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　また、本格的なインフルエンザシーズンを前にし
て、低所得世帯の無料接種に加え、市独自施策とし
て、１歳から高校生までについては予防接種の半額
相当分を補助するなど、新型インフルエンザ対策に
努めてきたところであります。
　昨年は、衆議院議員選挙により政権交代も行われ
ました。今後の景気回復には国の強力な経済対策の
実施が重要になりますが、市としても、国、県と連
携を図りながら効果的な施策実施に努め、本市経済
の活性化に取り組んで参りたいと考えております。
　スポーツでは、多くの明るい話題がありました。
神村学園が、春の選抜甲子園や全国サッカー選手権
に出場し、都大路の女子駅伝では４位入賞、中等部
女子ソフトボール部は史上初の全国４連覇を達成す
るなど、本市の名を全国に広めるとともに、私たち
に夢とさわやかな感動を与えてくれました。ほかに
もレスリングや弓道、陸上など様々な競技において、
市民の皆様が全国レベルの活躍をされ、誠に喜ばし
いことでした。

　新しい年を迎え、市民のため、市勢発展の取組を
新たな気持ちで進めます。
　平成22年は、これまでの諸施策の成果も踏まえつ
つ、総合計画に掲げる

○住民と行政とのパートナーシップによる
　『共生・協働のまちづくり』

○健康で文化的な生活を営める
　『元気で安心できるまちづくり』

　市民の皆様、新年あけましておめでとうございます。
　希望に満ちた輝かしい平成22年の新春を、健やか
にお迎えのことと心からお慶び申し上げます。旧年
中は、市政各方面にわたりまして、市民の皆様の深
いご理解と温かいご協力をいただき、誠にありがと
うございました。
　私、昨年11月の市長選挙におきまして、各方面の
力強いご支援により、当選の栄に浴し、引き続き二
期目のいちき串木野市政の舵取り役を担うこととな
り、その責任の重大さに身の引き締まる思いがいた
しております。
　合併直後の４年間は、合併効果を生み出すととも
に、基本的には両地域の協調と融和、一体性の醸成
を最大の理念として掲げ、新市の基礎づくりに取り
組んで参りましたが、これからの４年間は、これま
でに積み上げた礎の上に、市民の皆様が安心して豊
かに暮らせるための諸施策に取り組み、夢と希望を
持って躍動するまちづくり、住んでよかったと誇り
を持って暮らせるまちづくりに全身全霊を込めて参
る所存であります。
　昨年を振り返りますと、一昨年の秋以来、世界的
な不況に見舞われた経済については、一部に持ち直
しの動きはみられるといわれるものの、依然として
厳しい状況が続き、また、新型インフルエンザの世
界的な流行などにより日常生活にも、大きな不安を
もたらした一年でありました。
　このような中、本市においては、景気対策として、
商工会議所及び商工会の皆様方のお力添えのもとに
プレミアム付商品券を販売することができました。

新年のあいさつ
いちき串木野市長　田　畑　誠　一

▲プレミアム付き商品券販売風景

▲神村学園高等部男子サッカー部及び女子駅伝部壮行会
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改革大綱」を平成22年度中に策定し、さらに行財政
改革を進めていくことにしております。
　子育て支援の充実については、今年４月からすべ
ての就学前児童の乳幼児医療費を無料化することに
いたしました。今後、子育て世代及び若者の住環境
の整備を進めるとともに、定住を促進するため、定
住促進補助制度のＰＲなどに努め、定住人口の増加
を図って参ります。
　串木野駅と市来駅の間に設置される神村学園前駅
については、神村学園が鉄道施設部分の整備費を負
担する民活方式により、今年３月13日の開業に向け
着々と工事が進められており、市においても駅前広
場の整備を進めております。新駅設置により、交通
利便性の向上などが図られることから、定住促進な
ど本市の新たなまちづくりに取り組んで参ります。
　レアメタル（希少な金属）の国家備蓄基地の誘致
については、本市が良好な港を有し、交通アクセス
も良いなど立地に適しており、今後の串木野新港の
利用促進や開港指定、関連企業の誘致などを考える
うえにおいて、非常に有益であることから、その実
現に努めて参ります。
　その他、昨年は、市政報告会を市内17地区で開催
し、市民の皆様の建設的なご提言やご意見をいただ
きました。今後、これらのご提言等は、これからの
市政に活かして参ります。

