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今月号の主な内容
● 薩摩藩英国留学生記念館（仮称）外観デザイン決定
● 町名等整理事業について
● 市職員の人事行政の運営等の状況について
● 秋の全国交通安全運動
● まちの話題
● おしらせ版
● 市民カレンダー
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　８月４日、湊町地区で「祇園祭」が開催され、栄町
から加藤山、天神町から天神山の男山と祇園町から
道風山、土橋町から竜宮山の女山、計４台の祇園山
が繰り出したほか、「ゑびす會神輿」や子ども神輿も参
加し、祭りを盛り上げました。
　また、７月22日には、「祇園祭」が200年目の節目を
迎えたことを記念して、鹿児島市の「おぎおんさあ」
に約500人が参加し、観衆を魅了しました。

▲「おぎおんさあ」の様子（鹿児島市）

　８月５日、大里地区で国指定の重要無形民俗文
化財「市来の七夕踊」が奉納されました。
　島津義弘公の朝鮮の役での活躍を祝ったことが
起源とされますが、毎年、豊作の祈願や神への感
謝の意を込めて踊り続けられています。
　年々青年団員の数が減少するなか、今回は初め
て太鼓踊りに女性も参加するなど、地域の方々の
努力により大変盛り上がりました。

市来の七夕踊

祇園祭 200年祭
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　８月27日、薩摩藩英国留学生記念館（仮称）の外観デザインを報
道関係に公開しました。
　現在、薩摩藩英国留学生記念館（仮称）の実施設計並びに展示資料
の収集事業を行っており、平成25年度完成を目指しています。

【記念館外観デザイン・コンセプト】
　幕末薩摩における海外交流や新しい国づくりへの情熱を表現し、
羽島の景観環境や風情に映える建物を目指します。

【建物の特徴】
●�幕末〜明治初期の鹿児島城下に造られた、西洋式構造と薩摩の在来素材・技術を組み合わせた鹿児島の
気候風土に合った使いやすい建物「薩摩式洋館×薩洋折衷建物」の再現。

●�本館のテーマや羽島独自の景観立地環境を重視し、煉瓦や溶結凝灰岩、漆喰など、高い質感を保つ良い
素材、鹿児島独自の素材を使用した丁寧なデザイン。

●�海に臨む素晴らしい環境を活かし、留学生の乗った機帆船の甲板を模したマスト付きの展望デッキを設
置。出発の瀬が展望でき、当時の洋行を体感できるとともに、休憩や夕陽、星空を眺めながらの飲食、
小規模イベントなども企画できるスペース。

▲正面図（羽島漁協側） ▲側面図（浜中港側）

▲立面図 ▲建設予定地（羽島浦黎明公園）

Designed�by�Koki�Sunada�+�OFFICE�FIELDNOTE

薩摩藩英国留学生記念館（仮称）外観デザイン 決定
政策課（☎33-5628）
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−町名等整理事業について−

10月９日から新しい町名に変わります！（上名の一部及び下名）
都市計画課（☎21-5152）

　町名等整理事業の実施に伴い、上名（一部）及び下名について、10月９日から新しい町名（土地及び住所表
示）に変更になります。
　新しい住所表示に伴い、住所等の変更手続きに必要な証明書は市民課より10月下旬に行政嘱託員を通じ
て配付いたします。早急に必要な方は恐れ入りますが、市民課までお越しください。無料にて発行（10月９
日以降）いたします。
　変更の手続きは、町名が変わる10月９日以降に行ってください。

●�事業の実施に伴い、郵便番号についても次のとおり変更されます。

　

−住所等の変更手続きについて−
　本事業が実施されますと、実施区域の皆さまにお願いする住所等の変更手続き ( 主なもの ) は次のとおり
です。ご理解、ご協力をお願いいたします。

　
　なお、住民基本台帳・戸籍簿・印鑑登録簿・選挙人名簿・土地または建物登記簿の表題部の所在欄など
については、市役所・法務局で書き換え等を行いますので手続きは不要です。
※１　勤務先、学校などへの連絡もお願いします。
※２　�自治会等は、その地域の皆さまが自主的に組織、運営しているものです。町の区域や町名変更に直

接関係するものではありませんので、今までどおりの活動を行ってください。
※３　�登記に係る登録免許税については、市民課で発行する証明書（法人の場合は都市計画課で発行）を添

付することにより免除になります。また、変更登記申請の用紙は都市計画課でもお渡ししております。

種　　別 手続き先 変更箇所 期限など

・��不動産登記簿　　
（土地登記簿・建物
登記簿）

鹿児島地方法務局
川内支局

・�土地、建物の所有者の住所変更の
登記（表題部の土地・建物の所在
については、法務局で書き換えま
すので手続きは必要ありません）

・早急にする必要はあり
ません（売買等を行う
ときでも構いません�）

・商業登記簿
・法人登記簿 鹿児島地方法務局 ・�会社や法人等の所在地及び役員等

の住所変更の登記
・�本店２週間以内、　
���支店３週間以内

・自動車運転免許証 いちき串木野警察署 ・住所、本籍 ・できるだけすみやかに

・各種年金 各種年金の担当機関
・各担当機関に確認してください
※年金の種類によって異なります（国民年金、厚生年金を受給

されている方は、住所変更の手続きは必要ありません）

・預貯金通帳類 各金融機関 ・各金融機関等に確認してください

・各種許認可証 発行元の行政機関 ・発行元の機関に確認してください
※法令に基づき異なります

・�住民基本台帳カード
（写真付の場合のみ）

・電子証明書

市民課（串木野庁舎
または市来庁舎）

・ご都合のよいときに住所変更の手続きをしてください
※市役所で住民基本台帳カード、電子証明書を新たな住所地に

変更します

新町名 よみがな 郵便番号

河　　　内 かわうち 896-0079

生　　　福 せいふく 896-0078

袴　　　田 はかまだ 896-0058

既存町名 よみがな 郵便番号

海　　　瀬 かいぜ 896-0057

薩 摩 山 さつまやま 896-0072

日 出 町 ひのでちょう 896-0054
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　　※�平成24年10月9日変更分について、河内、生福、袴田は新町名の設定、海瀬、薩摩山、日出町は区域の
拡大となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成22年度から取り組みました町名等整理事業は、今回の変更をもって事業完了となります。　
地元説明会のご参加や諸手続き等、変更区域内にお住まいの住民の皆様、営業をなされている
事業所、並びに関係者の皆様にご理解、ご協力をいただきましたことにお礼申し上げます。

薩摩川内市

凡例
平成24年10月９日変更分
平成23年10月11日変更分

 南九州西回り自動車道
 国道3号線

新町界町名図
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総務課（☎33-5625）
１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員数の状況

区　　　　分 H23.4.1現在
職員数

H24.4.1現在
職員数 増　減 主な増減理由

一 般 行 政 部 門

議 会 5 5 0
総 務 65 65 0
税 務 23 23 0
民 生 29 29 0
衛 生 26 25 △1 その他
労 働 0 0 0 �
農 林 水 産 27 26 △1 事務の統廃合
商 工 7 7 0 　
土 木 27 26 △1 その他

小　　計 209 206 △3 �

特 別 行 政 部 門
教 育 59 57 △2 その他
消 防 48 48 0

小　　計 107 105 △2

公営企業会計部門

水 道 9 9 0
下 水 道 6 6 0
そ の 他 27 27 0

小　　計 42 42 0
総 　 　 合 　 　 計 358 353 △5
２．職員の給与の状況	

（１）人件費の状況（平成23年度一般会計決算）
住民基本台帳人口

（平成24年3月31日現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

30,536人 15,723,589千円 904,673千円 2,938,039千円 18.7%
（注）�人件費には、特別職及び議員に支給される給料及び報酬、職員に支給される給料及び手当、地方公務員共済組

合負担金、退職手当負担金等が含まれています。

（２）職員給与費の状況（平成24年度一般会計予算）

職員数（A） 給　与　費　　　　　　 一人当たり
給与費（B/A）給料 職員手当 期末勤勉手当 計（B）

337 1,367,968千円 176,339千円 505,661千円 2,049,968千円 6,083千円
（注）職員手当には、児童手当及び退職手当負担金は含まれません。

（３）職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成24年４月１日現在）

区　分 一般行政職 技能・労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

いちき串木野市職員 343,549円 44.5歳 345,841円 51.7歳

（４）職員の初任給の状況（平成24年４月１日現在）

区　　分 いちき串木野市職員 国
初任給 初任給

一般行政職 大学卒 161,600円 172,200円
高校卒 140,100円 140,100円

（５）経験年数別・学歴別平均給料月額（平成24年４月１日現在）
区　　分 10年〜15年未満 15年〜20年未満 20年〜25年未満

一般行政職 大学卒 264,864円 326,182円 365,129円
高校卒 240,675円 275,257円 320,255円

（６）一般行政職の級別職員数の状況（平成24年４月１日現在）
区　分 標準的な職務 職員数（人） 構成比（％）
７級 課 長 0 0.0�
６級 課 長 　 ・ 参 事 29 13.4 
５級 課 長 補 佐・ 主 幹 61 28.3 
４級 係 長 　 ・ 主 査 61 28.3 
３級 主 事 50 23.1�
２級 主 事 5 2.3�
１級 主 事　・ 主 事 補 10 4.6 

合　　　　計 216 100.0 

いちき串木野市職員の人事行政の運営等の状況について公表いたします
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（７）職員手当の状況
【期末手当・勤勉手当　計（平成23年度支給割合）】

区　分
いちき串木野市

国の制度との異同
期末手当 勤勉手当 計

６月期 1.225月分 0.675月分 1.9月分
同12月期 1.375月分 0.675月分 2.05月分

計 2.60月分 1.35月分 3.95月分
（参考）職制上の段階・職務の級等による加算措置 有 同

【退　職　手　当】

区　分
いちき串木野市 国の制度との異同

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続25年 33.5月分 41.34月分 同 同
勤続35年 47.5月分 59.28月分 同 同
最高限度 59.28月分 59.28月分 同 同

