿児島市金生町３－１）
●相 談 料　無　料
●相談受付内容
　　　　　　　交通事故による損害賠償、土地建物

の売買・譲渡、金銭の貸借及び土地の
境界等をめぐる民事上のもめごと、婚
姻、離婚、夫婦関係、親子関係、扶養
及び相続等に関する家族・親族間のも
めごとなどについての調停手続の利用

●担 当 者　民事調停委員、家事調停委員
※相談者の秘密は固く守られます。
●問 合 せ　鹿児島調停協会連合会
　　　　　　鹿児島市山下町１３-４７
　　　　　　鹿児島家庭裁判所内
　　　　　　☎０99-２２２-７１２１（内線4550）

　羽島地域におけるブロｰドバﾝドイﾝﾀｰネット
接続環境（※１）を実現するため、ＮＴＴ羽島局のＡ
ＤＳＬ（※２）化を進めることとなりました。
　つきましては、次のとおり説明会を開催いたしま
すので、利用を希望される方はぜひご参加ください。

☆時間はいずれも19:30 ～ 21:00（19:00 ～受付）
※１ 通信速度が高速なイﾝﾀｰネット接続サｰビス
※２ 高速デジﾀル有線通信技術並びに電気通信役務
●問合せ　総務課　情報政策係

　今年度のいちき串木野市自主文化事業は、落語家
三遊亭歌之介さんによる独演会です。ぜひ、ご来場
ください。
●日　時　12月６日㈰　開場18:00　開演18:30
●場　所　市民文化ｾﾝﾀｰ
●料　金　前売券　大人1,500円　中学生以下1,000円
　　　　　当日券　大人2,000円　中学生以下1,500円
●出　演　三遊亭歌之介
※チケット販売についてはおしらせ版９月７日号な

どと一緒に配布されたチラシをご参照ください。

　平成21年度いちき串木野市文化祭芸能発表を市民
文化ｾﾝﾀｰで次のとおり開催します。
　入場は無料です。多数のご来場をお願いします。
※３日は、いちきアクアホｰルと市民文化ｾﾝﾀｰ

でお茶会も開催されます。

◇11月１日（日）　10:00 ～ 15:30
【午前の部［予定］】
　①照島小学校音楽部　　②教育長あいさつ
　③合奏（大平啓太）
　④吟詠（夏越豊秋）　　⑤荒川民謡
　⑥奄美三味線同好会　　⑦シルバｰ音楽教室　　
　⑧日本舞踊　ちどり会　⑨鼓響舞五ツ太鼓
　⑩市レクダﾝス協会
【午後の部［予定］】
　①琴伝流フレﾝズメイ　
　②白萩会　さつき会　中央地区婦人学級民踊教室
　　照島地区婦人学級民踊教室　市来民踊自主講座
　③吉田流股旅舞踊串木野教室
　④日高千代子バレエスﾀジオ
　　働く女性の家バレエ自主グルｰプ「風舞」
　⑤フラダﾝス（ハナレイ・ホク・フラヒロｺ）
　⑥お笑い（ＡＭＩＪＡＲＵＫＡＳ）
　⑦日本舞踊　丈の会　
　⑧フラダﾝス　レイモﾐ市来
　⑨フラメﾝｺ　ボﾆｰﾀ

◇11月３日（火・祝）10:00 ～ 15:30
【午前の部［予定］】
　①正調五ツ太鼓　小牟田流
　②文化協会長あいさつ
　③日本舞踊　木ノ花流　　　④日本舞踊　錦生流
　⑤日本舞踊　藤川流　　　　⑥日本舞踊　恵会
　⑦ｺｰラスはまゆう　　　　
　⑧フラダﾝス　レア・さくら
　　（働く女性の家自主グルｰプ）
　⑨日本舞踊　荻生流（荻の会）
【午後の部［予定］】
　①琴城流大正琴琴俊会
　②フラダﾝス　レイモﾐ串木野
　③日本舞踊　松本流　翠松会
　④日本舞踊　藤間流　美知絵会
　⑤日本舞踊　花柳流　青林会
　⑥日本舞踊　芳瞠流　
　⑦五ツ太鼓　可愛山太鼓昌龍会
　⑧日本舞踊　萩乃会
　⑨日本舞踊　寿々英同好会
　⑩フラダﾝス　アロハ　フラ　イｺ（アｰカラ）