　なお、平成21年度に実施しました事業の成果につ
きましては、年度末の広報いちき串木野３月号にお
いて報告することにしております。
　市民の皆様におかれましては、本年も市政に対し
まして、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上
げますとともに皆様のますますのご健勝とご多幸を
祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する
　『活力ある産業のまちづくり』

○利便性が高く美しいまちを創造する
　『快適な環境のまちづくり』

の４つの柱に沿って、創意と工夫を凝らし、行財政
改革を積極的に進めながら、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」
を目指し、施策を展開して参ります。
　主なものを紹介しますと、食のまちづくりについ
ては、昨年、「いちき串木野市食のまちづくり条例」
を制定したところであり、今後、この条例に基づき、
施策を総合的かつ計画的に推進するための「食のま
ちづくり基本計画」を策定し、具体的な施策、事業
を推進するとともに、農林、水産、商工業など幅広
い団体の皆様と十分協議調整を行ったうえで、食の
シンボルとなる拠点施設の整備にも取り組みたいと
考えております。

　行財政改革については、行政改革大綱及び財政健
全化計画に基づく財政運営を推進し、市長として自
らが先頭に立ち、行財政改革に精力的に取り組んで
いるところであります。平成20年度は、職員等の削
減や市長等特別職の給料、議員報酬の削減、物件費
の削減、歳入の確保等に努めたことで、５億3,787
万円の効果を上げました。平成21年度からは、職員
給料の３～５％のカットも行っております。指定管
理者制度については、昨年12月末現在、全体計画88
施設のうち77施設において導入いたしました。
　これらの改革を停滞させることなく、効率的で効
果的な行政運営を行い、無駄のないスリムで持続可
能な財政基盤を構築するため、新たに、推進期間を
平成23年度から27年度までの５年間とする「新行政

▲食のまちづくり検討委員会提言書提出

▲市政報告会

3



３月１３日（土）に開業決定

　串木野駅と市来駅の間に建設中の新駅が、「神村学園前駅」として今年３月13日（土）に開業する
ことが決まりました。
　この新駅は、ホームなど鉄道施設の建設費を神村学園が負担し、市が駅前広場などを整備する民活
方式で設置されるもので、市ではこの駅を活かし、周辺地域の開発の促進、都市機能の強化による利
便性の高いまちづくりを進め、地域の活性化につなげていきます。

ＪＲ鹿児島本線「神村学園前駅」

※図は駅のイメージです。

▲開業に向け整備が進むホーム・広場

駅　　名 　神村学園前（かみむらがくえんまえ）駅
位　　置 　鹿児島本線串木野～市来間
駅 体 制 　無人駅
停車本数 　上下６４本（上り３２本、下り３２本）

※なお、平成22年３月13日（土）から、一部の列車
の時刻が修正されます。

平成２年６月　市議会で設置検討を表明しＪＲ九州に要望
平成1６年10月　新市まちづくり計画への位置づけ
平成18年1２月　第一次市総合計画への位置づけ
平成18年1２月　市がＪＲ九州へ設置要望
平成19年６月　神村学園が市議会へ設置陳情
平成２0年２月　照島地区公民館が市議会へ設置陳情
　　　　９月　市議会で陳情が採択
　　　　10月　調査設計予算が可決
平成２1年３月　駅前広場整備予算が可決
　　　　７月　九州運輸局が駅設置認可
　　　　８月　ＪＲ九州が鉄道施設工事着手
　　　　10月　市が駅前広場事業着手

駅　　概　　要

これまでの歩み

鉄　道　施　設
施設概要

・１面１線（上り下り兼用）
・ホーム　延長8５ｍ（４両対応）
　うち４0ｍは屋根付きホーム、幅４ｍ
　４５ｍは幅２．５ｍ　
・駅前広場への連絡通路
・自動きっぷ売場、時刻表、ベンチなど

施 工 者 　九州旅客鉄道株式会社
事 業 費 　約１億４千万円
費用負担 　神村学園が負担

4



整備財源について

　市では、駅の開業にむけて、市民及び利用者
の利便性の向上を図るために、駅前広場の整備
を進めています。

借金返済の70％は、国が交付税で補てん
しますので、市の実質負担は約2,000万円
になります。

◆◆維持管理経費◆◆
駅前広場の維持管理は、施設を整備する市で行います。
無人駅となりますが、バリアフリー対応のためのエレベーターを設置することとしており、そ
の他公衆用トイレの光熱水費などの経費も含めて、現段階で年間約150万円が見込まれます。

