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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21年度のいちき串木野市の行政改革の成果について公表します。
　　　　　　　　　　　　（※効果額は、平成17年度と比較して算出した額です。）

7億６,６４９万円の効果!!7億６,６４９万円の効果!!

・４年間で職員４４人、嘱託・臨時職員９３人削減
・市長等特別職給料（７～ 30％）職員給料（３～５％）の削減
・副市長  ２人制を１人制に改正　・市議会議員定数を４人削減

・消耗品など経常的物件費の削減
・クールビズ等による光熱水費など庁舎管理費の縮減

・市税･･･夜間徴収、日曜窓口設置、差押物件公売等の実施
・芹ヶ野団地、旧市来小・中学校教頭住宅跡等市有地の売却

平成18年度 ２億　947万円
平成19年度 ４億3,403万円
平成20年度 ５億3,787万円
平成21年度 ７億6,649万円
４か年合計 19億4,786万円

【４年間の行革効果額】

平成22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21年度進捗状況報告をご覧ください。

※その他、市民課に総合窓口の設置、60事業に係る事務事業評価の実施、照島
保育所の民間移管、市来居宅介護サービスステーション事業の民間移管手続、
市民サービスアンケートを踏まえた接遇改善の取組等を行いました。

目標額に対し
110.9％達成!!

★物件費の削減　� １億9,５7５万円

★歳入の確保　� �4,703万円

★工事コスト縮減、補助費見直し等� 4,５97万円

★人件費の削減　� ４億7,774万円
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平成 ₂₂ 年 10 月１日

今年は国勢調査の年です！
　国勢調査は、５年に一度、日本に住んでいるすべて
の人を対象に行われる大規模な統計調査です。特に今
回の調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって
実施する最初の国勢調査で、その結果は少子高齢化や
皆さんのまちづくりに生かされる貴重なデータとなり
ます。
　９月下旬に、調査員が各世帯を訪問して、調査票を
配付いたしますので調査票のご記入、ご提出をお願い
します。調査票は、10 月上旬に調査員が受け取りに
うかがいます。

○国勢調査コールセンター
　設置期間：９月11日～10月31日　　　　　【電話】0₅70︲01︲₂010
　受付時間：８：00 ～ 21：00　　　　　　　　�全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます　　
　　�������　　（土・日・祝日も利用できます）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＰＨＳ・一部のＩＰ電話】03︲₆738︲₆₆77
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ＰＨＳ・一部のＩＰ電話の場合、所定の料金となります

○調査内容は守られます
　調査票は、マーク・数字記入方式です。該当する項目
の○印を黒鉛筆で塗りつぶしたり、数字を記入したり
して回答します。記入された内容は、法律によって厳密
に守られます。外部に漏れたり統計を作成する以外の目
的に使われたりすることは絶対にありません。

○調査方法が変わります
・封入提出方式の全面導入
　�　調査票の回収時に調査員に調査票の内容を見られたくないという世帯の要望に応え、平
成 22 年国勢調査では、世帯が調査票を封筒に入れて提出する方式を導入します。

・郵送提出方式の導入
　�　単身世帯や共働きなど、調査員が訪問してもなかなか面会できない世帯が増えてきまし
た。これを踏まえ、調査員に提出する方法のほかに、郵送による提出方法を導入します。
　　調査票の提出方法は、世帯が選択します。

政策課（☎33-5672）
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地域安全ニュース 【みんなでつくろう　安全安心のまち】

自治振興課（☎33-5631）「毎月11日は、地域安全推進の日」

地域安全モニター委嘱式・研修会開催
　～地域の安心・安全をめざして～
　６月 18 日（金）、地域安全モニターに対し委嘱状の交付を行い、その後、
研修会を開催しました。
　地域安全モニターは、自治体及び警察などの関係機関・団体と連携しなが
ら地域住民を代表する防犯ボランティアとして、いちき串木野地区防犯協会
のもと、地域住民の身近なところで発生する犯罪、事故、災害等の被害防止
活動に努めます。
　また、地域安全に関する情報や要望、相談等の取りまとめ、関係機関・団体への申し入れをしていただき、
安全で住み良いまちづくりのための活動をします。各地域の皆さんのご協力をお願いします。
　地域安全モニターの方々は下記の通りです。

交　番 氏　　　　　名 交番・駐在所 氏　　　　名 駐在所 氏　　　　　名

駅　前 坂　口　幸　一 駅　前 小　原　　　武 羽　島 藤　﨑　　　貢
〃 堀　江　眞知子 〃 植　村　一　統 市　来 内　田　政　司
〃 島　津　知　道 生　福 三　本　弘　康 〃 諏訪園　光　己
〃 平　田　和　史 〃 松　下　　　泉 〃 濵　田　　　尚
〃 岩　﨑　裕　孝 〃 岡　本　恒　雄 〃 石　神　斉　也
〃 久　德　昌　隆 羽　島 松　㟢　幹　夫 〃 宇　都　栄　一
〃 木之下　義　高 〃 上　野　国　昭 〃 坂　元　伸　充

第 ₁₉ 回全国小学生作文コンクール　「わたしたちのまちのおまわりさん」作品募集
○募集・期間
　①低学年の部�（1 ～ 3 年生）・高学年の部（4～ 6年生）の２部門
　②募集期間���７月１日（木）～９月３日（金）
　③�題名はすべて「わたしたちのまちのおまわりさん」とし、内容は「おまわりさんとのふれあい」「おまわ
りさんへの意見や感想」「こんなおまわりさんがいたらいいな」「おまわりさんへの手紙」など、子ども
たちの自由な発想で書かれた作品。

○応募規定
　作品は、低学年はＢ４版 400 字詰め原稿用紙２枚以内。高学年は
　同原稿用紙３枚以内で自作未発表のものとし、１人１点とする。
※応募作品は返却しません。詳細は警察署・生活安全係へ
○ 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
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土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市羽島�松
ま つ お

尾団地
新規分譲中！！
� 販売区画数2区画
　１区画当り価格
　　　約338万円～349万円
　１区画当り面積
　　　約82坪
　ちなみに、１坪当り価格は
　　　約4.1万円～4.2万円です。

※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）・ FAX 32-3124

・所　在　地　いちき串木野市羽島字松尾3699番地
・地　　　目　宅地
・用途地域等　都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
・設　　　備　羽島簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
・交　　　通　いわさきバスネットワーク・羽島松尾バス停まで徒歩約３分
・公 共 施 設　いちき串木野市役所　羽島出張所まで約1.0㎞
　　　　　　　羽島小学校・羽島中学校まで約700ｍ

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174万円が補助されます。
・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34万円

分譲団地情報！第2弾
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　平成22年度も５月から特定健診がはじまりました。
　３年目となりますが、続々、「健診を受けてよかった」という声がよせられています。
　今回は、平成21年度人間ドックを受診され、メタボリックシンドロームの基準に該当し、特定保健指導
を受けられたＡさんの紹介をさせていただきます。

地域で健康なまちづくりをすすめましょう(健康意識編)
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⑯