鹿児島調停協会連合会による
『無料調停相談会』のお知らせ

総務課（☎33-5626）

いちき串木野市文化祭
［芸能部門］プログラム

文化振興課（☎21-5113）

羽島地域ブロードバンドインターネット
接続環境説明会の開催について

総務課（☎33-5633）

平成21年度自主文化事業
「三遊亭歌之介独演会」実施について

文化振興課（☎21－5113）

地区名 日　　時 場　　所

羽　島 10月28日㈬
10月30日㈮ 羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

土　川 10月29日㈭ 土川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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　冠岳・生福地区の活性化及び観光振興を図る「か
んむりだけ山市物産展」が開催されます。
●日　時　11月23日（月・祝）勤労感謝の日
　　　　　9:00 ～ 15:30
●場　所　冠岳花川砂防公園
●その他の催し　長崎龍踊り
　　　　　　　　田中星児ﾐﾆｺﾝサｰト
　　　　　　　　柴燈護摩供養
　　　　　　　　冠岳神社秋季例大祭　等
●駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）
　・第１駐車場（胡摩段）～串木野方面から～
　・第２駐車場（宇  都）～樋脇方面から～
　・第３駐車場（多目的グラウﾝド東側）
　・第４駐車場（　　　 〃 　　　南側）
　※会場周辺第１・第２駐車場が満車になり次第、

第３・第４駐車場（多目的グラウﾝド）が利用
できますので、警備員・交通整理員の指示に従っ
てください。

　建築・造園・家具などの技、製品、製作過程を目
の当たりにし、体験を通して、技能のすばらしさ、
楽しさを体感していただくことを目的に技能まつり
を開催します。ご家族連れでご来場ください。（入
場無料）
●日　時　11月７日㈯　10:00 ～ 16:00
　　　　　11月８日㈰　10:00 ～ 15:30
●場　所　かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ
●主な催し
　ものづくり体験教室、優れた技能士の製品の出展、

実演、かんな削りｺﾝﾃスト、チャリﾃｨｰカッ
ト 等

●問合せ　鹿児島県職業能力開発協会
　　　　　☎０99-２２６-３２４０

●日　時　12月６日㈰　８:30 ～
●場　所　いちき串木野市多目的グラウﾝド
●主将会　11月19日㈭　18:00 ～
　　　　　市役所串木野庁舎 地下大会議室
●その他　・参加料　7,000円
　　　　　・市内に居住または勤務されている方々

で構成されたチｰム
●問合せ　・市役所企画課（串木野庁舎）
　　　　　　後潟　☎３３-5６２８
　　　　　・市役所総務課（串木野庁舎）
　　　　　　岡田　☎３３-5６２5

●日　　時　11月15日㈰　８時30分開会式
●場　　所　いちき串木野パｰクゴルフ場
●競技方法　⑴競技は国際パｰクゴルフ協会規則に

基づいて行う
　　　　　　⑵種目 男女別 個人戦
　　　　　　⑶36ホｰルストロｰクプレｰ
　　　　　　※同順位の場合は優勝から３位までサ

ドﾝデスプレｰオフとし、以下は年
齢（上位）勝ちとする。

●参加定員　先着 100人
●参 加 料　１人 1,500円（大会当日納入）
　　　　　　※ｺｰス使用料及び昼食等含む。
　　　　　　※クラブ・ボｰルをお持ちでない方は、