　駅の開業は、交通利便性の向上を図るとともに、まちの発展の弾みとなります。
　将来のまちづくりのための投資となる新駅設置と新駅周辺整備に、市民の皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。

返済額（利子を含む） 　　国の補てん額
約6,700万円　　－　約4,700万円

＝約2,000万円

事　業　費 財源内訳

駅　前　広　場

施設概要

・停車帯４台分（障害者等１台を含む）
・駐輪場約４0台
・エレベーター１基（１１人乗り）
・公衆用トイレ（男女・多目的トイレ）
・階段、照明、ベンチ、案内板など
　※昨年の広報内容から、階段、待合所、国道から

の入口などについて見直しをしました。

施 工 者 　いちき串木野市
事 業 費 　1億2,345万円（予算額）

　　　　　　（※本市の実質財政負担
　　　　　　　　　　　約２,３00万円）

県が
全額負担

市が借金

市税など

駅前広場
などの
工事費

6,500万円

駅前広場
などの

土地購入費
5,845万円

県の補助金
（特例交付金）

6,500万円

市の借金
（合併特例債）

5,550万円

295万円

21年度の市の負担

事業費：１憶２，３４５万円（予算額）

市の借金返済を含めた実質の負担額は

295万円＋約2,000万円＝約2,300万円

になります。
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新型インフルエンザワクチン予防接種について
串木野健康増進センター（☎33-3450）

ワクチン接種について

新型インフルエンザ感染者に対するワクチン接種について

医療機関に持参するもの　　　　　※予診票は各医療機関にあります。

優先接種対象者ごとの接種スケジュール　　　　　　【12月16日現在】

　感染による死亡者や重症者をできる限り減らすことを目的に、国は対象者ごとに接種開始時期を決め、順
次接種しております。ワクチン接種は多くの方に重症化予防というメリットをもたらしますが、接種後に腫
れや発熱、あるいはごくまれなケースですが、重い症状を引き起こすこともあります。これらについて十分
ご理解いただいたうえで、個人の判断（任意）により接種をうけてください。

　基本的に新型インフルエンザに既に感染した方については、免疫が獲得されているため、ワクチンの接種
を受ける必要はないと考えられます。
　また、現在、厚生労働省が行っている調査監視によると、現在、国民が罹患しているインフルエンザの大
部分は新型インフルエンザウイルスによるものです。
　このため、昨年の夏以降、A型のインフルエンザと診断された方については、新型インフルエンザに既に
感染した可能性が高いと考えられます。なお、ＰＣＲ検査により新型インフルエンザに罹患したことが確定
した方については、ワクチン接種は必要ないと考えられます。
　Ａ型のインフルエンザに罹患したと考えられる方が、ワクチンの接種を希望する場合には、上記のことを
ご理解いただいたうえで、接種の必要性についてかかりつけ医など医師とご相談ください。

予防接種を受ける際に、次のものが必要となります。
①接種料金（全国一律：下記のとおり）　　②優先接種者であることが確認できる証明書【上記参照】
　　　（同じ医療機関で接種した場合）　１回目：３，６００円、２回目：２，５５０円 合計６，１５０円
　　　（異なる医療機関で接種した場合）それぞれ３，６００円 合計７，２００円

　スケジュールは対象者とワクチンの供給量との関係から変更になる場合がありますのでご了承ください。

接種スケジュール 対象者 接種
回数 窓口で証明する物

実施中～

妊婦 
１回

「母子健康手帳」
※基礎疾患（最優先）

※主治医が判断します。「かかりつけ医」以外で接種す
る場合は「優先接種対象者証明書」が必要となります。基礎疾患（１歳～小学３年生） ２回

基礎疾患（その他） １回
小児（１歳から就学前）

２回
「母子健康手帳」、「住民票」、「被保険者証」等小学校１～３年生

１歳未満児等の保護者 １回
小学校４～６年生 ２回

「被保険者証」、「学生証」、「住民票」等1月5日～

中学生
（中学１年生に相当する者で

あっても接種時に13歳に
な っ て い な い 者 に つ い て
は、２回接種となります）

１回

1月１9日～ 高校生
2月中旬～ 高齢者 １回 「被保険者証」、「住民票」、「運転免許証」等

●基礎疾患を有する者とは（ ９疾患 ）※基準を参考に主治医が適切と判断した者になります。

①慢性呼吸器疾患、②慢性心疾患、③慢性腎疾患、④慢性肝疾患、⑤神経疾患・神経筋疾患、⑥血液疾患、
⑦糖尿病、⑧疾病や治療に伴う免疫抑制状態（悪性腫瘍、関節リウマチ・膠原病、内分泌疾患、消化器疾患、ＨＩＶ
感染症等を含む）、⑨小児科領域の慢性疾患
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費用負担軽減について