その他の加算措置 定年前早期退職特別措置
（平成23年度　２％〜20％） 同

退職時特別昇給 なし

【特殊勤務手当（一般会計）平成23年度決算】

職員全体に占める手当支給職員の割合 27.9%
支給職員１人当たり平均支給月額 1,875円

手当の種類（手当数） 13
主な手当の名称 福祉手当、税務手当、特殊作業従事手当

【時間外勤務手当（一般会計）平成23年度決算】

支給総額 36,209千円
支給職員１人当たり平均支給月額 11,833円

【扶養手当・住居手当・通勤手当（平成24年４月１日現在）】

区　　　分 　　支給月額　　 国の制度との異同

扶�養�手�当

配偶者 13,000円

同
配偶者以外

配偶者無1人のみ 11,000円
扶養親族 6,500円

扶養親族のうち16歳に達する年度の初
めから22歳に達する年度末までの子１
人につき

5,000円

住�宅�手�当
借家（家賃月額12,000円を超える場合
に限る。）

家賃の額に応じて27,000円
を限度に支給 同

持家 2,500円 異

通�勤�手�当 原則、通勤距離が片道2km以上 片道の距離に対応して支給
（3,500円〜13,700円） 異

（８）特別職の報酬等の状況（平成24年４月１日現在）

区　　　分
給料・報酬

期末手当
本　則 支給額

給料
市　長 月額808,000円 月額727,200円 ６月期　1.40月分

12月期　1.50月分
　計　　2.90月分

副市長 月額638,000円 月額606,100円
教育長 月額590,000円 月額584,100円

報酬

議　長 月額380,000円 月額380,000円
副議長 月額298,300円 月額298,300円
常任委員会・議会運営委員会の委員長 月額285,000円 月額285,000円
議　員 月額275,500円 月額275,500円

（注）市長10％、副市長5％、教育長1％の減額を実施しています。
�



�

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況	

（１）勤務時間　� � � � � � �
　　　開始時間��８:30　終了時間��17:15　休憩時間��12:00〜13:00　1週間の正規の勤務時間��38時間45分

（２）職員の休暇の取得の状況（平成23年度）一般行政職員
付与日数 総取得日数 全体職員数 平均取得日数 消化率
9,072日 2,553日 231人 11日 28.14％

（３）主な特別休暇等
　1　骨髄移植のための休暇　 必要と認められる期間
　2　ボランティア休暇 ５日以内
　3　結婚 ５日以内
　4　保育休暇 1日2回、1回30分
　5　妻の出産 ５日以内
　6　子の看護のための休暇 ５日以内
　7　父母の祭日（法要） １日以内
　8　夏季休暇 ３日以内

４．職員の分限及び懲戒処分の状況� �� � � �
（１）分限処分　� � � � � � �
　�　勤務実績が良くない職員、心身に故障のある職員に対しては、公務能率の維持及びその適正な運営の
確保のために、降任、免職、休職等の処分を行うことができます。

　　平成23年度��心身の故障により休職処分を受けた職員　２人� � � � � �
（２）懲戒処分　� � � � � � �
　�　職務上の義務に違反した職員等に対しては、その道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持
するために、戒告、減給等の不利益処分を行うことができます。

　　平成23年度　懲戒処分を受けた職員　０人� � � � � �

５．職員の服務の状況	 		 	 	 	 	

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければなりません。また、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の
禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事
制限が課されています。
○営利企業等従事許可の状況
　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、また
は報酬を得ていかなる事業等にも従事してはならないとされています。
　平成23年度には１件の申請がなされ、その１件を許可しています。
� �
６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成23年度）

研修項目 参加人数 研修項目 参加人数
新規採用職員（前期・後期）研修 5人 接遇研修 43人
主査研修 4人 法制研修 21人
課長（補佐）研修 7人 グループウェア操作研修 8人
中級職員研修等 17人 評価スキル向上研修 106人
市税徴収事務研修 1人 目標面談スキル向上研修 36人

７．職員の福祉及び利益の保護の状況	 ８．公平委員会に係る業務の状況

平成23年度における福利厚生制度に関する状況
区　　分 受診者数
血液検査 163人
歯科検診 62人
便潜血検査 117人

レントゲン検査 155人
人間ドック 180人

内　　容 件数
勤務条件に関する措置の要求 ０件
不利益処分に関する不服申立て ０件

��



土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市羽島 松
ま つ

尾
お

団地
好評分譲中！！
　販売区画数1区画

1区画当り価格
　337.6万円
1区画当り面積
　82.84坪
ちなみに、１坪当り価格は
　約4.1万円です。

松尾団地位置図
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羽島交流センター
市役所羽島出張所れいめい

ふれあい
公園

羽島中 羽島小

羽島郵便局

羽島市街地

羽島漁港 薩摩藩英国留学生渡欧の碑

至串木野
　市街地

県
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造
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矢倉団地

松尾団地

N

済 済

済済

H19分譲地
（分譲済）

済

②

市道

←至　平身 至　白浜→農免道路

市
道

※ 市の定住促進補助制度により、　
最高173万円が補助されます。

・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 33万円

・所　在　地
・地  　　　目
・用途地域等
・設  　　　備
・交  　　　通
・公  共  施  設

いちき串木野市羽島字松尾3699番21
宅地
都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
羽島簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
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
いちき串木野市役所羽島出張所まで約1.0km
羽島小学校・羽島中学校まで約700ｍ

物件の概要

※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）	・	FAX32-3124

重  要

分譲団地情報！第４弾
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№17

みんなで取り組みましょう！！ ｢ 食のまち　いちき串木野」

平成23年３月に策定しました基本計画の各取組項目の内容についてお知らせします。

　　市　：市役所（行政）をいいます。
　市　民：市内に住所がある方、公民館や市民活動団体等の団体、本市を訪れている観光客等をいいます。
　事業者：農林漁業者、食品関連事業者、教育・社会福祉等、食に関連する個人や団体をいいます。
　推進スケジュール：「短」平成23年度〜25年度、「中」平成23年度〜28年度、「長」平成23年度〜32年度をいいます。

１基本的施策【産業の振興】②施策の方向【地産地消の推進】
1−①−4 【取組項目】地元産レシピの作成 推進スケジュール
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市

・�食生活改善推進員、生活研究グループ、農林水産業関係団体、飲食店等と連携を図り、本市
のふるさとの料理の再現と料理方法をまとめた料理本を作成し、地元産の「生産者の顔が見え
る安心、安全な食材」を使用したレシピを活用し、普及する。

・�学校給食において、給食通信 ( 給食だより ) や親子料理教室等により、給食献立の地元産レシ
ピの紹介を定期的に行う。

市　民
・地元産レシピによる料理を食することに努める。
・親子料理教室等への積極的参加に努める。
・伝統料理やレシピについての情報の提供に努める。

事業者
・本市伝統料理をメニューに加え、その提供に努める。
・本市伝統料理方法をまとめた料理本の作成への協力に努める。
・親子料理教室等の開催に努める。

1−①−5 【取組項目】魚類資源の保全と育成 推進スケジュール
取組主体 取　　組　　内　　容 短 中 長

市
・魚類種苗放流について、各漁協と連携、支援し、さらなる拡大を促す。
・資源の保全のみならず、漁家の安定経営を目指し、魚礁の設置を推進する。
・�効果的な藻場造成方法を普及するとともに、各漁協による藻場造成・食害生物の除
去を支援し、その拡大を図る。

市　民 ・魚類種苗放流、魚礁の設置、つくり育てる漁業について理解を深め、協力する。

事業者
・魚類種苗放流を実施する。( 市民参加型 )
・藻場造成、食害生物除去を進める。
・魚類種苗放流、魚礁の設置、つくり育てる漁業について啓発を行う。

政策課（☎33-5628）

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　残暑は、まだまだ厳しいですが、秋ナスが出回る季節になりました。
ナスは食物繊維が多く、皮に含まれる色素のナスニンは、抗酸化作用が
あります。
　淡泊なナスに、ごま油の風味やおいしいだしの味を含ませた簡単な煮
物をご紹介します。
≪なすの田舎煮≫

（材料３人分）

なす　440ｇ　　ごま油　大さじ２　　濃いめのだし　1/2カップ
Ａ｛砂糖　大さじ１　　酒　大さじ１｝　　薄口しょうゆ　大さじ２　　青じそ　５枚
（作り方）

①なすは縦半分に切ってから４〜５等分の乱切りにする。切ったはしから水にさらし、水けをよくきる。
②なべに油を熱してなじませ、①を入れて全体に油がまわるまでいためる。
③�だしを加え、煮立ったら A を加えて４〜５分煮る。しょうゆを加え、ときどき混ぜながら煮汁がなく

なるまで煮る。
④青じそはせん切りにし、水に放して水けをきる。
⑤器に③を盛り、④をのせる。
※�いちき串木野市食生活改善推進員が野菜たっぷりレシピを作成しています。　　　　　　　　　　　
（串木野健康増進センターで配布しています。または本市ホームページをご覧ください。）

野菜を食べよう350 in いちき串木野市

＊レシピ：料理や菓子の材料の分量や調理法を記したもの。
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〜みんな笑顔で元気なまちをめざして〜 シリーズ㊳

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

歯周病とは
　歯を支える組織が、歯周病菌に感染しておこる病

気です。

　歯ぐきの炎症にはじまり、放っておくと歯を支え

る歯槽骨まで溶けてしまい、やがて歯がぐらついて

抜けてしまうことも少なくありません。

　日本では、8割が歯周病にかかっているといわれて

います。

　歯周病菌のすみかとなる歯垢をため
やすい
こんな生活習慣ありませんか？

・間食が多い　・よく噛まずに食べる
・やわらかいものを好んで食べる
・ストレスをためやすい
・タバコを吸う
・歯をきちんと磨かない
・歯磨きせずに寝てしまう　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　など

　からだの健康を保ち、食事をおいしくたべるために「歯」は欠くことのできないものです。
　20本以上の歯があれば、ほとんどの食べ物を噛みくだき、味を楽しむことができるといわれています。

　「８０２０」80歳以上になっても20本以上の歯を保つことが、健康で長生きの大切な目標となっています。
　歯を失う主な原因は、むし歯と歯周病です。
　特に歯周病は、痛みなどの自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、歯を保てない状態に
までなってしまうケースが多いようです。

  歯  周  病  の予防・治療　　　　８０２０・元気で長生き

　歯周病が重症化するとからだ全体に影響が及びます。肥満、メタボ、動脈硬化、糖尿病、狭心症・心筋梗塞、
肺炎、認知症、胎児の低体重・早産などの様々な全身の病気と関係していることがわかってきています。

　特に、糖尿病と歯周病には深い関係が！！！
　歯周病は、糖尿病の6番目の合併症といわれ、糖尿病があると、
歯周病になりやすく、悪化しやすいことはよく知られています。
　最近では、歯周病による慢性的な炎症が血糖値のコントロールを
悪くするともいわれています。

セルフケアを身につけましょう
　歯周病予防や治療中のケアとしても欠かせないのが、歯みがきです。
　歯周病菌のすみかである歯垢をきちんと取り除くため、自分に合った歯みがきの方法を身につけましょう。
　必要があれば、歯科医師や歯科衛生士に一度歯みがきがきちんとできているかみてもらいましょう。

かかりつけ歯科医をもとう
　年に1〜２回は定期的に診察を受け、歯ぐきの変化をチェックしてもらいましょう。
　自分では取り除けない歯石などを除去してもらうなどの専門家のサポートも欠かせません。
　かかりつけ歯科医は、自分の歯の状況を把握してもらい、何でも相談できる強い味方です。
　専門家と二人三脚でお口の健康づくりに取り組みましょう。