無料で貸出します。
●申込期限　11月５日㈭　午後５時まで
●申込方法　申込書にご記入のうえ、Ｂ＆Ｇ海洋ｾ

ﾝﾀｰ及び市民スポｰツ課、パｰクゴ
ルフ場に申込みください。

　　　　　　※申込書は上記施設にあります。
●問 合 せ　市民スポｰツ課（☎２１-5１２9）
　　　　　　パｰクゴルフ場（☎３２-８１１８）

「かんむりだけ山市物産展」の
開催について

商工観光課（☎32-3111）

鹿児島県技能まつり
見つけよう つなげよう かごしまの〝技＂

商工観光課（☎33-5638）

第29回秋季職域ソフトボール大会
参加チーム募集

市民スポーツ課（☎21-5129）
《多目的グラウンド周辺》

《会場周辺》

第２回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）
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　12月13日㈰に開催される「いちき串木野市ふれあ
いフェスﾀ」において、農産物品評会を行います。
　対象は、市内居住者が市内で生産した農産物等です。
　農産物の管理にご留意され多数の出品をお願いし
ます。
　なお、農産物の規格等については、11月に広報い
たします。
●農産物品評会出品物搬入日時（予定）
　12月12日㈯　９:00 ～ 12:00
●場所　いちきアクアホｰル駐車場特設ﾃﾝト
※出品者には、抽選で農業器具等の景品が当たります。

　この公募展は、県民に鹿児島のみどりの素晴らし
さを写真によって再認識していただき、将来にわ
たってみどりを創造し、残していくために開催する
ものです。
●テ ー マ　鹿児島県内の森林、樹木、植物類およ

びその存する風景、情景　
●応募期間　11月１日～ 12月末日
※その他詳細については、農政課・産業経済課また

は下記へお問い合わせください。
●申込・問合せ　㈶かごしまみどりの基金
　　　　　　　　〒８9２-０８１６
　　　　　　　　鹿児島市山下町9-１5林業会館内
　　　　　　　　☎０99-２２5-１5１5

●日　時　11月14日㈯　９:30 ～ 12:00
●対　象　市内に居住または、勤務している男性
●内　容　魚のさばき方
　　　　　（持ってくる物:エプロﾝ、三角巾、容器）
●定　員　15人（※定員になり次第締切）
●受講料　無料（ただし、材料費実費負担）
●申込み　11月７日㈯までに、来館または電話で働

く女性の家へお申し込みください。

●期　　日　10月23日㈮～ 25日㈰
　　　　　　各日　10:00 ～ 17:00
●会　　場　かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ
　　　　　　（鹿児島市山下町１４-5０）
●主な催し
・住まいと建築に関するパネル、写真、模型、材料

展示
・新技術、新建材の展示
・講演会
・住まいと建築なんでも相談
・関係団体等による関連行事（作品展示・表彰式）
・親子木工教室、竹細工教室、建築ふれあい体験
●入 場 料　無料
●問 合 せ　県庁住宅政策室（☎０99-２８６-３７３８）

　鹿児島県及び社団法人鹿児島県宅地建物取引業協
会による宅地建物取引に係る無料相談が次のとおり
実施されます。
●日　　時　11月２日㈪　10:00 ～ 15:00
●会　　場　薩摩川内市 川内文化ホｰル
　　　　　　（薩摩川内市若松町3-10　薩摩川内市

役所近く）
●相談内容　・宅地や建物の取引に関すること
　　　　　　・税金に関すること
　　　　　　・相続、贈与に関すること
　　　　　　・登記に関すること      など
●相 談 員　弁護士、司法書士、税理士、土地家屋

調査士
●問 合 せ　鹿児島県土木部建築課管理係
　　　　　　☎０99-２８６-３７０７

　鹿児島県内では、８月末現在で78件の振り込め詐
欺が発生し、被害額は約１億1,500万円に及んでいます。
　なかでも有料サイトの料金未払い等を名目とした
架空請求詐欺が38件、融資保証金詐欺が30件発生し、
全体の87％を占めており、現在も頻発している状況
です。
　２つのキャッチフレーズ
・有料サイト　突然請求　無視して相談
・「融資します　その前に金送れ」は　振り込め詐欺
をしっかりおぼえて、振り込め詐欺を撲滅しましょう。
　また、身に覚えのない請求等がきたら、まず相談
しましょう。
●相談・問合せ　
　いちき串木野警察署　生活安全刑事課
　（☎３３-０１１０）