接種場所について　　　　　　　　　※　必ず事前にお問い合わせください。

　下記の方を対象者に新型インフルエンザ予防接種の実施に伴う接種費用の負担軽減を行います。

　下記の医療機関で受けられますが、原則として「かかりつけ医」で行います。【予約制となります】
基礎疾患を有する方が、「かかりつけ医」以外の医療機関で接種する場合には「かかりつけ医」が発行する
【優先接種証明書】が必要になります。(市外の医療機関でも接種可能です）

　生活保護世帯、非課税世帯の方の接種料は全額免除されますので、下記の場所で発行される証明書（無料）
を接種の際、医療機関へ提出してください。

　上記の方で11月20日以前に接種された方、または市外の医療機関で接種された方については、下記の場所
で償還払い（払戻し）の申請を行ってください。

対　象　者
接種免除額 自己負担額

１回目 ２回目 １回目 ２回目

①生活保護世帯・非課税世帯 3,600円 2,550円 無し

②１歳から12歳以下の者 【課税世帯】　 1,600円 1,550円 2,000円 1,000円（注）

③13歳以上※高校３年生以下の者 【課税世帯】　 1,600円 － 2,000円 －

※高校３年生以下とは・・・平成３年４月２日以降に生まれた者。
（注）２回目を１回目と異なる医療機関で接種した場合、自己負担額は2,050円となります。

対象者 証明書 担当課 電話番号 申請に必要なもの

生活保護世帯 資力証明書 串木野庁舎 福祉課
市来庁舎 健康福祉課

33-5620
21-5117 印鑑

非課税世帯 非課税証明書
串木野庁舎 税務課
市来庁舎 市民課
羽島出張所

33-5682
21-5116
35-0014

窓口に来られる方の身分証明書等
「運転免許証等」

償還払い申請場所 健康増進課（串木野庁舎）、串木野健康増進センター、健康福祉課（市来庁舎）

必要書類等 ①領収書、②接種済証（幼児は母子手帳への記録で可）、③口座番号の控え、④印鑑

※ 「生活保護世帯･非課税世帯」の方は、上記に併せて資力証明書（生活保護世帯）、非課税証明書（非課税世
帯）が必要になります。

医療機関 住所 電話番号 医療機関 住所 電話番号

市来内科 大里3869 ３６-５０００ 野辺ひふ科クリニック 昭和通34 ３３-０２５０

いとう耳鼻咽喉科 曙町95 ３３-３３８７ 花牟禮病院 元町190 ３２-３２８１

えんでん内科クリニック 東塩田町35 ３２-７０００ 春田リハビリテーション病院 京町57-1 ３２-２２００

金子病院 下名6002 ３３-００１１ 冨宿医院 塩屋町100-1 ３２-３０２４

京町内科・脳神経クリニック 京町43 ３２-２８５５ 藤井クリニック 春日町106-1 ３２-８０００

串木野内科・循環器科 中尾町72 ３３-２２１１ ふくもと整形外科・内科クリニック 春日町8 ３２-４１４５

くしきの宮崎小児科 昭和通134-4 ３２-１１６６ 牧野医院 羽島3554 ３５-００１７

久米クリニック 曙町25 ３２-７６６３ 丸田病院 旭町83 ３２-２２６３

知花内科 日出町69 ３２-８１５１ 宮之原循環器クリニック 春日町60 ３２-３２４１

新山内科医院 大里3933 ３６-２２５５ （5０音順）
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　「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、串木野健康増進センターの保
健師が、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をお手伝いします。
　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　１月19日㈫　13：30 ～
　　　　　　串木野健康増進センター
　　・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
●申し込み　先着10人
　（いちき串木野市在住で、40歳～ 64歳までの方）
　１月14日㈭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。

　勤労青少年ホームでの講座・クラブ活動で学習し
た日頃の成果を展示・実演等で発表するホーム祭を
開催します。
　市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています。
●日　時　１月17日㈰　10：00 ～ 15：00
●場　所　勤労青少年ホーム
　　　　　（南九州自動車道串木野インターチェン