　Ａさん　６２歳男性　健診時の腹囲９１．８センチ　血圧１３５/８５　空腹時血糖１０２にてメタボ
リックシンドローム(内臓脂肪症候群)と診断されました。
　そこで、「腹囲を５ヶ月で５センチ減らす！！」を目標とし、「①食事量をへらす。」「②
自転車こぎ２０分」「③腹筋運動をする」という行動計画をたてました。
　退職後におなかまわりがでてきたとのこと。健診時からの体重変化をみてみると下表の
とおりです。

　この体重変化の裏側には、問題点を見直し、良い生活習慣を継続したＡさんの努力があります。
　食事面では酒の肴の刺身の量や清涼飲料水の見直しをしました。
　運動面ではウオーキングに加えて運動教室に参加し、筋力トレーニングをとりいれる計画をたて
ました。
　もちろんそこには家族の協力もありました。本人自身で体重の上限を７３キロと決め記録を続けま
した。
　体重とあわせて大きな変化があったのが腹囲です。

　健診時、９２センチだった腹囲が、なんと６か月で８４センチに！！ ８センチもの減少に成功しました。
「以前はけなかったジーパンがはいるようになった。」とのうれしいコメントが聞かれま
した。
　Ａさんは自分のボディイメージができており、目標達成ができたので継続につながったようです。
　また、自分で体重の上限を決めたことでリバウンドは防げ、筋力をつけたことで体重が多少ふえ
ても戻せる体つくりができたようです。

　特定健診３年目、体重が減っても、おなかまわりが減らない、体重も最初の３か月は減少したが
それからあとが減らないという悩みが聞かれます。
　脳には体重や体脂肪が常に一定値（セットポイント）になるように、食欲やエネルギー代謝がコ
ントロールされているので、減っても増えてもすぐ元の体重に戻りやすいです。新しいセットポイ
ントができるまで、しばらくあきらめずにキープすることが大事です。
　この変化のあと、Ａさんにインタビューをさせていただくと・・・
　「今年も健診受けたよ。血液データもよくなってたよ。」とのうれしいコメントをい
ただきました。

　まずは、健診を受けることが健康づくりへの第一歩です。
　健康意識をもって、自分の思い描く、健康観に近づけるよう　まずは、自分でできることからは
じめてみませんか？サポートが必要な方は、串木野健康増進センターのスタッフが応援します。

健康なまちづくり、みなさんですすめていきましょう！！

体重（㎏）
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教育委員会だより No.５2

～夏休み！安全に気をつけて、家庭・地域でも体験活動を～

～教職員としての実践的指導力の向上をめざして～

～子ども一人ひとりを見つめて　特別支援教育の充実～

　もうすぐ夏休みに入りますが、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、地域で子どもたちを見守ってください。
　ところで、本市においても、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。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
さを子どもたちに教えています。
　各家庭・地域でも様々な体験活動が行われ、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。

　６月２日、いちき串木野市臨時的任用教職員研修会が照島小学校
で開催されました。この研修会は、市内小・中学校の臨時的任用
の先生方を中心に、実践的指導力の向上をめざして研修する会です。
　今回は「基
本的な授業
の進め方と
学習のしつ
け」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。様々な視点から活発な意
見交換や実践例の紹介がありました。
　公開授業（国語教材: 言葉の研究レポート) 
は、「興味のある言葉を集め、自分の課題を決
めよう」を学習課題に、５年月組(授業者:赤
瀬川 純平教諭)で行われました。
　子どもたちは、課題発見マップから自分の
課題を見つけて、堂々と発表していました。
　子どもたちに確かな学力を身に付けさせる
ため、先生方は、日々研修に努めています。

　これは、昨年度、特別支援教育支援員を配置した学校からの感想です。本市では、本年度も学校
をサポートするために市内５校に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ひとり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
一人ひとり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。

・授業中の学習支援により、児童が不安なく学習でき学力も向上した。
・集中できない子への声かけを行い支援することで授業に集中できるようになった。
・情緒の安定が図られ、学級で落ち着いて過ごせるようになってきた。

家庭教育の充実に向けて家庭教育の充実に向けて家庭教育の充実に向けて
～「生きる力」を育む家庭教育８か条～～「生きる力」を育む家庭教育８か条～～「生きる力」を育む家庭教育８か条～

【第２条メディア生活リズム　
 ―しつけ（家庭でのルール作り）―】

家庭でのルールの例
○気持ちのよいあいさつ　　○家に帰る時刻
○寝る ･ 起きる時刻　　　　○きちんとした姿勢
○家事・手伝い　　　　　　○うそをつかない
○他人に迷惑をかけない 
○テレビ等のメディアとの付き合い方 等
　我が家のしつけとして、親子でルールを作り、
子どもと一緒にそれを守りましょう。しつけを通
して、子どもに基本的な生活習慣や善悪の判断等
を身に付けさせることができます。正しいしつけ
を子どもへの贈り物として各家庭で取り組んでみ
てはいかがでしょうか。
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 男性が食事の支度や洗濯をするのに
 違和感がありますか？
 女性は仕事よりも子育てや介護を
 優先すべきですか？
　ワークライフバランスとは「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させら
れるように、職場や社会環境を整えることをいいます。仕事と生活をうまく両立できれば、従
業員の能力を引き出すことができ、従業員や企業にとって有益であるとの発想があります。ワー
クライフバランスを確立するには、なんと言っても事業主による取組みや職場環境の改善がと
ても重要になります。
　例えば、「みんなで会議は１時間と決めてみる」とか･･･
　何かできることからひとつ、「働き方」を変えてみませんか？

　「ライフ」の内容も家庭生活だけでなく、地域活動や学習、趣味や余暇などさまざまなもの
があるので、自分に適したワークライフバランスを探すことも必要です。

男女共同参画ってなぁ～に？②
～ワークライフバランス～ 政策課（☎33－5672）

2008 年６月、
この国を変えるかもしれない
魔法の言葉が生まれました。
その名も、「カエル！ジャパン」
カエルジャパンのホームページ  http://www8.cao.go.jp/wlb/

○「検眼しませんか」と来訪し、
車内で検査した後「今のメガネ
は合っていない」などと言って、
高額なメガネやレンズ交換を勧
める手口です。
○「注文のメガネを届けに来た」
「定期検査に来た」と再訪し、次々
に契約させる例も多くみられま
す。高齢者の視力の問題は、白
内障などの病気も考えられます。
まずは、眼科医の診察を受ける
ほうが安心です。
○訪問販売で契約した場合、制度
としてはクーリング・オフや申
し込みの撤回等が可能ですが、
連絡先が分からないと実質的に
被害の回復が困難です。その場
で契約することは避けましょう。
○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。

商工観光課（☎33－5638）

第 28 号
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関西市来会開催

住宅防火推進員が
お伺いします

市内ソフトテニス大会開催

管工事組合が奉仕作業

　５月30日、兵庫県尼崎市で関西市来会が開催
されました。
  関西市来会は約500人の会員で、隔年で行われ
た今回の会合には約100人が参加され、また岡山
県や岐阜県、三重県からも参加されました。
  当日は、いちき串木野市を紹介するビデオも放
映され、七夕踊などを懐かしそうに視聴され、昔
話に花を咲かせていました。