振り込め詐欺の被害防止
自治振興課（☎33-5632）

いちき串木野市ふれあいフェスタ
農産物品評会の開催

産業経済課（☎21-5122）

「’09かごしま住まいと建築展」の
開催について

都市計画課（☎21-5154）

平成21年度宅地建物取引無料相談の
実施について

都市計画課（☎21-5154）

美しい森林づくり 第４回かごしま美緑展
（鹿児島のみどり写真公募展）
農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

働く女性の家男女共同参画講座
「男の厨房」受講生募集

働く女性の家（☎32-7130）

そ　の　他

「はじむっど！ＥＣＯ通勤  つづくっど！ＥＣＯ通勤」
まずは毎週水曜日を「ノーマイカーデー」に

商工観光課（☎33-5638）
　鹿児島県では、県全体で新たにマイカｰ通勤
者を対象に、毎週水曜日に指定の公共交通機関
の運賃を半額（小人運賃相当額）に割り引く「エｺ
通勤割引パス」を発行しています。
　皆さんも週１回から取り組める

「エｺ通勤」を始めてみませんか？
●申込・問合せ　県交通政策課
　　　　　　　　☎０99-２８６-２４5７ FAX０99-２８６-55３３

http://www.pref.kagoshima.jp/infra/kotu/buss/eco-pass.html
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　去る９月15日及び16日に大阪市及び福岡県行橋市において、腐食が進んだ消火器
が破裂し受傷したと見られる事故が相次いで発生しています。
　過去においても、同じような事故が全国的に発生していますので、事業所及び家
庭内を問わず、設置してある消火器の容器やレバｰがさびていたり、安全ピﾝが壊
れているなどの古い消火器は、専門業者に点検整備や廃棄処分をお願いするなどし
て、破裂事故などに十分注意してください。

☆日常のチェックポイント☆

☆消火器の有効期限
　目安ですが、メｰカｰが示す一般的な消火器容器の耐用年数は約８年で、容器の中の薬剤は、約５年とさ
れています。
　本体等に表示されている使用期間（期限）を過信せず、腐食や異常のある消火器は専門業者に点検や取替
えをお願いしてください。

消火器の破裂事故にご注意！！
消防本部（☎32-0119）

事業主の皆様へ
ハローワーク伊集院からのお願い

　ハロｰワｰクでは、６月20日から来春の中学
校、高等学校卒業予定者の学卒求人の受付を開
始しております。

　今年の状況は、新聞等の報道にもありますよ
うに、前年比４割減とかなり厳しい状況となっ
ております。

　このような状況をふまえて、県内企業の事業
主様につきましても、来春卒業予定者の求人を
ご検討いただき、早目に学卒求人票を提出して
いただくようお願いするとともに、一人でも多
くの学生が県内で就職できるよう応募の機会を
与えていただきますようご理解とご協力をお願
いいたします。