　いちき串木野市では、４０・５０・６０・７０歳の節目年齢（Ｈ25.4.1現在）の方を対象に歯周病検診を
実施しています。対象の方には、文書でご案内してあります。この機会にぜひご利用ください。

悪化 悪化
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秋の全国交通安全運動
実施期間：9月21日（金）〜30日（日）

〜	９月30日（日）は「交通事故死ゼロ」を目指す日	〜

スローガン「ルールとマナー  乗せて走ろう  秋の道」
自治振興課（☎ 33-5631）

　秋の行楽シーズンを迎え、レジャー等に伴う交通事故の多発が予想されます。一人ひとりが交通ルー
ルを守り、正しい交通マナーを習慣づけるよう心がけましょう。
○運動の最重点   「子どもと高齢者の交通事故防止」　
○運 動 の 重 点　①夕暮れ時と夜間の歩行中　自転車乗用中の交通事故防止
　　　　　　　　　　（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）
　　　　　　　　　  〜「3（サン）ライト運動」の展開〜
　　　　　　　   ②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　　　　　　　  　〜全席ベルト着用！！「します・させます」運動の展開〜
　　　　　　　   ③飲酒運転の根絶　〜飲酒運転「８せん」運動の展開〜

最重点　子どもと高齢者の交通事故防止
　■子どもと高齢者のみなさん　　
　　・�道路を横断する際は、左右の安全確認を十分に行い、斜め横断や車の直前・直後の横断は絶対に

しないでください。
　■ドライバーのみなさん
　　・�高齢運転者マークを付けた車や子どもや高齢の歩行者等を見かけたら、減速・徐行するなど「思

いやりのある」運転を実践しましょう。
重点１　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　■ドライバーのみなさん
　　・�「早めの点灯」、「原則上向き点灯」、「トンネル内点灯」の『３（サン）ライト運動』を実施しましょう。
　■歩行者のみなさん
　　・�夕暮れ時や夜間に外出するときは、夜光反射材を着用するとともに、運転者から見やすい明るい

服装に心がけましょう。
　■自転車利用のみなさん
　　・�夕暮れ時や夜間は、必ずライトを点灯し、リフレクター等反射材を装備するとともに交差点にお

いては信号遵守、一時停止、安全確認を徹底しましょう。
　　・保護者は、13歳未満の子どもに対しては、ヘルメットを着用させるよう努めましょう。

重点２　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
　〜全席ベルト着用！！「します・させます」運動の展開〜
　・車を運転するならシートベルトをします
　・車に同乗するならシートベルトをします
　・子ども（幼児）にはチャイルドシートをさせます
　・後部座席を含む全席にシートベルトをさせます

重点３　 飲酒運転の根絶　〜『飲酒運転「８せん」運動』の展開〜
　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運転する人には酒はすすめません。　　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にも乗りません。
　■ドライバーのみなさん
　　・�飲酒運転は重大事故につながるおそれがあるばかりか、社会的にも許されない重大な犯罪である

ことを自覚し、飲酒後は絶対に車を運転しない。また、飲酒した翌日でも、アルコールが残って
いる場合がありますので、翌日運転する予定がある場合は、飲酒量・飲酒時間に配慮しましょう。
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台風災害・土砂災害に備えて点検を！
自治振興課（☎33-5631）

雨どい・雨戸
・雨どいに落ち葉や砂が詰まっていないか。
・継ぎ目の外れや塗装のはがれ、腐りはないか。
・雨戸にガタツキや緩みはないか。

窓ガラス
・ひび割れ、窓枠のガタツキはないか。

　夏から秋にかけて、日本列島には多くの台風が来襲します。近年は気候変動の影響を受けて、台風が大
型化する傾向にあります。台風のもたらす災害はきわめて甚大ですが、被害を軽減することや未然に防ぐ
ことは可能です。台風が来る前に、今一度家の周りの点検をしてみましょう。

屋根
・瓦のひび、ずれ、はがれはないか。
・トタンのめくれ、はがれはないか。

外壁 
・モルタルの壁の亀裂はないか。
・板壁に腐りや浮きはないか。
・プロパンガスのボンベは固定されているか。

ベランダ
・物干し竿などの飛散の危険性が高いものは室内へ。　

土砂災害に備えて
　土砂災害の前兆現象を知っておくことで、危険をいち早く察知できます。土砂災害の前兆現象には次の
ようなものがあります。
��  土石流の前兆現象   地滑の前兆現象   がけ崩れの前兆現象
　・川の流れが濁り、流木が� ・沢や井戸の水が濁る� �・がけから小石がパラパラと
　　混ざり始める� ・地割れができる� �　落ちてくる
　・雨が降り続いているのに� ・斜面から水が吹き出す� �・がけ水がわき出ている
　　川の水位が下がる� � �・がけに割れ目が見える

■がけ崩れなどに備えて、今一度家の周りの点検をしてみましょう。
　①崩れそうな土砂を取り除きビニールシートなどをかけ、雨水の浸入を防ぐ。
　②排水溝の掃除をして雨水があふれないようにする。
　③擁壁の裏側に雨水が浸透しないように、ビニールシートをかける。
　④擁壁の亀裂や変形に注意し、水抜き穴の詰まりは早めに修理する。

台風・土砂災害等で被害が発生したら
　万一、被害を受けた場合、その応急対策や復旧工事等は所有者本人が行うことが基本ですが、緊急を
要する場合など、市が支援等を行うことができる場合がありますので、ご相談ください。
●災害応急措置
　⑴シート張、土のう積み等の支援
　　・�高齢者世帯等のため自力で応急対策を行うことが困難で、今後被害が拡大し、家屋、道路等へ被

害が及ぶ危険性が高い場合など
　⑵流入土砂、倒木等の取り除きの支援
　　・住宅または敷地内へ土砂流入や倒木があり、家屋に出入りできない状態にある場合など
●災害復旧事業
　被害を受けた個人財産のうち、田・畑等の農地や山林など、国・県・市の事業で支援できる場合があります。
　なお、実施までには期間を要することがあります。

※大雨や台風の時、気象台は、さまざまな気象情報を発表します。
●気象庁ホームページ　：　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
●鹿児島県　土砂災害発生予測情報　：　http://www.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/
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●　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
豊かな経験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。

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、お墓の掃除や草取り、花替えなども引き受

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。
　・�古着等のリフォームや手芸小物作り教室、パソコンの起動から個人の能力に応じて学べるパソコン教室など

に参加されませんか。
　・育児や介護で悩む方々が相互に相談や交流をし、活力を取り戻す場としてもご利用ください。

○問合せ　�公益社団法人　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 (http://www.sjc.ne.jp/kushikino/)

「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」

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

福祉課（☎33-5619）

技能分野

● 植木剪定

●大工・障子張り

●ペンキ塗りなど

事務分野

●文書管理事務

●宛名書・賞状書

●受付事務など

管理分野

●駐車場・駐輪場

●施設管理

●物品管理など

軽作業分野

●公園清掃

●草払・除草

●荷造りなど

折衝・外交分野

●パンフレット配布

●集金・配達

●店番・検針など

家事サービス分野

●掃除・室内整理

●食事づくり

●洗濯など

地域の高齢者が長年の経験を活かしお手伝いします
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　合併処理浄化槽は、
①	家庭から出る汚水をきれいな排水にして流せるので河川などがきれいになります。
②	水洗トイレで毎日の生活が快適になります。
③	設置スペースは、乗用車１台分程度です。
④	設置工期が短く、すぐに使用できます。

① 新築・建替への補助金は廃止になりますのでご注意ください！
　�　ただし移行期間として平成24�年 12�月末までに申請し、かつ平成25�年 3�月 31�日までに完成検査が完
了したものは従来どおり補助します。

② 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換すると補助金が加算されます。
　　�ただし市内業者で施工された場合に限ります。
補助金の区分（平成 24 年度から平成 27 年度）

　�　浄化槽を設置した場合、浄化槽の機能を十分に発揮させ、適正に維持管理していくため、浄化槽に関す
る法律で、『法定検査』、『保守点検』、『清掃』の３つが義務づけられています。
　�　この中の『法定検査』で、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽とも毎年１回検査（定期検査）を実施すること
になっていますが、当分の間は古いものから概ね４年に１回検査を行っています。
　　検査は、（公財）鹿児島県環境検査センターが行い、検査の前に葉書などで連絡があります。
　　〔検査手数料〕10人槽以下：合併処理浄化槽6,000円・単独処理浄化槽4,000円

上下水道課　
☎ 21-5157

☎ 21-5158

環境を守り、生活を便利にする合併処理浄化槽を設置しましょう

補助金制度

10月1日は「浄化槽の日」です
「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に全面施行されたのを記念して設けられました。

法定検査と維持管理

合併処理浄化槽の場合

すべての汚水を処理

単独処理浄化槽の場合

トイレの汚水だけを処理

単独処理浄化槽やくみ
取りトイレの場合は、
台所などの排水がその
まま流れ、河川などの
汚れの原因になってい
ます。

トイレ トイレ風呂 風呂洗面 洗面洗濯 洗濯台所 台所

人槽 5�人槽
（現行332,000円）

７人槽
（現行414,000円）

10人槽
（現行548,000円）

施工業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者 市内業者 市外業者

補助金額
くみ取り便槽から 432,000円 332,000円 514,000円 414,000円 648,000円 548,000円
単独処理浄化槽から 542,000円 332,000円 624,000円 414,000円 758,000円 548,000円
合併処理浄化槽から 332,000円 332,000円 414,000円 414,000円 548,000円 548,000円

単独処理浄化槽を撤去した場合90,000�円が別途加算されます（市内・市外の施工業者は問いません）

【補助金の条件】
①�居住を目的とした住宅であること。（店舗などが併設する場合は、
住宅部分が２分の１以上あること。）
②処理対象人員が10人以下の浄化槽であること。
③対象地域や規格など、市が定めている条件に適合すること。

次の場合は補助対象になりません
○��公共下水道の認可区域内及び漁業集落排水
処理区域内

○�建売等の販売目的で住宅を建設する場合
○�借家等で大家の承諾が得られない場合
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10月は「土地月間」です
政策課（☎33-5634）

　土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのため
にも土地の有効利用が大切です。 
　土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体が出来る限りの取り組みを行うことはもちろんで
すが、何よりも土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
　このような観点から、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定めています。
　市民の皆様の土地月間へのご理解とご協力をお願いします。

　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、土地の売買等について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。

～　大規模な土地取引には届出が必要です　～

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。

○市街化区域（現在該当なし）
　２,000平方ﾒｰﾄﾙ以上

○市街化区域以外の都市計画区域
　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。

※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には届出が必要
　となります。（買いの一団）

◆届出書類等
　・土地売買等届出書　
　　（添付書類）
　・当該届出に係る土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わるもの
　・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面（市町村管内図等）
　・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面（住宅地図等の写し）　
　・土地の形状を明らかにした図面（作成しない場合は、公図（字図）の写し）
　※届出書及び添付書類について、それぞれ正・副１部ずつ提出してください。