　６月１日、いちき串木野市消防本部において住
宅防火推進員の任命式が行われました。
  住宅防火推進員は、住宅火災における死者の発
生防止施策の切り札として位置付けられている

『住宅用火災警報器』の設置促進及び住宅防火対
策の推進を目的として活動を行います。
  11月末までの活動となりますので、訪問した際
は、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいた
します。

　５月30日、第34回市内ソフトテニス大会が開
催され、晴天の中、総勢100人による熱戦が繰り
広げられました。
○団体
　（一般の部）優　勝　前期高齢者連合
　　　　　　準優勝　市役所
　　　　　　第３位　いちき串木野クラブ，神村中ＯＢ
　（女子の部）優　勝　市来中学校
　　　　　　準優勝　串木野高校
　　　　　　第３位　串木野中Ａ，串木野中Ｄ
○個人
　（一般の部）優　勝　長・有馬組（前高連）
　　　　　　準優勝　二ノ方・平屋組（前高連）
　　　　　　第３位　石元・木下組（市役所）
　　　　　　　　　　瀬戸口・土谷組（串木野中）
　（女子の部）優　勝　橋口・福田組（市来中）
　　　　　　準優勝　山下・南竹組（串木野中）
　　　　　　第３位　須納瀬・川口組（串木野中）
　　　　　　　　　　石元・久保組（串木野西中）

　６月４日、管工事組合（組合員12社）が、観音ヶ
池配水地や小ヶ倉水源地などの草払いをしていた
だきました。
  これは、全国水道週間（６月１日～７日）の一環
として、平成９年から奉仕作業を行なっていただ
いております。 ありがとうございました。

▲前期高齢者連合

▼市来中学校

話
題まままままままままちちちちちちのののののの
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話
題まままままままままちちちちちちのののののの

いちき串木野市陸上競技選手権大会

漂着ごみ調査及び海岸清掃

　６月５日、多目的グラウンドで第５回いちき串
木野市陸上競技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150人の出場があ
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　大竹　晃生　（生福陸上）１９秒８７
　　　女子　德重　真心　（生 福 小）２３秒１１
　２年男子　岡田　天臣　（串西陸上）１８秒２５
　　　女子　中薗なつみ　（串西陸上）１８秒９６
　３年男子　祐下　芳輝　（串西陸上）１６秒５₄
　　　女子　岡田　菜野　（串西陸上）１８秒３０
　４年男子　松下浩仁朗　（串西陸上）１６秒６９
　　　女子　西　　葉月　（生福陸上）１７秒３３
　５年男子　中村　成吾　（串西陸上）１６秒００
　　　女子　岩 　梨子　（羽島陸上）１７秒₄５
　６年男子　祐下　陽輝　（串西陸上）１５秒０７
　　　女子　萩元　麻季　（串西陸上）１５秒１７

（中学生の部）
　　　男子　大六野祐平　（生 冠 中）１２秒６₄
　　　女子　池田　成海　（串木野中）１₄秒₄₄
○800ｍ走
　４年男子　橋口有希羅　（生福陸上）２分₄７秒
　　　女子　松﨑　千紘　（生福陸上）３分０６秒
　５年男子　平石　智己　（市来サッカー）２分５３秒
　　　女子　木場　玲奈　（羽島陸上）３分２０秒
　６年男子　遠矢　浩人　（羽島陸上）２分３９秒
　　　女子　宇都　彩乃　（生福陸上）２分５３秒
　中学女子　平石　栞璃　（羽島陸上）２分₄９秒
○2000ｍ走
　中学男子　平田　穂高　（羽島陸上）６分３３秒
○走り幅跳び
　小学男子　南竹竜之介　（串西陸上）３m７０cm
　小学女子　溝添　皐月　（串西陸上）３m₄３cm
　中学男子　白石　侑也　（串 西 中）４m７７cm
○走り高跳び
　小学男子　中元　崇史　（市 来 小）１m２５cm
　小学女子　萩元　麻季　（串西陸上）１m１５cm
○砲丸投げ
　一般男子　森永　賢二　（浜 ヶ 城）１２m₄６cm
○400ｍリレー
　小学男子　串西陸上Ａ　　１分０２秒２
　小学女子　串西陸上　　　１分０₄秒９
　中学女子　生冠中　　　　１分０３秒４
○800ｍリレー
　中学男子　生冠中Ａ　　　１分５６秒６

　６月８日、羽島小学校児童（４～６年生）と先
生を含めて50人が串木野海上保安部職員９人と
ともに海洋環境保全推進月間中の取組みの一環と
して羽島小学校前面海岸の漂着ゴミ調査及び海岸
清掃を行い、ガラス片など50㎏のごみを回収、
ごみを分類してデータカードに記入しました。
　なお、同小学校は平成16年から漂着ゴミ調査
を続けており、その功績により米国に本拠地を
置く環境保護NGO「The Ocean Conservancy

（オーシャンコンサーバンシー）」から感謝状を受
けました。おめでとうございます。

第12回旭どろめんこ　開催

　６月６日、芹ヶ野地区の田んぼで、旭小学校Ｐ
ＴＡ主催による第12回旭どろめんこが開催され
ました。
　市内の小学校の児童や地域住民などが参加し、
田植え前の田んぼで、田んぼフラッグやドッジ
ボールなどを楽しみました。
　参加者は、顔まで泥だらけになりながら熱戦を
繰り広げ楽しいひと時を過ごし、声援や笑い声が
絶えませんでした。
  また大会終了後に、旭小学校児童とＰＴＡが一
緒になって収穫したもち米で作ったぼた餅が配ら
れ、参加者は美味しそうに食べていました。
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話
題まままままままままちちちちちちのののののの

サリナス市派遣事業の
事前研修会

「花かごしま2011ＰＲ
キャラバン隊」訪問

いきいき愛羽会 清掃活動

ガルどんのダゴ流し

　６月13日、いきいき愛羽会(羽島)による清掃活動
が行われました。
  当日は、地域の美化活動の一環として約50人が入
枝石油付近から白浜付近までの県道沿いのビロウの
周りの草払いや堤防の草取りなどを、１時間程度清
掃活動を行いました。
  いきいき愛羽会のみなさん、ありがとうございま
した。

　６月27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、市口公民館の子ども
など約30人が参加しました。
　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、子どもの水難事故防止を願う伝統
行事です。
　子どもたちは、団子をわらで巻いて棒状にした

「ワラット」を川に元気よく掛け声に合わせて投
げ込み、川や海での無事故を祈りました。

　いちき串木野市サリナス姉妹都市協会主催のサ
リナス市派遣事業(アメリカ合衆国カリフォルニ
ア州でのホームステイ等)の事前研修会が実施さ
れております。事前研修会は、英会話や市内視察
研修など出発までに数回実施されます。
　今回は、中学生から大学生までの派遣生６人、
引率者２人の訪問団で、８月５日から18日まで
の14日間派遣されます。