　学卒求人についてのお問い合わせ先
　　ハロｰワｰク伊集院　☎０99-２７３-３１６１

学卒求人票の提出は早めにハローワークへ

10月の市税・介護保険料納期
税務課（☎33-5682）

市 県 民 税　　第３期

介 護 保 険 料　　第４期
11月２日

　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。

一人一人が納めれば
みんなの税が  生きてくる

（平成 20 年度「税に関する作品」から）

※消火器の購入や廃棄については、専門業者に相談してください。
　なお、専門業者名など不明な点は、消防本部（☎３２－０１１9）まで、お問い合わせください。

■安全ピン
（変形・損傷はないか、
　封印は切れてないか？）

■レバー
（変形・損傷はないか？）

■ゲージ
（圧力は正常か？）

■キャップ
（変形・ゆるみはないか？）

■本体
（変形・さびはないか？）

■ホース
（亀裂・劣化・
　ゆるみはないか？

■底部（特に溶接部）
（変形・さびはないか？）
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　市では、地域の振興と福祉の向上を目的として、川
内原子力発電所から概ね10㎞の圏域にある羽島・土
川・荒川地区内において、一般電気事業者から電気の
供給を受けている世帯並びに事業所を対象に、従来
の国（県）が交付している原子力発電施設周辺地域給
付金に加算する形で、加算給付金を交付いたします。
【加算給付金の内容】
１．加算給付金の交付対象
○羽島・土川・荒川地区内において、一般電気事業

者（九州電力㈱）から、給付基準日に電気の供給
を受けている電灯需要家及び電力需要家

○電灯需要家:一般家庭など従量電灯、農事用電灯
（供給約款附則に定める農事用に係
る需要を含む）、時間帯別電灯（８
時間型・10時間型）、季時別電灯の
電気の供給を受けているもの

○電力需要家:事業所など深夜電力を除く各契約種
別（低圧・高圧・特別高圧）の電気
の供給を受けているもの

２．給付基準日　平成21年10月１日
３．加算給付金額
○電灯需要家:電灯契約（農事用を除く）１口当た

りの給付金額（年額3,000円）
○電力需要家:電力契約（農事用を除く）契約電力

１kW当たりの給付金額（年額756円）
○農事用契約:基準日の属する月の前12月の使用実

績に基づき、上記単価を月按分（単
価×使用月数／ 12カ月）した金額

４．交付の時期及び交付の方法
　加算給付金は、年１回、11月下旬から12月下旬に
かけて交付します。加算給付金の交付については、
㈶電源地域振興ｾﾝﾀｰの委託を受けた九州電力㈱
が給付の手続きを行うこととなっており、給付対象
者に対して事前に「いちき串木野市加算給付金振込
のお知らせ」の通知があります。
　交付の方法は、基本的に口座振込により交付します
が、九州電力㈱に電気料金を口座振替で支払っている
方はその預金口座に、また電気料金をその他の方法で
支払っている方は、あらかじめ九州電力㈱へ申出を
行った預金口座若しくは郵便為替により交付します。
　なお、加算給付金の対象でありながら、加算給付
金の振込通知及び交付の期間内に加算給付金の交付
がなかった方は、下記までお問い合わせください。
５．問合せ　企画課　企画調整係（串木野庁舎）

○鹿児島県最低賃金は県下の全ての労働者に適用さ
れます。ただし、別に定める特定最低賃金（産業
別最低賃金）の産業に該当する場合は、当該最低
賃金も適用されます。（※）

○最低賃金は、臨時、パｰト、アルバイトなどすべて
の労働者に適用され、使用者は労働者に対して最低
賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

○最低賃金には次の賃金は算入されません。
　⑴臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　⑵一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　⑶時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
　⑷精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※以下の産業は特定最低賃金（産業別最低賃金）が

適用されます。（現在の額は次のとおりですが、
今後の金額については審議中です。）

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業:時間額685円

・百貨店、総合スｰパｰ:時間額665円
・自動車（新車）小売業:時間額692円
【問合せ】　鹿児島労働局　賃金室　☎０99-２２３-８２７８
　　　　　鹿児島労働基準監督署　☎０99-２１４-9１７5

　労働力調査は、我が国の失業率や雇用の実態を明
らかにする重要な統計調査で、総務省統計局が都道
府県を通じて毎月実施しています。
　対象は、統計理論に従って無作為に選ばれた世帯の
15歳以上の方です。調査対象に選定された皆様のお宅
に統計調査員が伺った際には、ご協力をお願いします。
●問合せ
　県庁統計課人口労働統計係（☎０99-２８６-２４８２）

　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によ
り、定年の定めのある事業所は平成24年度末までに
労働者の定年を段階的に65歳へ引き上げることとさ
れていますが、さらに高年齢者の雇用機会の創出を
図る中小企業に対して、（独）高齢・障害者雇用支援
機構では、各種給付制度を準備しております。
①中小企業定年引上げ等奨励金
　　65歳以上への定年引上げや定年の廃止、希望者