ジ近く）
●入場料　無料
●内　容
　　ホーム講座の紹介
　　　お茶会・喫茶（珈琲＆お菓子）・

活動写真展示・エアロビクスの
実演＆体験・バドミントンの実
演＆体験

　　　（珈琲の試飲、お菓子の試食、
お茶会の無料体験、料理講座に
よる豚汁の振る舞いがあります。

　　　バドミントン、エアロビクスを体験される方
はシューズをご持参ください。）

●問合せ　勤労青少年ホーム（☎32－8770）

おしらせ版
保健・募集・催し

ホーム祭の開催
商工観光課（☎３３－５６３８）

～たばこをやめたいと思っている方へ～
禁煙教室のご案内
串木野健康増進センター（☎３３－３４５０）

平成22年度学校給食用物資の
納入希望者の受付

学校給食センター（☎３３－０２３9）・（☎３６－２１４２）

羽島地域ブロードバンド(インターネット)
申込受付・相談会開催のお知らせ

総務課（☎３３-５６３３）

　いちき串木野市学校給食会では、平成22年度の給
食物資の納入を希望する業者の指定願申請を受け付
けます。
　今回から、市来学校給食センター物資も含めて受
け付けますので、説明会を行います。
●説 明 会　１月15日㈮　14：00 ～
　　　　　　串木野学校給食センター２階会議室
●受付期限　１月29日㈮　17：00まで
●申 込 み　いちき串木野市学校給食会
　　　　　　（串木野学校給食センターまたは市来学

校給食センター）
●資　　格
　⑴原則として市内に営業所があること
　⑵引続き１年以上同種の営業を継続していること
　⑶衛生管理の徹底を図っていること
　⑷年１回以上の検便（大腸菌O157・赤痢菌・サ

ルモネラ菌等）を実施していること
　⑸市税の納期到来分までを完納していること
　⑹学校給食用物資納入業者指定選定基準を満たし

ていること
※この指定有効期間は１年間ですので、引き続き希

望される業者も新たに申請してください。
●問 合 せ　串木野学校給食センター
　　　　　　市来学校給食センター

　学校給食は、児童・生徒の心身の発達や望ましい
食習慣の形成を大きな目標にしています。
　この学校給食展は、学校給食の献立や資料の展示
等を行うことにより、家庭を中心とした地域社会の
学校給食への理解と関心を深め、食生活の見直し改
善等に役立てようとするものです。
●日　時　１月23日㈯　９：30 ～ 16：00
●場　所　だいわ串木野店
●テーマ　「健康は、子どもの頃の食事から」

　今年２月下旬（予定）の羽島地域におけるブロー
ドバンドインターネット開始に向け、無料体験会や
申込受付・相談会を次のとおり開催いたします。
　利用を希望される方は、ぜひご参加ください。
●オリジナルカレンダー作成教室（参加費無料）
　１月16日㈯ 10:00 ～ 16:00　羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
　１月17日㈰ 10:00 ～ 16:00　土川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
●申込受付・相談会
　１月21日㈭ 19:30 ～ 21:00　羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
　１月24日㈰ 10:00 ～ 16:00　羽島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
●問合せ  総務課　情報政策係

いちき串木野市「学校給食展」開催
学校給食センター（☎３３－０２３9）・（☎３６－２１４２）
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●開 催 日　１月24日㈰
●開催場所及び時間　
　　薩摩川内市すこやかふれあいプラザ２階会議室
　　10：30 ～ 16：00
　　（ただし、最終受付は15時30分まで）
●相談の内容
　⑴登記
　　　土地・建物の売買、相続等、土地の境界問題、

その他不動産登記関係全般
　　　会社・法人の設立・役員変更等の会社・法人

登記関係全般
　⑵戸籍・国籍
　　　出生・婚姻・養子縁組、成年後見、帰化・国

籍取得等の問題
　⑶供託
　　　土地建物の地代家賃の弁済のためにする供

託、裁判上の保証供託等の担保提供のために
する供託等の供託全般

　⑷人権
　　　遺言、いじめ、差別、家庭内暴力、家族間の

問題等の人権問題全般　
●相 談 員　鹿児島地方法務局川内支局職員
●予 約 等　予約不要、相談料無料、秘密厳守
●問 合 せ　鹿児島地方法務局川内支局 ☎22－2300