　６月24日、「花かごしま2011ＰＲキャラバン
隊」が市役所を訪問され、『第28回全国都市緑化
かごしまフェア（愛称：花かごしま2011）』のＰ
Ｒなどが行われました。
　この『花かごしま2011』は九州新幹線全線開
業にあわせて平成23年３月18日から5月22日ま
での66日間、鹿児島市の吉野公園をメイン会場、
鹿児島ふれあいスポーツランドをサブ会場として
行われる花と緑の博覧会です。
  また現在、神村学園前駅の花壇に花を植えて頂
いている串木野養護学校にもＰＲキャラバン隊が
訪問されました。
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話
題まままままままままちちちちちちのののののの

佐拔勇生選手表敬訪問

「社会を明るくする運動」へ
の理解と参加を！！

　６月28日、沖縄県で行われた南九州陸上競技
大会( ６月17日開催)に出場した鹿児島城西高等
学校２年の佐拔勇生選手（京町）が市長を表敬訪
問されました。
  佐拔選手は、鹿児島県高校総体で陸上100ｍ及
び200ｍで３位の成績を収め南九州陸上競技大会
に出場され、同大会陸上200ｍで６位となり、７
月28日から沖縄県で開催される平成22年度全国
高等学校総合体育大会に出場することとなりまし
た。
  佐拔選手のますますの活躍が期待されます。

　７月１日、社会を明るくする運動強調月間の一
環として、メッセージの伝達式が行われました。
　同協議会から法務大臣と鹿児島県知事からの

「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」メッセージが市長へ手
渡されました。
　今後、市内各イベント等で啓発活動を行ってい
くとのことです。

いちき串木野市共通商品券
の使用はお早めに

元Jリーガーによる
サッカー教室開催

　７月１日、いちき串木野商工会議所及び市来商
工会合同で市内共通商品券が販売されました。
　500円の商品券11枚綴りが5,000円で購入でき
るとあって販売当日は初日から行列ができました。
　この商品券により地元経済の活性化につながれ
ばと期待されます。

商品券の使用期間は10月31日(日)までと
なっていますので、購入された方はお早めに
ポスターの掲示されている市内店舗でご使用
ください。

　６月29日、旭小学校で鹿児島県出身で元Jリー
ガーの遠藤彰弘氏を迎えて、文部科学省と日本体
育協会の体力向上事業の一環としてサッカー教室
が行われました。
　当日はあいにくの天気により体育館の中で行わ
れましたが、同小学校の児童全員がプロサッカー
選手から、ボールを使っての基礎運動やミニゲー
ムなどを通じて、体を動かすことの楽しさと考え
ることの大切さを学んでいました。
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おしらせ版

☆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）
　６月 10 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。

　久木野七美ちゃん　・　今村　日香ちゃん
　田島伊緒莉ちゃん　・　内山　翔太くん
　大木　彩夏ちゃん　・　坂下　大騎くん
　久木野光咲ちゃん　・　脇田　　鈴ちゃん

　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。

７月の市税・保険料納期
税務課（☎33-5682）

固  定  資  産  税　　第２期
後期高齢者医療保険料　　第１期

８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。

納税は  未来を支える 大きな柱
（平成 21 年度「税に関する作品」より）

　女性特有のがん検診における受診促進とがんの早期発見・早期治療を図るため「女性特有のがん検
診推進事業（子宮頸がん・乳がん無料検診）」を昨年度から実施し、今年度は下記の対象者の方に６
月に「無料クーポン券」と「検診手帳」を配布し、下記の医療機関で無料検診を実施しています。こ
の機会に受診されることをお勧めします。
■対象者は、平成22年4月20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。
■対象年齢は、平成22年4月1日現在です。
■�対象者の方で4月21日以降に転入された方で受診希望の方は、串木野健康増進センターまでご連絡

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。

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

子 宮 頸 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 平成元年4月2日～　2年4月1日 40歳 昭和44年4月2日～ 45年4月1日
25歳 昭和59年4月2日～ 60年4月1日 45歳 昭和39年4月2日～ 40年4月1日
30歳 昭和54年4月2日～ 55年4月1日 50歳 昭和34年4月2日～ 35年4月1日
35歳 昭和49年4月2日～ 50年4月1日 55歳 昭和29年4月2日～ 30年4月1日
40歳 昭和44年4月2日～ 45年4月1日 60歳 昭和24年4月2日～ 25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
実施期限 平成22年12月24日まで

留意事項

※受診する際は、必ず医療機関に予約してください。
※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（子宮がん）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。
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　ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年８月１日から父子家庭の父にも児童扶養手当
が支給されます。支給要件に該当する方は、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。
　11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。なお、既に父子家庭としての支給要件に
該当している方の申請は、８月16日から受け付けます。

児童扶養手当とは？

　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）
の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当
です。

父子家庭の支給要件は？

　次の①～⑤のいずれかに該当する子ども（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者）
について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
　①父母が婚姻を解消した子ども
　②母が死亡した子ども
　③母が一定程度の障がいの状態にある子ども
　④母の生死が明らかでない子ども
　⑤�その他（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によ
らないで懐胎した子どもなど）

手当額（月額）は？

　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によ
り決められます。
　●児童１人の場合　・・・・・・　全部支給：41,720円、一部支給：41,710円～ 9,850円
　●児童２人以上の加算額　・・・　２人目：5,000円、３人目以降１人につき：3,000円�

父子家庭の方が受給するためには？

　●児童扶養手当を受給するためには申請（認定請求）が必要です。
　　　平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
　　　・平成22年７月31日までに支給要件に該当している方
　　　　→　11月30日までに申請をすれば、「８月分」から支給されます。
　　　・平成22年８月１日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
　　　　→　11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
　　　※８月～ 11月分が支給されるのは12月です。
　●�支給要件によって必要な書類が異なり、また所得制限（父及び同居家族）がありますので、申請
していただく前に、串木野庁舎福祉課または市来庁舎市民課にお問い合わせのうえ、平成22年11
月30日までに忘れずに手続きをしてください。

　乳幼児医療費助成を受けるには登録が必要です。まだ登録がお済みで無い方は
お早めに手続きをしてください。なお、乳幼児医療費助成の対象は小学校就学前
までの乳幼児（６歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方）です。
　また、乳幼児医療費助成金受給資格者証をお持ちの方で、保険証や住所等の変
更のあった方は、必ず変更の届出をしてください。くわしくは、串木野庁舎福祉
課または市来庁舎市民課にお問い合わせください。

平成22年８月１日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます！
（平成22年８月～ 11月分の手当の支給は、同年12月となります。）

福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

乳幼児医療費助成の登録申請はお済みですか？
福祉課（☎33-5618）・市来庁舎市民課（☎21-5117）
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　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給してい
る人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２日㈪～31日㈫
　特別児童扶養手当所得状況届
　８月11日㈬～９月10日㈮
●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���市民課
●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、次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、または市来庁舎市民課で登録
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

　いちき串木野市国民健康保険では、平成24年度
までに、特定健診（メタボ健診）受診率65％を目
指しています。
　今回、健診受診の大切さを知ってもらい、受診
率アップを図るためにキャッチフレーズを募集し
ます。
●募集内容　�特定健診を広くPRしていただき、シ