◆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
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　40歳以上の方は「特定健診」により、自分の健康状態をチェックする機会があ

りますが、40歳未満の方は、そのような機会がなかなかありません。

　今回は、20歳から39歳までの方を対象に、献血を利用した血液検査と同時にラ

イフスタイル問診・血圧測定・腹囲測定を10月27日（土）開催の「いちき串木野〜

地かえて祭り〜」会場内で実施します。多くの方々の参加をお願いします！！

　※献血できない方は、健康チェックだけ実施いたします。

【対象者：20歳から39歳でいちき串木野市に住所のある方】

【参加料：無　料、先着100人　参加賞あり】

①ライフスタイル問診　　②血圧測定・体重測定・腹囲測定

③※生化学検査（おもに糖尿病や高脂血症などを調べます）

　�（ALT ･γ -GTP ･総蛋白･アルブミン･アルブミン対グロブリン比･総コレステロール･ HDL コレス

テロール・LDL コレステロール･グリコアルブミン）

④※末梢血検査（おもに貧血などを調べます）

　（赤血球数･ヘモグロビン量･平均赤血球ヘモグロビン濃度･白血球数・血小板数）

※�これらの項目は、献血によるものですが、比重不足などで献血できなかった場合でも、採血し

ます。

２．申込方法

串木野健康増進センターまで電話でお申し込みください。

　☎33－3450

　先着100人までとさせていただきます。

10月５日（金）までにお申し込みください。

※お願い（あらかじめご了承ください）
　・妊娠中および授乳中の方は、献血できません。

　・�７〜９月中に献血をされた方は献血カードで次回

の献血可能日をご確認いただきお申し込みくださ

い。

３．申込期限

【問合せ】　串木野健康増進センター　☎３３－３４５０

～輝けヤングハート＆ヘルス事業の流れ～

１．健康チェック項目について

輝けヤングハート＆ヘルス事業の参加者募集
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No.65
〜第７回市小学校水泳記録会〜

　７月 25日、串木野小学校プールで第７回いちき串木野市小学校水泳記録会が開催されました。
　
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）※◎印は、新記録です。
●　自由形　５年男子　　50ｍ　栗元　颯希（荒　川）　　　40秒４
　　　　　　５年女子　　50ｍ　濵田　梨穂（市　来）　　　43秒０
　　　　　　６年男子　　50ｍ　上薗　伶都（照　島）　　　38秒２
　　　　　　６年女子　　50ｍ　赤尾　優綺（串木野）　　　40秒０
　　　　　　６年男子　�100ｍ　大久保尚斗（串木野）◎１分22秒９
　　　　　　６年女子　�100ｍ　西橋　倫加（串木野）　１分41秒５
●　平泳ぎ　５年男子　　50ｍ　栗元　颯希（荒　川）◎　　51秒３
　　　　　　５年女子　　50ｍ　岡田　菜野（串木野）　１分00秒０
　　　　　　６年男子　　50ｍ　大久保尚斗（串木野）　　　52秒２
　　　　　　６年女子　　50ｍ　赤尾　優綺（串木野）　　　55秒６
　　　　　　６年男子　�100ｍ　竹下侑希弥（荒　川）　１分54秒１
　　　　　　６年女子　�100ｍ　濵田　佳穂（市　来）　１分51秒３
●　背泳ぎ　５年男子　　50ｍ　江藤　楓真（串木野）　　　58秒２
　　　　　　５年女子　　50ｍ　濵田　梨穂（市　来）　　　59秒９
●　200ｍリレー　男子�照島小Ａ◎２分50秒５、女子�市来小Ａ　２分57秒1

〜市中学校英語力向上夏季セミナー〜
　７月30日〜31日に市来地域公民館で「市中学校英語力向上夏季セミ
ナー」を実施しました。各中学校より38人の生徒が参加し、先生方の指
導のもと、英語の勉強で分からないところを中心に学習に取り組みま
した。
　また、２日目の最後にスピーチ発表の経験も行いました。いちき串木野
市の名所や食、行事などの写真を基に自分で考えた英語の原稿を暗記し、
舞台の上で発表しました。英語の勉強の仕方の講義もありました。
　子どもたちは「苦手なところを中心に先生方が教えてくれたのでとてもいい勉強になりました」「ス
ピーチは初めてだったので緊張したが、よい経験になった」「日頃の勉強の仕方についても参考にな
り、今後の学習に生かせそうだ」などの感想が寄せられました。
　講師の先生方からは「みんな自分の課題をもって熱心に取り組んでいた」「集中してよく勉強してい
た」「スピーチでは身振りを付ける生徒もいて皆堂々としていた」等の感想をいただきました。

〜採集植物等標本名付け会〜
　８月24日に市来地域公民館で行い、24人の子どもたちが、貝、
植物、昆虫、岩石の名前や特徴を専門の先生方に教えてもらい
ました。子どもと同じように熱心に聞き入る保護者の姿や、「調
べたけれど分からなかった名前や整理の仕方を教えていただき
よかった」と、自然への興味・関心をより一層深めた子どもたち
の姿が見られました。
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〜 教育講演会 〜　
　　

　８月２日、市教育講演会をいちきアクアホールで開催し、230 人の

学校教職員・PTA・地域の方等の参加がありました。講師は、県教育

庁義務教育課指導監の寺園伸二先生で、演題は「教育（人づくり）の

原点を考える」でした。

　先生は、行動生物学の視点から教育を考え

たり、認知心理学の視点から子どもの学習に

ついて考えたりしながら、教育を取り巻く環

境の変化や県の教育施策の具体的な方向性について、分かりやすく講話を

してくださいました。

〜子どもサミット開催〜
　８月６日にいちきアクアホール多目的室で開催し、市内の小・中

学校の児童会・生徒会代表が「明るい学校・地域を築いていくために」

という内容で話し合いました。

　各学校の児童会・生徒会の取組を紹介しあった後、ボランティア

を中心に市内全ての学校で取り組むことについて話し合いました。

小学校でも、中学校でも取り組んでいくこととして次のスローガン

が決まりました。

　

　

　

地域が育む「かごしまの教育」県民週間
（11月１日〜７日）のお知らせ

　11月１日〜11月７日は、「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」です。期間中、全ての学校で

授業や教育活動を参観する機会が設けられます。これに合わせて文化祭や講演会などを実施する

学校もあります。

　また、この期間の前後に、市全体として次の行事が開催されます。この機会に、地域の学校・

学校の子どもたちの様子をご覧ください。（各学校の具体的な行事の日時については、お近くの学校

にお問い合わせください。）

●　青少年のための科学の祭典　いちき串木野市大会

　・日時　10月13日（土）９:30〜15:00　　・場所　いちきアクアホール

●　いちき串木野市中学生英語暗唱・スピーチ発表会

　・日時　10月23日（火）14:00〜16:20�　��・場所　いちきアクアホール

●　いちき串木野市小・中学校音楽発表会

　・日時　11月９日（金）12:45〜16:00������・場所　市民文化センター

あいさつは　心をつなぐ　ボランティア

市全体の行事
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姉妹都市サリナス市を派遣団が訪問

日 都　市　名 スケジュール 宿泊先

�6 日【月】
いちき串木野市
鹿児島空港
羽田空港

市役所出発
羽田空港へ
サンフランシスコ空港へ

ホテル

7日【火】
サンフランシスコ
サンタローザ
バークレー

市役所視察・市内観光
シュルツミュージアム・パラダイスリッジワイナリー
メジャーリーグ観戦

ホテル

8日【水】 シリコンバレー スタンフォード大学見学、インテルミュージアム見学
ＺＬテクノロジーズ�会社見学 ホテル

9日【木】 ヨセミテ国立公園 ヨセミテビレッジ、マリポサグローブ ホテル

10日【金】 パソロブレス
サリナス

ハーストキャッスル見学
サリナス市�到着　⇒受入家庭と対面 串木野人会家庭

11 日【土】 サリナス 自由行動 串木野人会家庭
12 日【日】 サリナス 協会ピクニック�⇒ホームステイ先との対面 ホームステイ
13 日【月】 サリナス 高校訪問、大学見学、モントレー観光 ホームステイ
14 日【火】 サリナス サリナス市内観光（市長表敬訪問） ホームステイ
15 日【水】 ワトソンビル 観光農園見学（Dole,Gizdich 農園） ホームステイ
16 日【木】 カーメル 姉妹都市協会長別宅にてﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ ホームステイ
17 日【金】 モントレー モントレー市内観光 ホームステイ
18 日【土】 　 ホストファミリーと自由行動 ホームステイ

19 日【日】 サリナスサンフランシスコ空港
ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ空港へ
羽田空港へ 機内

20日【月】 羽田空港 都内ホテルにて宿泊 ホテル

21日【火】 羽田空港鹿児島空港
鹿児島空港へ
いちき串木野市へ

　
　

　８月６日から21日にかけて、いちき串木野市・サリナス市姉妹都市協会の第12回米国派遣助成事業
により派遣生８名と引率２名が姉妹都市であるアメリカ合衆国カリフォルニア州サリナス市を訪問し、
ホームステイを行いました。

　出発までにオリエンテーションを重ね、昭和30年代に
北米に集団移住した歴史や、移住された方々の尽力で続い
ている交流の経緯、英会話研修などを通してサリナス市や
姉妹都市交流のことを学んでから出発しました。
　サンフランシスコ周辺観光ツアー（４泊５日）では、ケー
ブルカーでのサンフランシスコ市内の散策をはじめ、長沢
鼎の縁の地、サンタローザ市内の観光、大リーグ観戦やヨ
セミテ国立公園など、初めての体験と壮大な自然に派遣生
とともに興奮と驚きの連続でした。
　シリコンバレーでは、各方面で活躍している本市出身の
方々にスタンフォード大学や IT 関連企業を案内していた
だきました。貴重な体験談を聞くことができた派遣生達
は、今後の将来を深く考える機会となりました。
　観光ツアー後にサリナス入りし、串木野出身者や現地の
協会員の皆様に温かく歓迎していただきました。
　そして、現地の市内視察や地元高校生たちとの交流や、
ホストファミリー宅での体験を通して文化の違いはもち
ろんのこと、コミュニケーション能力やおもてなしの心、
家族を大切にすることなどを学ぶことができました。
　派遣生たちは帰る日が近づくにつれ、「またサリナスに
来たい」や「もっと勉強して世界で活躍したい」と次々に口
にしました。
　派遣前の研修では、なかなか自己表現のできなかった派
遣生たちが滞在中、日に日に変化していく姿を目の当たり
にすることができました。