全員を対象とした70歳以上までの継続雇用制度導
入などを導入した中小企業事業者に対して、一定
額が支給されます。
②高年齢者雇用モデル企業助成金
　　高年齢者の積極的な活用をする事業所が、他の事

業所のモデルとなるような取り組みを行なう場合
（例:新たな事業分野への進出、高年齢者の作業効
率を高めるための機械設備の導入、照明や室温など
作業環境の改善、高年齢者の賃金や雇用形態など処
遇改善の取り組みなど）、費用の一部について助成
されます。
③高齢者等共同就業機会創出助成金
　　45歳以上の高年齢者等３人以上が共同で事業主

となり、事業を開始し、労働者を雇い入れ継続的
な就業機会を創出した場合、事業開始に要した費
用の一部が助成されます。

【問合せ】　㈶鹿児島県雇用支援協会
　　　　　鹿児島市山之口町１-１０☎０99-２１9-２０００

原子力発電施設周辺地域加算給付金
の交付について

企画課（☎33-5634）

鹿児島県最低賃金が時間額630円に!
～鹿児島県最低賃金が平成21年10月14日より

時間額630円に改正されました～

商工観光課（☎33-5638）

労働力調査にご協力ください
企画課（☎33-5672）

高齢者等の雇用促進のための給付金制度について
商工観光課（☎33－5638）

鹿児島県最低賃金 

（地域別最低賃金）

最低賃金額 効力発生日時間額

630円 平成21年
10月14日

26



11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。

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

６日 13日 20日 27日

串木野高齢者
福祉ｾﾝﾀｰ

9:00

～

12:00

生 活・ 福 祉 ○ ○ ○ ○ 心配ごと相談員児 童 相 談
健康・介護相談 ― ○ ― ― 看護師経験者
年 金・ 保 険 ○ ― ○ ○ 社会保険労務士交通事故相談
財産・登記相談 ○ ― ○ ○ 司 法 書 士

行 政 書 士
税金・経営相談 ― ○ ― ― 税 理 士

法 律 相 談 ― ○ ― ― 弁 護 士

市 来 高 齢 者
福祉ｾﾝﾀｰ
１０：００～１２：００

生活・福祉相談
10日 17日 24日 ―

心配ごと相談員火 火 火 ―
○ ○ ○ ―

移動図書館車巡回日程
文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター 

【11 月の移動図書館車巡回案内】
コース 巡回日 コース 巡回日

１ｺｰス 11月６日（金） ６ｺｰス 11月12日（木）
２ｺｰス 11月４日（水） ７ｺｰス 11月17日（火）
３ｺｰス 11月５日（木） ８ｺｰス 11月18日（水）
４ｺｰス 11月10日（火） ９ｺｰス 11月19日（木）
５ｺｰス 11月11日（水） 10 ｺｰス 11月20日（金）

※詳しくは市立図書館（☎ ３３-5６55）へお尋ねください。

お　く　や　み　（９月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公民館 喪　主

柏　原　勝　己 51 田 中 中 村 柏原　裕子

所　嵜　ユ　キ 83 照 島 下 所嵜　重幸

松　藤　新一郎 81 曙 町 松藤　朝子

岡　田　ナ　ツ 89 坂 下 岡田　利行

永　井　ト　ﾐ 99 須 賀 永井　　等

東　　　和　輝 67 島 平 上 東　トﾐ子

佐々原　キクエ 100 旭 町 尾﨑サエ子

池　田　芳　子 66 木 場 池田　幸雄

南　田　実　雄 61 緑 町 南田　茂子

久　保　　　進 77 市 口 久保　久子

玉　川　一　男 90 酔 之 尾 玉川　慶子

前　田　ナ　ﾐ 83 内 門 前田　和德

　原　章　吾 96 浜 町 萩原　弘一

久　保　　　信 80 野 中 栫 久保　正守

宮　内　キ　ﾐ 92 宇 都 宮内　　勉

松　岡　正　義 86 浜 ヶ 城 松岡シヅノ

塚　田　　  操 87 本 浦 東 塚田イマ子

（届け出人が同意し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
した方々については、「いちき串木野市社協だより」に掲
載します。