ンプルで心に残るキャッチフレーズ
●応募資格　�いちき串木野市内に在住、または出

身者。
　　　　　　�ただし、個人によるものとし、作品

は未発表かつ自作のものに限りま
す。（20字以内）

●応募期間　８月31日㈫まで（必着）
●応募方法　�官製ハガキ、ファクシミリに、住所・

氏名・年齢・性別・電話番号を記入
のうえ、下記の宛先までお送りくだ
さい。また、市ホームページからも
応募できます。

　　　　　　応募は、1人につき3点までとします。
・郵送の場合：〒896-8601　
　　　　　　　いちき串木野市昭和通133-1
　　　　　　　いちき串木野市役所健康増進課
　　　　　　　�「特定健診キャッチフレーズ募集

係」宛て
・FAXの場合：33-3300（宛名は上記に同じ）
●審 査 等　�選考会において、最優秀賞と優秀賞

を決定し、入賞者には賞状及び記念
品をお送りします。

　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
ので、ご注意ください。
　現在、各会場（公民館やコミュニティセンター
等）で、国民健康保険についての説明会と保険証
切り替えを行っています。日程（広報いちき串木
野6/21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 遠・ 学も切り替えます）
　　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
ちの方は保険証と世帯主の印鑑をご持参ください。
　・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

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）・市来庁舎市民課（☎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）・市来庁舎市民課（☎21-5117）

「特定健診（メタボ健診）受診PR」
キャッチフレーズの募集

健康増進課（☎33-5613）

国民健康保険証の切り替えは
済まれましたか

健康増進課（☎33－5613）・市来庁舎市民課（☎21-5117）
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　　いちき串木野市の高齢者福祉サービス
福祉課（☎33－5619）・市来庁舎市民課（☎21－5117）

　いちき串木野市では、高齢者の皆様が、できる限り住み慣れた家庭や地域の中で保健・医療・福祉
の総合的なサービスが受けられる社会づくりに取り組んでおります。
　介護認定で要介護の認定を受けた方については、介護保険のサービスを利用していただきますが、
非該当となった方等が、要介護状態とならないように、またできるだけ在宅で自立した生活ができる
よう支援していこうというのが福祉サービスの目的です。

区分 事　業　名 事　業　内　容 対　象　者 利　用　料

生
　
活
　
支
　
援
　
事
　
業

生活支援型
ホームヘルプ
サービス事業

自立した生活の維持及び要介護
状態への進行を防止するため、
外出時の援助、食事・食材の確
保、家屋内の整理整頓、洗濯物
の搬出入等の生活に係る援助及
び健康管理・栄養管理に関する
生活上の助言等を行います。

要介護認定で非該当
となった一人暮らし
高齢者等で、自立し
た生活を維持するの
に援助を必要とする方。

１時間あたり140円
（１時間を超えた場
合は、30分ごとに70
円を加算）

高齢者等住宅
改造推進事業

自立促進、寝たきり防止及び介
護者の負担の軽減を図るため、
住宅改造（段差解消・床改修等）
に必要な経費を助成します。
※着手前の事前申請が必要。

生計中心者の前年
の課税所得金額が
3,300,000円以下で、
要支援及び要介護認
定を受けた者が属す
る世帯及び身体障害
者の１級、２級の方
が属する世帯で住宅
改造が必要であると
認められた方。

１世帯につき、対象
経費の１／３を助成。
（対象経費上限80万円）

寝具
洗濯乾燥消毒
サービス事業

公衆衛生の向上及び疾病の予防
を図るため、寝具の衛生管理が
困難な人に、洗濯・乾燥・消毒
のサービスの提供を行います。

要支援及び要介護認
定を受けた一人暮ら
しの高齢者等で衛生
管理の援助が必要な方。

敷布団・掛布団・毛
布１組まで無料。
（一人年２回）

訪問理美容
サービス事業

衛生的で快適な生活の維持を図
るため、老衰、心身の障害、疾
病等で、一般の理美容所等に出
向くことが困難な高齢者等に対
し、出張によるサービスの提供
を行います。

要支援及び要介護の
認定を受けた一人暮
らし高齢者等で、一
般の理美容を利用で
きない方。

年４回（１回につき
2,000円）を助成。
一部自己負担有り。

生きがい対応型
デイサービス
事業

社会的孤立感の解消、自立生活
の助長及び要介護状態になるこ
との予防を図るため、リフトバ
スで送迎し、デイサービスセン
ターで入浴、食事、教養講座、
日常動作訓練等を行います。

介護認定で非該当と
なった一人暮らしの
高齢者で、家に閉じ
こもりがちな方。

１日　1,000円

生活指導型
ショートステイ
事業

要介護状態への進行の予防を図
るため、養護老人ホームに一時
的に入所させ、生活習慣等の指
導と体調調整を図ります。（送
迎あり）
期間は、原則一週間以内（６か
月に１回）

介護認定で非該当と
なった高齢者等で、
基本的生活習慣が欠
如したり、在宅生活
が一時的に困難と
なった方。

１日につき　381円
（食事代等実費負担
有り）

訪問給食
サービス事業

自立した生活の支援及び安否確
認を行うため、毎日（日曜日、
祝日、年末年始を除く）１日２
食（昼・夕）を居宅に配食します。

高齢者のみの世帯に
属する虚弱な方等。

１食　400円
（一月分を翌月徴収）
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　　いちき串木野市の高齢者福祉サービス
福祉課（☎33－5619）・市来庁舎市民課（☎21－5117）

区分 事　業　名 事　業　内　容 対　象　者 利　用　料

家
族
介
護
支
援
事
業

紙おむつ等
支給事業

要介護高齢者等の属する家庭の
経済的負担の軽減を図るため、
一月3,000円分の金券を支給。
協力店で紙おむつ等を購入でき
ます。
（券面額を超えた分は自己負担）

在宅で３か月以上寝
たきり及び重度認知
症により、常時介護
が必要な高齢者。
（市民税所得割非課
税世帯で特別障害者
手当、福祉手当の支
給を受けていないこ
と。）

月3,000円の金券を助
成。購入価格との差
額は自己負担。

在宅寝たきり者
等介護手当支給
事業

在宅の寝たきり者、重度の認知
症者の介護者に、月額8,000円
を支給します。（四半期ごとに
前月分までをまとめて支給）

寝たきり者等を在宅
で３か月以上引き続
き介護している方。
（特別障害者手当、福
祉手当の支給を受け
ていないこと。）

そ
　
の
　
他
　
の
　
事
　
業

緊急通報体制等
整備事業

急病・災害等発生時の緊急救助
体制を整備し、生活不安の解消
等を図るため、緊急通報装置を
貸与します。
緊急通報装置（大きな非常ボタ
ンの付いた電話器とペンダント
発信器）のボタンを押すだけで
安全センターにつながり、緊急
時の対応をします。