「法務局サンデー相談所」
開設のお知らせ

市民課（☎３３－５６１１）

第２回就業支援パソコン講座
受講生募集

働く女性の家（☎３２－７１３０）

地域密着型サービス事業者募集のお知らせ
健康増進課（☎３３-５６７３）

旭町中央通り緑化事業の実施について
商工観光課（☎２１－３３-５６３８）

　いちき串木野市では第４期介護保険事業計画に定
められた整備枠の中で小規模多機能型居宅介護（予
防）の基盤整備を推進することとしております。
　平成22年度、23年度中に開設を希望される法人は
健康増進課介護保険係（串木野庁舎）へお問い合わ
せください。
●問合せ期限　１月20日㈬厳守

　旭町中央通り会では、本年度、
通りに緑を増やそうと、緑化事
業を実施されました。
　1月15日までは、樹木等にイル
ミネーションも飾られています。

　就業支援の一環としてパソコン講座生を募集します。

○場　所　働く女性の家
○対　象　市内に居住または勤務する方で、就業の

ため、または仕事で使いたい方。
　　　　　（女性優先で男性の受講も可）
※Excel初級はパソコンの基本操作、文字入力がで

きる方が対象です。
○期　間　２月２日～３月５日　　毎週火・金曜日
○回　数　各10回
○定　員　各10人
○受講料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担）
○申込方法　往復はがきに次の必要事項を記入して１

月20日㈬までに必着するようにお申し込
みください。

　①講座名　　②〒・住所　　③氏名　　④年齢
　⑤電話番号　⑥職業　　⑦受講動機
　⑧託児の有無（昼間の講座のみ託児をします。

満２歳以上～未就学児）
　⑨パソコン持参の有無
　⑩テキスト注文の有無〈マイクロソフト2000　

Word初級・Excel初級（FOM出版）を使い
ます。2,100円〉

※後日、返信用はがきで結果を通知します。
○申込・問合せ　いちき串木野市働く女性の家
　　　　　　　　〒896－0035いちき串木野市新生町183

2010年世界農林業センサスが
実施されます

企画課（☎３３－５６７２）
　農林水産省では、平成22年２月１日
現在で、「2010年世界農林業センサス」
を実施します。
　この調査は、我が国の農林業・農山
村地域の実態を明らかにし、今後の農
林業の政策に役立てるための極めて大
切な調査です。
　１月中旬から調査員が農林業関係者
の方々を訪問して、調査票に農林業の
経営状況などの記入を依頼しますので
ご協力をお願いします。

講座名 時　間 内　　容

Word初級 10:00～12:00 入力基本操作・文書作成

Excel初級 19:00～21:00 表・グラフ・データベース

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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●年金所得者の確定申告記載相談会
　　※公的年金等のみで確定申告が必要な方

※当日は混雑が予想されますので、なるべく対象地
区の日にご来場ください。

●串木野地域出張申告受付

※市来地域の出張申告受付の日程については、申告
書の配付時に日程表を同封します。

※平成22年度の市県民税等申告書は、１月20日に発
送します。

※国民健康保険税及び介護保険料・長寿（後期高齢
者）医療保険料の納入証明書は、社会保険料控除
額証明書として、市県民税等申告書の封筒にハガ
キを同封します。

所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税・
介護保険料・長寿（後期高齢者）医療保険料の申告受付

税務課（☎３３－５６１６）

日　　時 対象地区 場　所
1月27日 

㈬

9：00～
　12：00 

13：00～
　16：00

冠岳、生福、
上名、大原

串木野庁舎 
地下 

大会議室

1月28日 
㈭ 本浦、照島

1月29日 
㈮

中央、野平、
旭、荒川、
羽島、土川

2月1日 
㈪

市来地域 
全域

市来庁舎 
３階会議室

日　　時 場　　　所
2月2日 

㈫
9：30～ 
　16：00

冠岳コミュニティセンター 
生福コミュニティセンター

2月3日 
㈬

9：30～ 
　16：00

旭コミュニティセンター 
荒川コミュニティセンター

2月4日 
㈭

9：30～ 
　16：00 羽島コミュニティセンター

2月5日 
㈮

9：30～ 
　16：00 羽島コミュニティセンター

13：30～ 
　15：30 土川コミュニティセンター

いちき串木野市土地改良区の設立について
農政課（☎３３－５６３６）

「１１０番の日」について
自治振興課（☎３３-５６３２）

　土地改良区の新設合併により、川北土地改良区、
川上土地改良区、羽島土地改良区及び生冠土地改良
区が解散し、平成21年12月７日付けで、いちき串木
野市土地改良区が設立されました。