第12回米国派遣事業　行程表（8/6〜8/21）

ケーブルカーに乗ってサンフランシスコ市内散策

スタンフォード大学で串木野出身の西村教授と

串木野人会の皆様と

サリナス市の高校生との交流

来年は、サリナス市の高校生が本市を訪問します。
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　８月４日、冠岳花川砂防公園で「第４回冠岳せせら
ぎフェスタ」が開催されました。
　ステージでは、冠岳小学校児童による、合唱やオカ
リナの披露などがあり、自然豊かな冠岳と調和した歌
声や音色が心地よく山々に響きました。
　また、串木野高校と市来農芸高校の合同吹奏楽もお
こなわれ、集まった方たちも聴き入っていました。

冠岳せせらぎフェスタ

　８月４日、市来ふれあい温泉センター裏河川敷で
「サマーフェスタ in 市来」が開催されました。
　祇園山の四車競演に加え、フラダンスやレクダン
スなどが披露され、会場は大いに盛り上がりました。

サマーフェスタ in 市来

　「農業を始めたい」、「もっと農業を知りたい」という
市民の方を対象に、昨年８月に開講した市民農業塾
の第３期生が1年間の課程を修了し、８月10日に閉
講式が行われました。
　また、新たに７人の塾生が第４期生として入塾さ
れ、８月23日に開講式が行われました。

いちき串木野市市民農業塾

　「アドベンチャー in 甑島」の事業を８月７日から10
日までの３泊４日で実施しました。
　市内小・中学生と高校生・大学生・一般のボラン
ティアなどを含め総勢56人が上甑島の県民レクリ
エーション村を拠点にサイクリングや自炊に挑戦し、
下甑島では観音三滝公園やこしき海洋深層水工場等
下甑の東下半分をバスで移動しながら見学しました。
　参加者は今回の経験を通して一回り成長したよう
でした。また、９月１日の事後研修では、甑島の思
い出を班ごとに壁新聞にまとめました。

アドベンチャー in 甑島

まちの
話題
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　８月19日、羽島南方神社などで五穀豊穣や無病息
災を祈る太鼓踊が奉納されました。
　この太鼓踊りは、島津義弘公が朝鮮の役で武名を
挙げ、帰還したことを祝ったことが始まりとされて
います。
　近年踊り手が不足するなか、地元の女性も参加し
太鼓や鉦による勇壮な踊りが披露され、大変盛り上
がりました。

羽島南方神社『太鼓踊』

　８月26日、川上地区で「川上踊」が奉納されました。
　川上踊は五穀豊穣と平和を祈念して創始されたも
ので、市の無形民俗文化財に指定されています。
　踊り手不足のなかで、ベテランに混じって、特認
校制度で川上小学校に通っていた生徒も参加し、各
神社に踊りを奉納してまわりました。

川　上　踊

　８月26日、いちきアクアホールで、NPO法人いち
き元気会が主催する「アートフェスタ in 市来」が開催
されました。
��今年で９回目となったこのイベントには、絵画、
木工品、アクセサリーなど多彩なアート作品が並び、
大勢の来場者でにぎわいました。

アートフェスタ in 市来
〜いちきは小さな美術館〜

　８月26日、市来若者隊主催の「第10回マリンビー
チフェスタ2012 inいちき串木野」が照島海岸で開催
されました。
　残暑厳しい砂浜で、市内外から集まった67チーム
の参加者はビーチバレーやビーチフラッグスなどを
楽しみ、この夏の思い出を作りました。

第10回マリンビーチフェスタ2012
in いちき串木野

��



　８月25日、市民文化センターで「人権フェスタ in い
ちき串木野市」が開催されました。
　このイベントは、市民一人ひとりが人権の大切さを
認識し、個々の違いを豊かさとして認め人権尊重の社
会を築いてもらおうと開催されたもので、人権標語表
彰などが行なわれました。
　講演会では、元オリンピックランナーの松野明美さ
んが、子育てで大切なことや子どもさんの障がいに向
き合って家族と共に歩んできた日々について講演さ
れ、来場者は真剣に聞き入っていました。
　また、「人権標語募集」には1005点もの応募をいただ
き、その中から次の６点が入賞作品に決定されました。
市では、今後これらの標語を人権啓発活動に役立てま
す。
 人権標語入賞作品
【最優秀賞】
○みんななかよし�にこにこえがお
　　　　　みんなでつくる�おおきなわ

（照島小１年�中原�あんず�さん）
【優秀賞】
○�一人じゃないよ�みんな見ている�
　　　　　つながっている

（神村学園初等部３年�下茂�叶空�さん）
○やさしさを�みんなにつたえて�いいきもち

（市来小４年�池山�空�さん）
○差別ない�豊かな町に�笑顔あり

（生福小５年�坂口�夢�さん）
○やさしさと�思いやりで�
　　　　　笑顔あふれる�明るい社会

（市来中１年�久田�ちひろ�さん）
○もらおう��「ありがとう」の言葉��届けよう
　　　　　思いやりとはじける笑顔

（市来中２年�山下�美憂�さん）

話題まちの

　７月27日、市来中学校教職員を対象に鹿児島純心
女子大学の谷崎和代准教授による「コミュニケーショ
ン重視の性教育とデートＤＶ防止啓発」と題した講座
が開催されました。
　「性」は「生きるための心の話」でとても大切。養護教諭
や保健体育の先生だけが性教育を担当するのではなく、
学校全体での取り組みが必要であると話されました。
　また、子ども達の環境も様々なので、家庭、地域、
学校のどこかで子ども達を守れる、困ったことがあっ
たら相談できる人がいることの大切さ、必要性を話
されました。

男女共同参画出前講座 人権フェスタ in いちき串木野市

　８月５日、日置北部公設地方卸売市場駐車場で平
成24年度日置支部消防操法大会が開催されました。
（各部とも６チーム出場）
【本市代表チームの成績】
●ポンプ車の部　　　　　　●小型ポンプの部
　羽島分団　優　勝　　　　�中央分団　第３位
　中央分団　第４位���������　�羽島分団　第５位

日置支部消防操法大会

　終戦の日から67年を迎えた８月15日、いちき串木野
市戦没者追悼式が市民文化センターで行われました。
　式典には、遺族や関係者等約180人が参列し、戦
没者の冥福を祈りました。

戦没者追悼式

▲
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��８月11日、いちき串木野総合観光案内所主催の「夏
休み親子で史跡めぐり＆自由研究」が開催され、約
30人が参加されました。
　初めに薩摩藩英国留学生渡欧の地などの史跡を観
光ガイドと一緒に巡り、その後自由研究で作ったロ
ケットを打ち上げました。
　遠くは鹿児島市からの参加者もあって、大変好評
を博していました。

史跡めぐり＆自由研究

　８月13日、いちき串木野総合観光案内所前広場に
「24時間テレビ愛は地球を救う」のキャラバン隊が訪
れました。
　約120人のスポーツクラブの皆さんが集まり、思
い思いのメッセージをキャラバンカーに書いていま
した。
　また、まぐろラーメン等の試食も行われ、多くの
募金も集まりました。

24時間テレビ 愛は地球を救う！

　8月19日、ちかび展示館で「第34回ちかび展示館夏
のイベント」が開催され多くの方が来場されました。
　家族連れでの参加が多く、石油に関するクイズ大
会に挑戦したほか、普段では見られない作業トンネ
ルを見学し、石油の重要性や地下備蓄の仕組みを楽
しみながら学んでいました。
　また、特設会場では射的や金魚すくいなどのゲー
ムやお楽しみ抽選会が行われ、子どもたちは夢中に
なって楽しんでいました。

ちかび展示館夏のイベント

商店街連合会夏祭り

　８月25日、ドリームセンター周辺一帯で商店街連
合会夏祭りが賑やかに開催されました。
　ステージでは、串木野中吹奏楽部、荒川太鼓、薩摩
川内おどり太鼓による演奏やハナレイホク･フラ･ヒロ
コ、藤若流丈の会による踊りなどが披露されました。
また、ダイヤメコーナーなどもあり祭りを盛り上げて
いました。
　関係者の方は、「この祭りを通じて商店街に元気を、
そして、市民の皆様に元気や笑顔を届けられれば。」と
話しておられました。
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話題まちの

� �今年度完成した多目的グラウンドテニス場で、関西
学院大学の K.G.WinG（硬式テニス）44人の学生の皆さ
んによる夏合宿が行われました。８月６日に行なわれ
た歓迎式では特産品の「つけあげ」が贈呈され、大変喜
んでいただきました。
　今後、９月下旬まで関西や福岡から６校の大学の合
宿が予定されており、利用促進と地元への経済効果が
見込まれます。

「スポーツ合宿」歓迎式！

　８月７日に高岡市竹平記念体育館などを会場に開催
された、「全国高等学校総合体育大会」に出場した鹿児島
女子高校３年の浅野成美さん（八房）が市長表敬訪問さ
れました。
　浅野さんは、背番号「１」を付け、チームの主力とし
て172cm の長身から繰り出すスパイクで活躍し、見事
準優勝という快挙を成し遂げました。
　これから、国体や春の高校バレーなどの大きな大会
が続くということで、浅野さんのさらなる活躍が期待
されます。

全国大会で準優勝！

　本市で活動する社会人サッカーチーム、ＡＬＺＵ
Ａ ( アルスーア ) が６月３日から７月29日にかけて
鹿児島市で行われた第19回全国クラブチームサッ
カー選手権大会鹿児島県予選においてみごと優勝し
ました。それにより、９月16日から17日にかけて宮
崎県で開催された九州大会に出場しました。
　同大会鹿児島県予選は、同チームが２年連続で優
勝しています。
　今後ますますの活躍が期待されます。

全国クラブチームサッカー選手権大会
鹿児島県予選 優勝のＡＬＺＵＡ

� �８月６日、第３回全日本女子ドッジボール選手権
全国大会に出場した串木野Ｗピースの選手 ( 照島小
４人、串木野小３人 ) が表敬訪問されました。
�� 選手たちの所属する串木野Ｗピースは、鹿児
島市や霧島市のチームの選手との合同チーム
『wpeaceREVOLUTION』を結成して出場し、鹿児島県
大会で第２位に入賞して、８月11日に大阪市で開催
された全国大会に出場しました。
　おめでとうございます。

全国大会に出場！

　
８月20日から24日にかけて、第28回公民館対抗市

長旗争奪ナイターソフトボール大会が多目的グラウン
ドで行われ、熱戦を繰り広げました。
●優　勝　��平江公民館
●準優勝　��平向公民館
●第３位　��大原南公民館、別府公民館

公民館対抗市長旗争奪ナイターソフトボール大会

▲平江公民館
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おしらせ版おしらせ版
未来の宝子育て支援金制度のご案内

福祉課（☎33-5618）

行政相談所の開設

自治振興課（☎33-5632）

　10月15日（月）から21日（日）まで“行政相談週間”
です。
　行政相談委員による相談所が開設され、行政機
関に対する苦情、意見、要望などについて相談に
応じます。
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。