概ね65歳以上の一人
暮らしの虚弱高齢者
または突発的に生命
に危険な症状の発生
する疾病を有する高
齢者。

月　400円

高齢者日常生活
用具給付事業

日常生活の便宜を図り、その福
祉の増進に資するため、火災警
報器，自動消火器，電磁調理器
の給付を行います。

概ね65歳以上の一人
暮らし及び寝たきり
高齢者等。
（電磁調理器は防火
等の配慮が必要な方）

前年の所得税に応
じ、購入費の一部ま
たは全部を負担する。

老人用
電話の貸与

孤独感を和らげると共に、安否
の確認を行います。

概ね65歳以上の一人
暮らしの高齢者など
低所得者。

設置料は無料
撤去費は有料

はり・きゅう及
びマッサージ施
術料助成

市長が指定したはり・きゅう及
びマッサージ師から末しょう神
経疾患及び運動器疾患に対する
施術を受けたとき、施術料の一
部を助成します。
・１日１回，月５回以内（年60
回以内）

・１回　600円助成

市内に住所を有する
入院及び通院等を除
く在宅の65歳以上の
高齢者。

一部自己負担有り。

長寿祝金 長寿祝金を９月に支給します。
（基準日　９月１日）

満80歳･満88歳･
満90歳･満95歳･
満100歳以上の高齢者。

〔支給額〕
80,88,90,95歳� 5,000円
100歳以上� 10,000円

満100歳到達時
祝金 50,000円を支給します。 満100歳の高齢者。

※　申請方法等　お問い合わせは串木野庁舎福祉課高齢障害係（☎33－5619）
　　　　　　　　　　　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係　（☎21－5117）
　　　　　　　　　　　　　　　民生委員へ
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●日　時　８月18日㈬から10回（毎週水曜日）
　　　　　（19：30 ～ 21：30）
●場　所　串木野弓道場������
●参加料　中学生以下　�600円（保険料）
　　　　　高校生以上 1,600円（保険料）
●申込先　橋元（☎32-2139）
※�弓具等は貸与します。また、開催日以降の参加
も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

●日時・場所

●申請期限　８月３日㈫まで
●申請受付　猟友会会長宅（節政一三☎32-1618）
　　　　　　または農政課・産業経済課　
※講習料･テキスト代･手数料等が必要になります。

　旧土川小学校教職員住宅（土地含む）を売却し
ます。
●土　地

●建　物

※土地、建物とも現状のままの売却となります。
●略　図

●最低売却額　2,040,000円
●申込締切日　８月13日㈮
　�申込者多数の場合は、一般競争入札としますの
で、申込締切後、市から通知します。

●申込・問合せ　財政課　契約管財係（串木野庁舎）

弓道教室（串木野弓道場）開催
市民スポーツ課（☎21-5129）

平成22年度狩猟試験（初心者）と講習会の開催
農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）

旧土川小学校教職員住宅（土地含む）の公売
財政課（☎33-5629）

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）
●日　　時　８月23日㈪から���19：00 ～
●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36年4月1日基準日以前に生まれた方
　40歳代��昭和46年4月1日基準日以前に生まれた方
　30歳代��昭和56年4月1日基準日以前に生まれた方
　20歳代��平成３年4月1日基準日以前に生まれた方
●参 加 料　１チーム：5,500円（主将会時納金）
●主 将 会　８月6日㈮　18：00 ～
　　　　　　市役所　串木野庁舎　地下大会議室
●試合時間　第1試合��19：30 ～
　　　　　　第2試合��20：30 ～
●投　　手　�40歳代以上・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方（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５日㈭午後５時までに下記事務

局へお申し込みください。
●申込・問合せ
　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１階）
　担当：福祉課　後潟　☎33-5618（直通）

講
習 8月22日㈰ 9：00 ～�

（受付8：30～） 日置市中央公民館
（伊集院町郡1-100）�
☎099-273-1919試

験 8月29日㈰ 9：00 ～�
（受付8：30～）

地　　番 地　目 面　積（㎡）
羽島 9675-1 宅　地 382.83

番号 構　造 面積（㎡） 建築年月日
① 木造平屋建 72.66 昭和54年11月29日
② 木造平屋建 6.69 昭和54年11月29日

　次のイベントにつきましては、口蹄疫対策のため中止となりましたのでお知らせします。
　各イベントを楽しみにされていた市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしく
お願いします。��

　【中止となったイベント】（※７月14日現在）
　　○串木野さのさ祭り
　　○祇園祭　　　○サマーフェスタin市来　　　○七夕踊　　　○アートフェスタinいちき�
　　○ちかび展示館�夏のイベント　　　○川上踊

イベントの中止について
商工観光課（☎33-5638）・産業経済課（☎21-5124）・文化振興課（☎21-5113）・政策課（☎33-5634）
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　いちき串木野市の名所・旧跡を巡り、さらに木
工体験を通じて、「いちき串木野」を再発見して
みませんか！いちき串木野総合観光案内所では参
加者を募集します。

●申 込 先　いちき串木野総合観光案内所
　　　　　　（☎32-5256）
　　　　　　※�電話連絡後、申込用紙に記入のう

え、参加料を添えてお申し込みく
ださい。

再発見！
夏休み「親子で史跡めぐり＆木工体験」参加者募集

商工観光課（☎33-5638）

　すこやかに、自分らしくいきいきと毎日を過ご
せるよう、運動や食事、口腔ケアなど、身近なと
ころの注意点や介護予防について知っていただく
ことを目的としています。
「外出の機会をつくりたい」、「最近体力が落ちて
きた気がする」、「少し体を動かしたい」、「介護予
防について知りたい」と、お考えの方はぜひご参
加ください。
●日時・内容　　（全６回コース）

●場　　所　市来保健センター�機能訓練室
●募集人員　おおむね65歳以上の方　先着20人
●参 加 料　無料
●申 込 み���８月６日㈮までに地域包括支援セン

ターへ電話でお申し込みください

シニアのための イキイキ若返り塾 
地域包括支援センター（☎21-5172）

日　　　時 内　　　容
８月 17 日㈫�
　10：00～12：00

お口の働きを高めるために
　～口腔ケア・ごっくん体操

８月 24 日㈫
　10：00～13：30

元気で長生き食事のポイント�
　～低栄養予防

８月 31 日㈫�
　10：00～12：00

フットケア
　～足指・足裏のマッサージ

９月７日㈫�
　10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
　～しっかり貯筋体操

９月 14 日㈫�
　10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
　～しっかり貯筋体操

９月 21 日㈫�
　10：00～12：00

転びにくい足・腰づくり
　～しっかり貯筋体操

第１回 第２回
開 催 日 ８月７日（土） ８月 28 日（土）

集合場所 いちき串木野総合観光案内所
（上名 3018 番地内）

集合時間
（日程）

８：40
（９：00 ～ 16：30 予定）

行　　程 ちかび展示館、薩摩藩留学生渡欧の地、
つけあげ工場、冠嶽園など

対 象 者 小学３年生以上の親子
定　　員 20 組 40 人（定員になり次第締切）

参加料等

１人 800 円（保険料・昼食代含む）
※�木工体験の材料代が別途 1,200 円必要
※�木工製作内容はマガジンラック・傘立
て・本棚の３種類

※�木工製作は１家族での作製となります
申込締切 ８月１日（日） ８月 23 日（月）

　住宅火災の早期発見と逃げ遅れによる死者を防
止するため、住宅用火災警報器の設置が義務付け
られ、本市においても平成23年５月31日までが設
置期限となっています。
　これに伴い、住宅用火災警報器の設置促進、住
宅火災による被害を軽減することを目的として、
本市臨時職員である『住宅防火推進員』が訪問し
ますので、ご理解とご協力をお願いします。