　毎年１月１0日は「１１0番の日」です。
　事件・事故を早く解決するため、皆さんからの「迅
速」、「正確」な１１0番通報が必要です。落ち着いて
通報してください。
　１１0番では、次のようなことをお聞きします。

　①　何がありましたか
　②　いつですか
　③　場所はどこですか
　④　あなたの住所、お名前、電話番号
　
　さらに逃げた車のナンバー、車種、逃走方向など
通報していただくと、ひき逃げ事件などの早期解決
につながります。
※いたずら電話は、緊急な事件・事故の受理を遅ら

せることになりますので絶対にやめましょう。
※事件、事故以外の相談は、いちき串木野警察署の

相談窓口や警察総合相談電話「＃9110」をご利用
ください。

●問合せ先    いちき串木野警察署　☎33-0110

※税務署による確定申告記載相談会は今回から
開催されませんので、土地・株式等に係る譲
渡所得などのある方は、直接税務署で申告し
てください。

年金相談所を開設
串木野庁舎市民課（☎３３－５６１２）・市来庁舎市民課（☎２１－５１１４）

●日　時　１月20日㈬　10：00 ～ 15：00
●場　所　市中央公民館　２階小会議室
●相談員　川内年金事務所職員
※国民年金についてわからないこと、過去に厚生年

金・船員保険などに加入されていた方もご相談く
ださい。

公共下水道事業認可計画変更（案）の縦覧
上下水道課（☎２１－５１５８）

　いちき串木野市では公共下水道事業の認可計画変
更を進めています。
　この計画案についての縦覧を次のとおり行ないます。
●期　　間　１月６日㈬～１月19日㈫
●場　　所　土木課分室係（串木野庁舎）
　　　　　　上下水道課下水建設係（市来庁舎）
●変更内容

※今回、区域の変更は行ないません。
　ご不明な点は上下水道課下水建設係までご連絡く
ださい。

前　　　回 今　　　回

計 画 年 度 平成21年度まで 平成26年度まで

計 画 人 口 13,000人 11,060人

計画汚水量
（日最大） 7,180㎥／日 7,020㎥／日

そ　の　他
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市立図書館本館の開館時間変更の
お知らせ

文化振興課（☎２１－５１１３）・指定管理者㈱総合人材センター
　１月10日㈰は、市立図書館本館前で消防出初式が
行われるため、市立図書館本館の開館時間を次の通
り変更します。
●開館時間　11：00 ～

【１月の年金相談に関するお知らせ】
　川内年金事務所（旧川内社会保険事務所）では、
次の日程で年金相談窓口の時間延長・休日開庁を実
施します。

【基礎年金：３つの安心サポート】
・その１：老齢基礎年金

　65歳から一生涯老齢基礎年金が支給されます。
　（終身保障）
　平成21年度年金額　792,100円（満額）
○20歳から60歳になるまでの40年間（480月）の全

期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基
礎年金が支給されます。

○平成21年４月分からの保険料の全額が免除された
期間については、保険料を全額納付した場合の年
金額の２分の１（平成21年３月分までは３分の１）
が支給されます。保険料の未納期間は年金の対象
期間になりません。

○会社員や公務員（厚生年金や共済組合に加入）だっ
た方には老齢厚生年金や退職共済年金が上乗せさ
れて支給されます。

※老齢基礎年金を受けるためには保険料を納めた期
間と保険料を免除された期間が最低25年間（300
月）あることが必要です。

・その２：障害基礎年金
　病気やケガで重い障害を負われたときには障害基

礎年金が支給されます。
　平成21年度年金額（定額）990,100円（１級）
　　　　　　　　　　　　　792,100円（２級）
　国民年金加入中の病気やケガで障害等級表（１級・

２級）による障害の状態にある間は障害基礎年金
が支給されます。

（注）子の人数によって加算があります。
　　　（１人につき：227,900円、３人目以降75,900円）
・その３：遺族基礎年金

　万一ご本人が亡くなった時は、残された妻や子に
遺族基礎年金が支給されます。

　平成21年度年金額　1,020,000円（妻）
　（基本額（定額）：792,100円＋子１人の加算額：227,900円）
　国民年金の加入者が亡くなったとき、その方に

よって生計を維持されていた「子のある妻」また
は「子」に支給されます。

（注１）子が18歳到達年度の末日まで、または障害が
ある場合は20歳まで支給されます。

（注２）妻に支給される場合は、子の人数によって加
算があります。

　※　障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために
は、障害や死亡といった事故が発生するまで
の公的年金の加入月数の２／３以上の期間に
ついて、保険料が納付または免除されている
こと、もしくは初診日または死亡された日の
属する月の前々月までの１年間に保険料の未
納がないことが必要です。