［串木野地域・市来地域合同］
●日　　時　10月５日（金）�９:00〜12:00
●場　　所　串木野高齢者福祉センター
●相談委員　東　節代�・�德重　涼子

　ポリオ予防接種については、これまで、生ワク
チンを用いた集団接種で、春と秋に行われてきま
したが、予防接種法の改正により平成24年9月から
不活化ワクチンを用いた個別接種（指定された医療
機関で接種します）へ変更されます。
　対象者へは、個別に通知いたしますので、通知が
届いたら母子健康手帳の予防接種欄で確認し、医療
機関に予約を入れて接種を行ってください。また、任
意で不活化ポリオワクチンを接種済みの方は、接種状
況を串木野健康増進センターまでご連絡ください。
●対象者　�生後３か月〜７歳半未満の方で、これ

までに生ポリオワクチン2回接種済みの
方や任意で不活化ポリオワクチンを4回
接種した方を除きます。

●接種回数　初回３回、追加１回（合計４回）
※�生ワクチンを１回接種した場合、残り３回を不
活化ワクチンで接種します。

※�追加の接種については、初回終了１年後に通知
書が届きます。

※�平成24年11月以降は、三種混合ワクチン（ジフテ
リア・破傷風・百日せき）に、ポリオワクチンを
加えた四種混合ワクチン予防接種が始まります。
このワクチンは、三種混合ワクチン、ポリオワ
クチンを接種していない方が対象となります。

ポリオ予防接種が変わります

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　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　第１子…２万円 ・ 第２子…３万円
　　　　　　第３子以降…10万円
・�子どもを出産した方、新たに養育する方（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入学祝金…５万円
・�既に３人以上の子どもを養育していて、第３子
以降の子どもが小学校に入学する保護者

　�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

③ 誕生日祝金…1歳から５歳までの誕生日ごとに
１万円

・�既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月
１日以降に第３子以降の子どもを出産した方（保
護者）

　�ただし、子どもの誕生日に保護者が、いちき串
木野市に１年以上住所を有していること

※�入学祝金と誕生日祝金は、申請要件の発生日に
おいて対象の子ども以外に２人以上を養育して
いる方が、対象となります。（15歳以上の子ども
を養育されている方はお問い合わせください。）

  手続き
・�出生祝金は、市役所での出生届の手続きのとき、
同時に手続きを行います。

・�入学祝金、誕生日祝金及び本市以外で出生届を
された方については、福祉課または市来庁舎市
民課で手続きしてください。

※�各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件
が発生した翌月から６か月以内です。

　（入学祝金の申請期限は、10月31日です。）

  手続きに必要なもの
・�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、市税務課発行の納税証
明書（発行手数料200円）

・印鑑
・�振込口座預金通帳（ゆうちょ銀行の場合、新口座
番号記載のもの）

　詳しくは、福祉課社会福祉係へお問い合わせく
ださい。

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　８月７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。

竹添　汰
たい

星
せい

くん　　・　　　藤田　琉
りゅうせい

聖くん

江畑　陽
よう

平
へい

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、家族みん

なで歯の健康づくりに取り組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（� 歳児歯科検診結果）
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　結核は過去の病気ではありません。定期的に健
康診断を受診して早期発見・早期治療に努めましょ
う。
　風邪のようで風邪じゃない、それが結核です。せ
き・たん・発熱・胸痛・倦怠感…これらの症状は
風邪と似ているため、単なる風邪と自己判断する
場合があります。
　これらの症状が２週間以上続いたら、結核を疑っ
て早めに医療機関で診てもらいましょう。
●結核予防週間　９月24日（月）〜９月30日（日）

●期　日　９月27日（木）
●場　所　市民文化センター
●受付時間　９：00〜16：00
●献血量　400ml　
●献血年齢　18歳から69歳まで（男性は17歳から）
※�ただし、65歳以上の献血については、献血される
方の健康を考え60歳から64歳の間に献血経験が
ある方に限ります。

●体　重　男性・女性とも50㎏以上

「結核予防週間」に関するお知らせ

串木野健康増進センター（☎33-3450）

　厚生労働省では、80歳で20本の歯を残すことを目
標に「8020運動」を推進しています。
　いちき串木野市でも、保健福祉大会（11月21日予
定）において20本以上自分の歯を残している80歳以
上の方を表彰します。
　該当する方は、次の歯科医院までご連絡ください。
（前年度までの表彰者は対象外となります。）

●応募期間　９月21日（金）〜10月20日（土）
●応募資格　�市内在住の80歳以上で（平成24年10

月20日現在）20本以上の自分の歯を持
つ元気な方

●応募場所　あおい歯科・えとう歯科
　　　　　　えのもと歯科医院・茶圓歯科クリニック
　　　　　　羽島歯科クリニック・濵田歯科医院
　　　　　　ひまわり歯科医院・前薗歯科医院
　　　　　　前田歯科・マコト歯科医院
　　　　　　丸田歯科クリニック・みどり歯科
※応募場所にて歯科検診（無料）を受けてください。
●問合せ　串木野健康増進センター

�0歳以上で�0本以上の歯を持つ
元気な方を募集しています！！

串木野健康増進センター（☎33-3450）

・�「不用品を買い取る」などと電話があり、
そのつもりで来訪を承諾したのに、実
際は当初の話にはなかった貴金属の買
い取りを持ちかけられるという訪問買
取の相談が寄せられています。

・�事例の他にも、目を離した隙にアクセ
サリーを壊され、「壊れているから使え
ませんね」などと言われ無理やり買い
取られたなどといった強引なケースも
あります。

・�訪問買取については法改正がされよう
としていますが、現行法ではクーリン
グ・オフの制度はありません。買い取
られた商品は、あとで返品してもらお
うとしても、さまざまな理由をつけら
れて取り戻せないことがほとんどで
す。買い取ってもらうつもりがないと
きは、きっぱり断りましょう。

・�困ったときは、消費生活相談窓口にご
相談ください。

古着を売るつもりが…
貴金属を買い取られた！

「リサイクルショップを開設するので、
古着や陶器などどんなものでも買い取
る」と女性から電話があり、訪問を了
承した。古着などを準備して待ってい
ると、来訪したのは男性で、「買い取る
のは貴金属、テレカ、切手だけ。貴金
属があれば見せてほしい」と言われた。

　電話の説明と違うと戸惑ったが、すでに家の中に通して
いて断りにくかったため、
しかたなく指輪 2 個を見
せた。業者は結局この指
輪を 6 千円で買い取った
だけで帰って行った。冷
静に考えると、最初から
貴金属だけが目当てだっ
たのではないか。騙され
たようだ。

（60歳代　女性）

第  52 号

見守り
新鮮情報

ひとこと
助言

見守るくん

水産商工観光課（☎33-5638）

串木野ライオンズクラブ献血

串木野健康増進センター（☎33-3450）
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メタボ健診 ( 特定健診 ) の期限がせまっています

健康増進課（☎33-5613）

　特定健診の受診券は、いちき串木野市国民健康
保険に加入されている40歳以上の対象の方全員に、
送付しております。有効期限は、10月31日です。（医
療機関により診療日が異なります。）
　まだ、特定健診を受診していない方 ( 人間ドック・
職場健診予定者は除く ) は、お早めに、次の指定医
療機関に予約をし、受診をお願いします。
　受診券を失くされた方は、健康増進課保険給付
係で再交付を受けてください。

●特定健診を、年に１回受けましょう。

●開催日時　�10月27日（土）・28日（日）�９:00〜16:10
　　　　　　集合時間８:40（ＪＲ川内駅前）　　　
　　　　　　※ツアーはＪＲ川内駅発着となります。
●内    　容　�川内原子力発電所展示館及び発電所構

内見学・ちかび展示館・地かえて祭り
（鹿児島うんまかもんグランプリ）

●参 加 料　無料
●募集人員　両日とも定員40人
�����������　　��（定員になり次第締切）
●申込期間　10月15日（月）まで
●申込・問合せ　�九州電力㈱川内原子力総合事務所　　

立地部立地第３グループ
　　　　　　☎20-4076

医 療 機 関 名 電話番号
いちき串木野市医師会立脳神経外科センタ− 32-9999
市来内科 36-5000
えんでん内科クリニック 32-7000
金子病院 33-0011
京町内科・脳神経クリニック 32-2855
串木野内科・循環器科 33-2211
久米クリニック 32-7663
さゆりクリニック 32-0080
知花内科 32-8151
新山内科医院 36-2255
野辺ひふ科クリニック 33-0250
花牟禮病院 32-3281
春田クリニック 33-2882
冨宿医院 32-3024
ふくもと整形外科・内科クリニック 32-4145
藤井クリニック 32-8000
牧野医院 35-0017
まきのせ泌尿器科 33-0122
丸田病院 32-2263
宮之原循環器内科 32-3241
和田外科医院 32-4185

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～
＆エネルギー体験ツアー参加者募集

水産商工観光課（☎33-5638）

　電気式生ごみ処理機を購入された方に、補助金
を交付しています。
●申請に必要な書類等
　・印鑑
　・�領収書（メーカー、型式等の明細が記載され、

申請者（世帯主）の名前で発行してあるもの）
　・納税証明書（１万円以上の補助を受けるとき）
●申請先
　・生活環境課�・市来庁舎市民課（☎21-5115）
●留意事項
　�　補助金の額は、電気式生ごみ処理機の購入費の２

分の１以内で、限度額は１台あたり25,000円です。
　１世帯につき１台のみ補助金を交付します。

　ごみを減量するために、買い物時の「マイバッグ
運動」を推進しています。
　また九州７県では、10月を『ごみゼロ九州キャン
ペーン』強化月間として、ごみの減量化を推進して
います。
　買い物の際には、次のことに心がけましょう。
①買物袋などを持参し、レジ袋を使わない。
②レジ袋をもらっても繰り返し使う。
③簡易包装等の商品を購入する。
④過剰包装などは断る。
　ご協力をよろしくお願いします。

　かごしま産業支援センターでは、ＩＴを活用し
て会計処理の効率化や生産システムを見直したい、
ＩＴを導入したいが方法が分からないなど、ＩＴに
関する課題、悩みに情報化アドバイザーを派遣し
ます。（単なるパソコン操作指導ではありません。）
●募集内容
　・対　象　�県内の中小企業及び県内で起業化を

目指す個人
　・時　間　２〜３時間程度
　・費　用　無料
　・募集数　先着15社程度
　・締　切　平成25年２月８日（金）
　　　　　　（募集数になり次第締切）
●問合せ
　公益法人かごしま産業支援センター�総務情報課
　☎099-219-1275　E-mail:�info@po.kric.or.jp

中小企業及び起業を目指す皆様へ
情報化アドバイザー派遣のお知らせ

水産商工観光課（☎33-5638）

電気式生ごみ処理機購入補助金

生活環境課（☎33-5614）

マイバッグの使用を心がけましょう

生活環境課（☎33-5614）
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　この講習会は、雇用・就業を希望する高齢者に
対し、お店や事務所などの施設を清掃するために
必要な基本的な知識・技能を習得していただくこ
とを目的としています。
●受講資格　 ハローワークに求職登録をしている