≪住宅用火災警報器の設置場所≫
○就寝に使用する部屋（子供部屋も含む）
○�就寝に使用する部屋がある階の、階段の踊り場
などの天井や壁に煙式の警報器を設置します。

[設置例]２階建で、1階と２階に寝室がある場合

住宅防火推進員がお伺いします！
消防本部（☎32-0119）

階段廊下

寝室

居間

廊下

寝室

台所

設置設置

設置

毎日の安全チェックポイント！
●ときどきプラグを掃除しましょう
●�プラグはコンセントにしっかりと差し込みま
しょう

●たこ足配線は危険です
●�コードが家具などの下敷きにならないように
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）

８月は『電気使用安全月間』です
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　鹿児島県では、次の追悼式に参列を希望される
遺族を募集します。
　参列者は、「鹿児島県出身沖縄地域戦没者名簿」
に記載されている戦没者の配偶者及び三親等以内
の遺族とします。
●日　　　時　11月11日㈭　10：00 ～
●場　　　所　沖縄県糸満市摩文仁の丘
　　　　　� 　鹿児島霊園
●募集遺族数　鹿児島県から10人程度
●旅　　　費　県から一部補助があります
　　　　　　　（１泊２日）
　　　　　　　ただし同伴者は全額自己負担です
●申 込 期 間　８月２日㈪～８月31日㈫
●選考基準等問合せ及び申込み先
　・串木野庁舎　福祉課　社会福祉係
　・市来庁舎　市民課　健康福祉係（☎21-5117）

市職員採用試験案内
総務課（☎33-5625）

　平成22年度市職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種、受験資格及び採用人員

　※いずれの職種も採用時は本市に居住できることが条件です。
●試 験 日　第１次試験　９月19日㈰　会場：いちき串木野市役所会議室
　　　　　　第２次試験　10月中旬頃（第１次試験合格者に後日通知）
●試験方法　第１次試験　高校卒程度の教養試験、適性検査（全職種）
　　　　　　　　　　　　高校卒程度の専門試験（建築技師、土木技師）
　　　　　　　　　　　　体力試験（消防職）
　　　　　　第２次試験　作文試験、面接試験
●受験手続　いちき串木野市職員採用資格登録試験申込書を直接または郵送で提出してください。
　　　　　※�案内及び申込書については、総務課人事係、市来庁舎市民課に備え付けてあります。
　　　　　　（市ホームページからもダウンロードできます）
●受付期間及び受付時間
　　　　　�７月20日㈫～８月18日㈬（ただし、土曜日、日曜日を除く｡）の期間中、午前８時30分か

ら午後５時15分まで受け付けます。
　　　　　※郵送の場合、８月18日㈬までの消印があるものに限り受け付けます。
●提 出 先　〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1
�����������　�　　　　　　　いちき串木野市総務課人事係（串木野庁舎２階）☎33-5625（直通）

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式の
参列希望遺族の募集

福祉課（☎33-5618） 　平成23年成人式の実行委員を募集します。
　新成人はもちろんのこと、一緒に企画運営をし
てくださる高校生や青年のみなさん、ふるってご
応募ください。
○対象者
　・�平成２年４月２日から平成３年４月１日まで
に生まれた市内在住の方（新成人）

　・�成人式を企画運営してくださる高校生・青年
など

○申込・問合せ
　８月20日㈮までに社会教育課（市来庁舎）へ
　※�平成23年成人式は、平成23年１月３日㈪の予
定です。

平成23年成人式実行委員の募集
社会教育課（☎21-5128）

職　種 受　　験　　資　　格 採用人員

一般事務 ・昭和60年4月2日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方
　（卒業見込みの方を含む）
・�消防職は両眼とも裸眼で0.3以上、矯正で1.0以上であり、色覚及び
聴力が正常な方

若干名

消 防 職 若干名

建築技師 ・昭和50年4月2日以降に生まれ、1級建築士の資格を有する方 若干名

土木技師
・�昭和55年4月2日以降に生まれ、高校卒業程度以上の学歴を有する方
（卒業見込みの方を含む）で、必要な学科を専攻した方 若干名
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●日　　時　８月８日㈰　9：30 ～ 13：30
●場　　所　串木野西中学校プール
●種　　目　自由形・平泳ぎ・背泳・バタフライ
　　　　　　�25ｍ（小学校低学年のみ）50ｍ・

100ｍ・200ｍ・メドレーリレー等
●参加資格　小学生～大人（１人２種目まで）
●参 加 料　１人200円
●申 込 先　�７月27日㈫までにいちき串木野市水

泳協会事務局（農政課　久木野　☎
33-5635）

●問 合 せ　実施要領等詳しくは、上記事務局まで

第５回市水泳選手権大会参加者募集
市民スポーツ課（☎21－5129）

　現在、捕獲・飼養できる野鳥は、１世帯につき
メジロ１羽となっております。（平成19年４月から
ホオジロは除外されました。）新たに愛がん用とし
て捕獲・飼養する人は、申請手続きをしてくださ
い。無許可で捕獲・飼養すると法律で罰せられま
す。（６か月以下の懲役または50万円以下の罰金等）
　また、すでに登録している鳥を引き続き飼養さ
れる方は、登録の更新が必要ですので、有効期限
前に更新手続きを行ってください。（ホオジロにつ
いては現在登録されている鳥の更新はできます。）
●捕獲許可期間　７月15日～２月28日の１か月以内
●捕獲・飼養羽数　１世帯１羽（有効期間は１年間）
●鳥獣飼養登録票の交付等手数料　1羽：3,400円
●問合せ　・農政課農林係（串木野庁舎）
　　　　　・産業経済課農林係（市来庁舎）

鳥獣を捕獲・飼養するには
許可（登録）が必要です

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎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。

　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

屋外広告物の安全点検について
都市計画課（☎21-5152）

８月は道路ふれあい月間
～８月１０日は「道の日」～

土木課（☎21-5151）

～　大規模な土地取引には届出が必要です　～
政策課（☎33-5634）

　国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の
確保を図るために、土地売買についての届出制を設けています。一定面積以上を超える土地の取引を
したときは、土地が所在する市町村の担当窓口を通じて県知事に届出する必要があります。

※�個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合（買いの一
団）には届出が必要となります。

◆届出時の注意点
　�契約締結日を含めて２週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、６か月以下の懲役ま
たは100万円以下の罰金に処せられることがあります。

◆届出・問合せ先
　政策課政策係（串木野庁舎２階）

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

○売買　○交換　○営業譲渡
○譲渡担保　○代物弁済　
○共有持分の譲渡
○�地上権・賃借権の設定・譲渡
○�予約完結権・買戻権等の譲渡
�
※�これらの取引の予約である場合
を含む。