※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人）　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。

☆むし歯 0
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　９月３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。

　中夷　快斗くん　　・　栗元　爽羽ちゃん
　漆島　華乃ちゃん　・　羽根田唯生ちゃん
　鬼塚貴一郎くん

　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、家族皆
で歯の健康づくりに取り組みましょう。

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｡
コース サービスステーション （予定時刻）

１ｺｰス ・土川小学校（13:10～14:00）

２ｺｰス
・東塩田 ＪＡ駐車場 （12:30～13:00）
・旭小学校･旭幼稚園（13:10～14:20）
・薩摩金山蔵駐車場 （14:30～14:50）
・麓 八久保公園 （15:00～15:30）

３ｺｰス
・冠岳小学校 （13:10～14:00）
・ウッドﾀウﾝ集会室前 （14:20～15:00）
・酔之尾 潟山アパｰト駐車場（15:20～15:40）
・ひばりが丘団地 （15:50～16:30）

４ｺｰス
・荒川小学校 （13:10～14:00）
・平江公民館東（14:20～14:50）
・浜ヶ城 旧南商店隣 （15:00～15:20）

５ｺｰス
・羽島小学校 （13:10～14:00）
・浜町市場通り会無料駐車場（14:40～15:10）
・塩田団地 （15:20～16:00）

６ｺｰス
・生福小学校 （13:10～14:00）
・雇用促進住宅 （14:50～15:20）
・袴田東（15:30～16:00）

７ｺｰス ・羽島中学校 （13:10～14:00）

８ｺｰス
・川上小学校 （13:10～14:00）
・中組集落ｾﾝﾀｰ （14:10～14:40）
・迫田前県営住宅 （15:00～15:30）
・川南地区広報研修館 （15:40～16:00）

９ｺｰス
・串木野西中学校 （13:10～14:00）
・恵比須県営住宅 （14:20～14:50）
・佐保井住宅 （15:00～15:20）
・迫公民館 （15:30～15:50）

10ｺｰス ・生冠中学校 （13:10～14:00）
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かわい
い天使たち

「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。

発行：いちき串木野市役所 企画課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
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ﾎｰﾑペｰジ：http//www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携帯用:http//www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
E-mail:info@city.ichikikushikino.lg.jp

（８月届出分）

子どもの名前 保護者（連名有り） 住　所

蛯　原　万
ま り か

梨香 隆　志 中　向

岩　間　涼
りょう

　希
き

泰　憲 上　名

黒　木　陽
ひ か る

光 崇一郎・智　子 駅　前

か

寺崎　海
かいせい

生くん
（駅　前）

お姉ちゃんと仲良く
元気に大きくなぁれ♡

父：純庸さん・母：里美さん

平　瑚
こ と ね

渚音ちゃん
（八　房）

お兄ちゃんの様に元気で
大きくなってね

父：孝志さん・母：めぐみさん

木塲　亮
りょうた

太くん
（小　瀬）

スクスク元気に育ってね。
父：英朗さん・母：知代子さん

山口　ゆづきちゃん
（西塩田町）
ゆづきちゃん、

パパとママの宝物です。
父：孝さん・母：ひとみさん

森　丈
じょうじ

侍くん
（本浜町）

我が家の宝物です。元気に育ってね。
父：拓也さん・母：麻衣美さん

上夷　憐
れん

くん
（石川山）

広い大きな心で、これからの世界に
はばたいてね。

父：宏明さん・母：美穂さん

萩木場　夏
な つ り

梨ちゃん
（羽　島）

お兄ちゃんと仲良く元気に育ってね！
父：操さん・母：恵さん

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）
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