55歳以上の方（男女問わず）
●講習日程　10月11日（木）〜10月24日（水）
　　　　　　（10日間：延べ41時間、土・日休み）
●募集人員��20人
　　　　　　（応募者多数の場合、選考となります。）
●受講料及びテキスト代���無料
●講習内容　�施設の清掃等に係わる基礎知識。台

所・浴槽・トイレ等の掃除の仕方。墓
石清掃に係わる基礎知識と文字塗装。

●講習会場
　いちき串木野市シルバー人材センター作業室
　（いちき串木野市栄町16）
●申込締切　９月28日（金）必着　
●申込・問合せ
・�公益社団法人�鹿児島県シルバー人材センター連

合会
　☎099-206-5422�　Fax099-206-5410
　E-mail:�kashiren@sjc.ne.jp�
・�公益社団法人�いちき串木野市シルバー人材セン
ター

　☎32-9000�　Fax33-2266
　E-mail:�ichikushi-sm@sjc.ne.jp
※�申込書は、いちき串木野市シルバー人材センター
にあります。

※�いちき串木野市シルバー人材センターでは、会
員を募集しています。特に、草刈り・剪定ので
きる方が不足していますので、お気軽にご相談
ください。

　いちき串木野づくし産業まつり〜地かえて祭り
〜で行われる、ダンス王決定戦に出場しませんか？
●内　　容　�１団体の持ち時間は、予選が２分程

度、ファイナルが５分程度。幅12.6
ｍ×奥行き7.2ｍ程度のステージ上で
のダンス披露となります。

●日　　時　10月27日（土）　15:30〜17:00
●場　　所　地かえて祭り会場内メインステージ
●応募資格　�年齢・性別・住所・踊りのジャンル

は問いません。（※小学生以下は保護
者同伴）

●応募締切　10月１日（月）午後５時まで
●応 募 先　いちき串木野商工会議所
　　　　　　青年部事務局��☎32-2049

クリーンスタッフ講習の受講者募集

福祉課 (☎33-5619)

いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～
ダンス王決定戦出場者募集

水産商工観光課（☎33-5638）

●開 講 式　10月24日（水）18:30〜20:00
●場　　所　市来体育館ほか
●期　　間　10月24日〜平成25年３月13日
　　　　　　（全10回　毎月第２・第４水曜日開催）
●対 象 者　小学生・中学生・高校生
　　　　　　（小中学生については保護者の送迎が必要）
●保 険 料　・小中学生　800円
　　　　　　・高校生　1,850円
●申込方法
　９月24日（月）午前９時から申し込みを開始しま
す。所定の申し込み用紙に必要事項を記入（小中学
生は保護者承諾印が必要）のうえ、保険料を添えて
市民スポーツ課（市来庁舎）または総務課（串木野庁
舎）へ申し込んでください。
※申し込み用紙も上記２か所に設置してあります。
●申込締切　10月12日（金）

　県では、地域から要望の多い河川の堤防等の維
持管理について、地域との共生・協働の観点から「地
域住民、ボランティア団体、市・県」が協力して河
川の伐採を実施し、住みやすい環境をつくること
を目的とした活動を支援する事業に取り組んでい
ます。
●支援対象団体　�県管理の河川敷において、2,000㎡以

上の伐採活動を行う。
●支援内容　支援額：一律50,000円
　　　　　　（�伐採経費、活動中の事故に備えた傷

害保険料等として）
●問 合 せ　鹿児島地域振興局建設部日置市駐在
　　　　　　☎099-273-3452（内線301）

９月の市税納期
税務課（☎33-5682）

市県民税　　　　　　第２期 10月１日

税金は　未来をよくする　希望の光
（平成23年度「税に関する作品」より）

　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。

「わがまちの川サポート推進事業」の
支援対象団体を追加募集しています

土木課（☎21-5151）

バスケットボール教室受講生募集

市民スポーツ課 (☎21-5129)
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障害者委託訓練生募集（ＯＡ事務科・総合実務科・介護福祉科）

福祉課（☎33-5619）

赤い羽根共同募金運動にご協力を
10月１日～12月31日

　今年も皆様のご協力をお願いします。
　私達の一人ひとりの小さな善意が大きな輪とな
り、地域福祉増進に役立つよう多くの温かいご協
力をお願いします。

いちき串木野市共同募金委員会
（串木野高齢者福祉センター内☎32-3183）

ＯＡ事務科
●訓 練 内 容　パソコンを利用した訓練　 ・ワープロ（Ｗｏｒｄ）　初級程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・表計算（Ｅｘｃｅｌ）　初級程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・�インターネットと E-Mail、ホームページ作成
●訓練実施場所　職業訓練法人　川内能力開発協会
　　　　　　　　〒895-0044　薩摩川内市青山町4597� ☎22-3873
●授 業 料　無料�（訓練期間中は訓練受講給付金または訓練助成金が支給される場合もあります。）
●定　　　　員　�８人
●訓 練 期 間　３か月（土・日・祝祭日、年末年始は休み）
　　　　　　　　12月４日（火）〜平成25年２月26日（火）　９:10〜15:50
●対 象 者　�身体に障がいをお持ちの方で、早期の就職や復職を目指す方
●募 集 期 間　10月１日（月）〜10月29日（月）

総合実務科�
●訓 練 内 容　実践能力習得訓練コース
　　　　　　　　・野菜選別、温泉施設の運営業務、園芸　　・その他独自の職業訓練
●訓練実施場所　�特定非営利活動法人クリンカ鹿児島
　　　　　　　　〒891-1107　鹿児島市有屋田町603-5
　　　　　　　　☎099-298-4002　FAX099-298-2721（ＪＲ伊集院駅からバス送迎あり）
●授 業 料　無　料
　　　　　　　　�（訓練期間中は訓練受講給付金または訓練助成金が支給される場合もあります。）
●定　　　　員　�５人
●訓 練 期 間　３か月（土・日・祝祭日、年末年始は休み）
　　　　　　　　12月７日（金）〜平成25年２月28日（木）　９:10〜15:00
●対 象 者　�精神に障がいをお持ちの方で、早期の就職や復職を目指す方
●募 集 期 間　10月２日（火）〜10月30日（火）

介護福祉科�
●訓 練 内 容　県知事指定ヘルパー２級養成講座課程　　・その他独自の就労支援講座
●訓練実施場所　�特定非営利活動法人　サポートロコペリ
　　　　　　　　〒892-0841　鹿児島市照国町17-11　ホテルアルファ館（１階会議室）　☎0995-73-5565
●授 業 料　無　料
　　　　　　　　�（訓練期間中は訓練受講給付金または訓練助成金が支給される場合もあります。）
●定　　　　員　�８人
●訓 練 期 間　３か月（土・日・祝祭日、年末年始は休み）
　　　　　　　　12月７日（金）〜平成25年２月28日（木）　10:00〜15:50
●対 象 者　�知的障がいの方で、早期の就職や復職を目指す方
●募 集 期 間　10月２日（火）〜10月30日（火）

【願書提出先】　最寄りのハローワーク
【問　合　せ】　・最寄りのハローワーク
　　　　　　　・鹿児島障害者職業能力開発校
　　　　　　　　〒895-1402　薩摩川内市入来町浦之名1432　☎44-2206　FAX44-2207

　昭和37年に結婚されたご夫妻は、今年金婚（結婚
50年）の年を迎えられます。
　社会福祉協議会では、金婚のご夫妻を元気いきい
きフェスタにてお祝いすることにしており、民生委
員の方を通じ、調査を行っています。
　該当される方は、担当民生委員へ10月15日（月）
までにお知らせください。
　なお、昭和37年以前に結婚されてご夫妻とも健
在である方で、まだ社会福祉協議会からのお祝いを
受けていない方は、お知らせください。

金婚夫妻の該当者調査

社会福祉協議会（☎32-3183）
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●日　時　10月11日（木）10:00〜15:00
●場　所　市来庁舎１階会議室
●相談員���川内年金事務所職員
　予約制による年金相談となっています。
　相談を希望される方は、10月１日（月）までに串木野
庁舎市民課または市来庁舎市民課まで申し込みくだ
さい。
　相談当日は、年金手帳または基礎年金番号通知書
及び身分を証明するもの（運転免許証、保険証、パス
ポート等）を持参してください。
　代理の方が来られる時は、委任状および代理の方
の身分を証明するものが必要です。委任状は任意の
様式で構いません。
※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。

●日　時　９月27日（木）10:00〜11:45（雨天決行）
●場　所　串木野国家石油備蓄基地（西薩町１番地）
　この訓練は、鹿児島県石油コンビナート等防災計
画に基づき、災害応急活動の習熟とともに、迅速か
つ円滑な関係機関相互の連携及び協力体制を確立し、
防災体制の強化と意識の高揚を図ることを目的とし
て実施されます。
※当日は、付近一帯で消防車や救急車がサイレンを
鳴らして走行しますので、火災や事故と間違わない
ようにお願いします。
　また、この訓練に県消防防災ヘリコプターも参加
するため、一部の地域に騒音等のご迷惑をおかけす
る場合がありますので、皆様方のご協力をお願いし
ます。

地域安全ニュース
「毎月11日は、地域安全推進の日」

【みんなでつくろう　安全安心のまち】

自治振興課（☎33-5631）

●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

10月11日（木）から10月20日（土）にかけて「全国地域安全運動」が実施されます。
【メインスローガン】　「みんなで　つくろう　安心の街」
【運動の重点】
　★子どもと女性の犯罪被害防止
　★住宅を対象とした侵入犯罪の防止
　★万引き、自転車盗、車上ねらいの防止
　★振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止
　�　いちき串木野地区防犯協会・いちき串木野警察署・地域安全モニター等ボランティア団体と協
力しながら、広報、パトロールに努めます。地域の皆さん一人ひとりが、犯罪被害に遭わないよ
う協力しましょう。

「子供の健全育成のための家出防止と早期発見・保護活動」
　２学期が始まり、この時期子供たちは、夏休み期間中の気の緩みなどで、家出
や深夜はいかい等の非行に走りやすくなります。興味本位や小遣い銭欲しさから
携帯電話等で出会い系サイト等を利用し、犯罪の被害者となるケースが多いよう
です。子供の家出を防ぎ、犯罪被害から子供を守るためには、日頃から子供と積
極的に会話をし、子供の変化（サイン）に早く気付くことが必要です。子供の非行
で困った時は、１人で悩まず、警察署・交番・駐在所等にご相談ください。

「知っていますか？　インターネットバンキングに係る不正アクセスについて」
　昨年８月から１１月にかけて、インターネットバンキング（インターネットを利用した銀行取引）で
利用者のＩＤ・パスワード情報が盗まれ、利用者名義の口座から他人名義口座に数百万円が不正送
金されるという事案が複数発生しました。本年６月以降も同様の事案が再発し、被害拡大が心配さ
れます。