○都市計画区域
　5,000平方メートル以上
○�都市計画区域以外の区域
　10,000平方メートル以上
�
※�地目、利用目的にかかわ
らず届出が必要です。

�
権利取得者
�
※�売買の場
合は買主

契約締結後2週間以内
（契約締結日を含む。）
�
※�２週間の起算日は
契約書の日付で
あって契約に基づ
く実行日ではあり
ません。
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平成22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
上下水道課（☎21-5157）

　平成22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、直接指定工事店に申し込みください。
※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。

【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

㈱あいら工業 姶良市増田253-1 0995-65-5277

旭工業㈱ 鹿児島市荒田一丁目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

エス工業㈱ 鹿児島市山田町1706-2 099-265-6055

㈱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

大庭設備 日置市東市来町湯田5927-2 099-274-1773

海江田電機㈱ いちき串木野市大原町69 32-4131

㈲上白石水道設備 薩摩川内市高城町3915 0996-30-2555

㈲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

㈱国料建設 いちき串木野市東塩田町112 32-9117

㈲小堀水道 南さつま市加世田東本町23-7 0993-53-7822

㈲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㈱ 鹿児島市鴨池二丁目14-1 099-254-4667

㈱匠蔵 薩摩川内市中郷二丁目16-33 0996-23-5372

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

水流電設 いちき串木野市下名14222 33-2383

鶴丸興業㈱ 薩摩川内市勝目町5941 0996-22-6786

（平成22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 鹿児島市城山一丁目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

日置建設㈱ いちき串木野市下名3279-1 32-1000

㈲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 鹿児島市坂之上七丁目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

松尾設備 日置市東市来町湯田4466-8 099-274-3656

㈱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

丸善設備工業㈱ いちき串木野市下名5857-3 32-9928

㈲マルユー工業 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目52-13 099-228-0370

㈲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

㈲脇電器 日置市吹上町中原2825-1 099-296-2511
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８月の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　  

　移動図書館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。

じゃあ、読もう。

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース ８月３日（火） ７コース ８月19日（木）
２コース ８月４日（水） ８コース ８月20日（金）
３コース ８月５日（木） ９コース ８月27日（金）
４コース ８月６日（金） 15 コース ８月26日（木）
５コース ８月20日（金）

　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
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

※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
10日 17日 24日 ―

心配ごと相談員火 火 火 ―
○ ○ ○ ―

※１�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議
会（☎ 32-3183）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。

８月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32－3183）

お　く　や　み　（６月届出分）

故　人 年齢 住所または�
公民館 喪　主

木　下　ミツエ 81 大 六 野 木下寿一郎

久木山　藤志夫 101 浅 山 久木山次夫

池　田　ユリ子 83 野 元 池田　　稔

植　野　ミツヱ 97 野 元 植野　健次

松　﨑　アキヱ 92 木 場 迫 松﨑　純弘

萩　元　アサヱ 80 西 浜 町 萩元　一憲

福　田　ミ　キ 86 日 出 町 福田　　昇

矢　松　善　一 82 祗 園 町 矢松　和枝

上　中　留美子 28 平 江 上中　　忍

前　田　春　子 59 ひばりが丘 前田　義富

津　村　　　勤 93 袴 田 津村スギノ

坂之上　　　學 82 大 里 坂之上和子

木　原　　　弘 65 別 府 木原　咲子

寺　坂　紀世子 70 本 浦 東 寺坂　　大

　福　 　子 82 萬 福 福　健一

榎　木　重　夫 96 石 川 山 榎木　重喜

坂　田　金　藏 84 八 房 坂田　綾子

中　間　キヌ子 62 西島平町 中間三千雄

脇　田　廣　子 71 石 川 山 脇田　大成

東　内　則　男 71 酔 之 尾 東内嘉代子

下青木　四　良 75 高 見 町 下青木美智代

野　元　光　義 91 野 元 野元　滿江

（届け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。

　農地を農地として利用するために、農地の埋め
立て・切り下げや土壌の大部分を入れ替えなどを
行なう場合は、農地の形質・形状変更の届け出が
必要です。
　詳細については、最寄りの農業委員または農業
委員会にお問い合わせください。

農地の形質・形状変更をする場合は届出を
農業委員会（☎33-5647）

　羽島地域で㈱輝光が計画する風力発電事業に関
し、環境影響評価の結果を「（仮称）いちき串木
野風力発電所設置事業　環境影響評価書案」とし
て次のとおり縦覧に供します。
●期間　７月26日㈪～８月25日㈬
●場所　・羽島コミュニティセンター
　　　　・荒川コミュニティセンター
　　　　・市役所政策課企業立地係
●時間　縦覧期間中の午前９時から午後５時まで
���������　（ただし、土・日曜日・休館日を除きます）

風力発電事業に伴う
「環境影響評価書案」の縦覧

政策課（☎33-5628）
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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 政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
︵ＴＥＬ︶₀₉₉₆︲₃₂︲₃₁₁₁ ︵ＦＡＸ︶₀₉₉₆︲₃₂︲₃₁₂₄

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

（４・５・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。また住所欄は公

民館、または住所での掲載となります。）

山下　莉
り お な

緒那ちゃん
（汐見町）

ようこそ♡生まれてきてくれて
ありがとう♡

父：正明さん・母：亜沙美さん

脇園　憂
ゆ

衣
い

ちゃん
（土橋町）

元気にスクスクと育ってね
父：知博さん・母：エリカさん

藤田　陽
ひ

色
いろ

くん
（汐見町）

お兄ちゃんと早く遊びたいね
父：尚生さん・母：晃子さん

荒木　虎
こ

南
なん

くん
（天神町）

お兄ちゃんお姉ちゃんと
仲良くね !!

父：寛さん・母：みづよさん

上原　直
なお

太
た

郎
ろう

くん
（平　向）

素直な優しい子に育ってね。
父：良平さん・母：淑子さん

植屋　塁
るい

くん
（東塩田町）

お世話好きのお兄ちゃんと
仲良くネッ♡

父：友之さん・母：恵さん

戸川　琉
りゅう

聖
せい

くん
（東塩田町）

すくすくと元気で育ってね !!
父：輝幸さん・母：奈津美さん

津村　紗
さや

花
か

ちゃん
（上　名）

家族に笑顔をありがとう
元気に育ってね。

父：洋介さん・母：美香さん

山元　康
こう

太
た

郎
ろう

くん
（酔之尾）

待望の康太郎誕生に感謝。
ありがとう。

父：政裕さん・母：香織さん

久留　結
ゆい

音
ね

ちゃん
（迫）

姉兄といつまでも仲良くね！
父：剛さん・母：幸子さん

国料　咲
さ

希
き

ちゃん
（麓）

お兄ちゃんと仲良く、
元気に育ってね。

父：篤史さん・母：悠生さん

大久保　妃
ひ

海
う

ちゃん
（袴　田）

かわゆい、ひーちゃん♡お姉ちゃん
お兄ちゃんと共にスクスク育ってね♡

父：明郎さん・母：沙織さん

子どもの名前 保護者（連名有り） 住　所

國　料　希
の

　叶
あ 和哉・いくえ 浜 ヶ 城

中　村　萌
も も か

々花 尚　也 酔 之 尾
外　薗　衣

い ち ず
千寿 友輝・直子 日ノ出町
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