　　　また、会社員や公務員であるときの障害や死
亡の場合には、厚生年金や共済年金からも、
基礎年金に上乗せされて年金が支給されます。

 商工観光課（☎３３－５６３８）
○歩行補助車（シルバーカー）は、高齢者の外

出の際の歩行の補助や荷物の運搬、休憩など
に利用され、様々なタイプのものが販売され
ています。

○一方で、つまずいたりバランスを崩したりし
て転倒する事故が起きています。歩行補助車
は、自立して歩ける人が対象で、歩行補助車
に頼って体重を預けて移動するためのもので
はありません。自立歩行できない人の使用は
さけましょう。

○また、外見が似ていても「ショッピングカー
ト」は、安定性や強度が歩行補助車とは異な
ります。歩行の補助として使うのは危険です。

○使用の目的や体に合った商品を選ぶことが大
切です。使用前にはキャスターやブレーキの
確認をし、異常を感じた場合は購入先やメー
カーに点検を依頼しましょう。

○また、正しい製品の使用にも関わらず事故が
起こった時は、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。

21

月 実施日 年金相談受付時間

１月
９日㈯ ○ 月 ・ 火 曜 日　8：30～19：00

○ 土 　 曜 　 日　9：30～16：00
※その他の平日　8：30～17：15

12日㈫
18日㈪
25日㈪

※詳しいことは、川内年金事務所（☎22－5276）
　までお問い合わせください。
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１月

成人式（３日）

いちき串木野市消防出初式（10日）

第12回元気な街づくりウオーキング大会（17日）

学校給食展（23日）

２月
市生涯学習推進大会（14日）

サリナス市姉妹都市交流30周年記念訪問（上旬）

３月

春季火災予防運動週間（１～７日）

第14回徐福ロマンロードウオーキング大会（７日）

ガウンガウン祭り（14日）

太郎太郎祭り（21日）

４月

桜祭り（４日）

第19回串木野まぐろフェスティバル（24～25日）

黎明祭（上旬）

徐福花冠祭（上旬）

串木野浜競馬大会（中旬）

第20回さのさゲートボール大会（下旬）

5月

荒川ほたるでナイト（中旬）

すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会（中旬）

第23回Ｂ＆Ｇ杯女性ミニバレーボール大会（下旬）

第３回いちき観音ヶ池ウオーキング大会（下旬）

６月

７月

県民体育大会選考会（４日・11日）

海の日海岸クリーン作戦（19日）

串木野さのさ祭り 前夜祭（24日）・本祭（25日）

「海の日」マリンスポーツ大会（中旬）

第３回アクアキッズフェス（中旬）

長崎鼻海水プール開き（中旬）

祇園祭（下旬）

サマーフェスタin市来（下旬）

サリナス市高校生派遣事業（下旬）

第５回市小学校水泳記録会（下旬）

第３回いちき串木野市消防操法大会

８月

七夕踊（８日）

戦没者追悼式（15日）

市教育講演会（上旬）

アートフェスタin市来（中旬）

川上踊（下旬）

９月

虫追踊（23日）

市畜産品評会（上旬）

敬老訪問（中旬）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

10月

第５回市民体育大会（10日）

エコフェスタいちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～（16日～17日）

花火大会（16日）

市文化祭（10/30～11/３）

第６回市小学校陸上記録会（中旬）

第33回Ｂ＆Ｇ杯少年剣道錬成大会（下旬）

11月

秋季火災予防運動週間（９～15日）

市子ども会大会（20日）

かんむりだけ山市物産展（23日）

元気いきいきフェスタ2010（保健福祉大会）（中旬）

第15回Ｂ＆Ｇ杯少年柔道錬成大会（中旬）

科学の祭典（中旬）

第５回市地区対抗駅伝競走大会（下旬）

市音楽発表会（下旬）

第３回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会（下旬）

12月

消防団年末夜警（29～30日）

いちき串木野市ふれあいフェスタ（上旬）

第13回れいめいウオーク羽島・土川大会（上旬）

第23回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗ミニバレーボール大会（上旬）

※日程等は、変更になる場合があります。

■平成22年　行事予定……………………………………

▲デイサービス利用者の方の手作り干支（寅）
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