【被害を防止する為に】
○不審なメールは開かない。　○メール本文に記載されているアドレスから接続しない。
○不審に思ったら、その金融機関に直接問い合わせる。
○フィッシング（メール等を使った詐欺）を見つけたらフィッシング１１０番へ（☎099-206-0110内線3172）

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）

平成��年度 鹿児島県石油
コンビナート等総合防災訓練

消防本部（☎32-0119）
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　市内、主に生福・冠岳地区において広葉樹が枯
れる被害が発生しています。この被害は、カシノ
ナガキクイムシと呼ばれる体長5mm 程度の虫に
よるものです。
●被害を受けやすい木
マテバシイ、イタジイ、アラカシ、ウバメガシな
どのシイ・カシ類。県内ではマテバシイの被害が
最も多い。
●森林機能への影響
　これまでの県内被害地では、３年程度で被害が
終息しており、被害を受けて葉が変色しても多く
は枯れずに回復する事例が確認されています。広
葉樹林はシイ・カシ類のほか、被害にあわない他
の多くの樹種によって構成されているため、森林
にある木が全て枯れることは少なく、水源かん養
や土砂流出防止などの森林の機能が大きく失われ
ることはないと考えられています。

　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。

※１�『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）　

※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。

10 月の心配ごと相談

社会福祉協議会（☎32-3183）

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
5日 12日 19日 26日

串木野高齢者
福祉センター
  9：00

〜

12：00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心 配ごと

相 談 員

健康・介護相談 − ○ − − 看 護 師

年 金・ 保 険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社 会 保 険

労 務 士

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

9日 16日 23日 −
心 配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

　鹿児島県司法書士会、鹿児島県土地家屋調査士会
及び南九州税理士会鹿児島県連合では、10月1日「法
の日」にちなんだ記念事業として次のとおり無料法
律・登記・税務相談所を開設します。
　お気軽にご相談ください。
●相談日時 10月６日（土）

●受け付ける相談内容
・土地建物の登記に関する事項
・土地の地積、分筆、測量、境界に関する事項
・会社の登記に関する事項
・�所得税、贈与税、相続税、その他税務一般に関す
る事項

・遺言書
・成年後見手続き
・裁判手続や裁判所に提出する書類の相談等
・消費者金融問題、架空請求問題
・供託に関する事項
・その他様々な相談
●問合せ
　鹿児島県司法書士会　☎099-256-0335

　鹿児島公証人会では、公証制度の普及事業の一環
として公証に関する無料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　10月６日（土）〜７日（日）９:00〜12:00
●相談会場　鹿児島公証人合同役場
　　　　　�����（鹿児島市山下町17-12）
●相 談 料　無　料
●相談内容　�公証事務全般、遺言・任意後見契約・

売買・消費貸借・賃貸借・債務弁済、
離婚給付等の各種契約、私署証書認
証・会社の定款認証、確定日付の付
与等

●担 当 者　公証人
　　　　　　※相談者の秘密は固く守られます。
●問 合 せ　鹿児島公証人会（鹿児島市山下町17-12）
　　����　　　☎099-222-2817

「無料法律・登記・税務相談所」の開催

水産商工観光課（☎33-5638）

相談会場 住　　　所 開催時間
ドリーム
センター いちき串木野市元町 236

10:00
〜

16:00

日置市
中央公民館 日置市伊集院町郡 1-100

薩摩川内市
中央公民館 薩摩川内市大小路町14-5

宮之城
ひまわり館

さつま町宮之城屋地
2117-7

鹿児島公証人会による「無料公証相談所開催」

総務課（☎33-5626）

カシノナガキクイムシによる広葉樹の被害

農政課（☎33-5635）・産業経済課（☎21-5122）
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　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。

【10月の巡回日程】

※�詳しくは、市立図書館（☎33-5655）へお尋ねくだ
さい。

移動図書館車巡回コース

文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱図書館流通センター

お　く　や　み（８月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります）

コース サービスステーション（予定時刻）

１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）
塩田団地（15:30〜16:20）

２コース

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�）（15:00〜15:20）
酔之尾東団地（15:30〜16:20）

３コース

冠岳小学校（13:10〜14:00）
ｳｯﾄﾞﾀｳﾝ集会室前（14:20〜15:00）
酔之尾西潟山ｱﾊﾟｰﾄ駐車場（15:20〜
15:40）
ひばりが丘団地（15:50〜16:30）

４コース 羽島中学校（13:10〜13:50）
５コース 羽島小学校（13:10〜14:00）
６コース 生福小学校（13:10〜14:00）

７コース

川上小学校（13:00〜13:45）
中組集落センター（13:50〜14:10）
迫公民館（14:20〜14:40）
川南交流センター（14:50〜15:10）�
駅前公民館（市来駅）横（15:20〜16:40）

８コース 串木野西中学校（13:10〜13:50）
浜町市場通り会無料駐車場（14:00〜14:20）

９コース 生冠中学校（13:10〜13:50）
袴田東（14:10〜14:30）

10コース 荒川小学校（13:10〜14:00）
11コース 旭小学校　（13:10〜14:00）
12コース 冠岳小学校（13:10〜14:00）
13コース 羽島小学校（13:10〜14:00）
14コース 生福小学校（13:10〜14:00）

15コース

川上小学校（13:00〜13:45）
恵比須県営住宅（14:00〜14:20）
佐保井住宅（14:30〜14:50）
迫田前県営住宅（15:00〜15:20）�
駅前公民館（市来駅）横（15:30〜16:40）

コース 巡回日 コース 巡回日
１コース 10月２日（火） 9コース 10月11日（木）
２コース 10月３日（水） 10コース 10月16日（火）

３コース 10月４日（木）
冠岳小休み 11コース 10月17日（水）

４コース 10月５日（金） 12コース 10月18日（木）
５コース 10月９日（火） 13コース 10月23日（火）
６コース 10月10日（水） 14コース 10月24日（水）
7コース 10月12日（金） 15コース 10月25日（木）
8コース 10月22日（月）

　本市では、西薩中核工業団地でのメガソーラー
事業など再生可能エネルギーの促進に取り組んで
います。
　今回、この取組みの一環として、「コミュニティ
で取り組む再生可能エネルギー」をテーマに、自然
エネルギー推進の第一人者である「おひさま進歩エ
ネルギー㈱」（長野県飯田市）代表取締役�原亮弘氏を
お迎えして自然エネルギー市民講座を開催します。
　本年７月施行の再生可能エネルギー固定価格買
取制度をコミュニティで活用する方法、本市の薩
州自然エネルギー工業団地の取組みなどを紹介し
ます。
●日　時　10月8日（月・祝）17:30〜
●会　場　シーサイドガーデンさのさ
●入場料　無料
●申込み　�10月5日（金）までにさつま自然エネルギー

（☎33-1510）に電話等でお申し込みく
ださい。（当日受付でも構いません。）詳
細は市ＨＰで。

自然エネルギー市民講座を開催します

政策課（☎33-5628））

故　人 年齢 住 所 ま た
は 公 民 館 喪主または届出人

藤　﨑　邦　博 61 浜　中 藤　﨑　かず子
中　野　ヨシノ 86 宇都（市） 平　川　カズ子
森　谷　龍　代 60 日出町 森　谷　隆　雄
松　田　知　子 84 照　島 松　田　教　孝
紙　屋　末　治 87 木場迫 紙　屋　ミツノ
津　田　國　春 78 小　瀬 津　田　光　江
網　屋　昭　一 84 照島下 網　屋　ヨシ子
鶴　田　フ　ミ 90 栄町（串） 鶴　田　　　睦
勝　田　一　雄 99 曙　町 勝　田　フ　ヂ
平　田　和　子 70 天神町 平　田　俊　郎
山　下　　　護 74 内　門 山　下　勢津子
水　流　 　男 87 浜ケ城 水　流　富　子
瀬　川　静　枝 94 大　里 瀬　川　敏　夫
萩　元　アキヱ 89 萩元上 萩　元　義　治
赤　岩　幸　雄 73 八　房 赤　岩　優　子
宮　下　廣　志 98 栄町（市） 宮　下　幸一朗
田　代　宣　照 94 麓 田　代　住　子
小　野　健　市 91 緑　町 小　野　　　智
肥　前　タミヱ 85 港　町 肥　前　　　守
中　尾　シ　モ 92 西浜町 中　尾　幹　雄
田　代　量　雄 79 岩　下 田　代　ユキ子
石　神　鈴　子 93 栄町（市） 石　神　卓　朗
西　　　　　薫 88 牛ノ江 西　　　エミ子
竹　野　　　勇 75 東島平町 竹　野　千　枝
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かわいい天使たち

福留　佑
ゆう

真
ま

くん
（大原町）

おにいちゃんと仲の良い
元気な子に育ってね。

父：和人さん・母：千代美さん

萬福　朋
とも

歌
か

ちゃん
（旭町）

姉妹仲良く健やかに♡
これからよろしくね
父：貴教さん・母：さやかさん

村山　瑛
あき

斗
と

くん
（ウッドタウン）

明るく元気に育ってね！
父：大樹さん・母：里美さん

原田　龍
りゅう

くん
（島平上）

原田 family に生まれて
きてくれてありがとう♡
父：敬輔さん・母：恭子さん

野村　悠
ゆう

斗
と

くん
（大薗）

元気に生まれてきてくれて
ありがとう

父：哲也さん・母：雅美さん

下茂　楓
ふう

華
か

ちゃん
（平江）

にいに、ねえねと仲良く
元気に大きくなあれ☆
父：勝洋さん・母：美保さん

山下　龍
りゅう

之
の

介
すけ

くん
（浦和町）

元気にのびのび育ってね。
父：晃さん・母：由佳さん

内山　琉
る

優
う

くん
（上名）

元気に産まれてきてくれて
ありがとう♡

父：亮平さん・母：直美さん

宮之原 悠
ゆう

人
と

くん
（旭町）

元気にすくすく育って
いっぱい遊ぼうね♡
父：正敏さん・母：美加さん

西野　幸
こう

史
し

郎
ろう

くん
（天神町）

産まれてきてくれて
ありがとう。

父：幸雄さん・母：エリカさん

松田　莉
り

那
な

ちゃん
（大原南）

素直でかわいい
女の子になってね。
父：和久さん・母：望さん

濵㟢　哲
てっ

汰
た

くん
（ウッドタウン）

生まれてきてくれたことに
感謝！！

父：純さん・母：愛美さん

子どもの名前 保護者 住 所

上園　崇
たか

仁
ひと

くん　
父：徹さん

母：聖子さん 大原南

山下　美
み

龍
ろん

ちゃん
父：睦雄さん

母：明日香さん ウッドタウン

（７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）
　（ 届出人が同意され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。）

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等に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ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ3124��


