
12

民生委員児童委員及び主任児童委員がかわりました 
福祉課（☎33-5619）

CIVIC  NEWS

　来年1月に実施する市フォトコンテスト2019の
一環として、11月23日に照島海岸周辺で市内在住
の写真家　下薗詠子さんに学ぶ撮影会を開催しま
した。
　参加者は下薗さんのアドバイスを受けると、プ
ロのモデルの多彩な動きや表情に引き込まれるよ
うにレンズを向け、プロ顔負けの撮影シーンを展
開していました。

プロと撮影　ポートレート撮影会
政策課（☎33-5672）

　いちき串木野市民生委員児童委員及び主任児童委員が、次の方々になりましたので、お知らせいたします。任期は令和
元年12月1日から令和4年11月30日までです。

[北地区協議会]
地区 担当地区 氏　　　　名

上
名・旭

大薗・小薗・河内 平　川　里　美
麓・浅山 中　島　キクノ
麓 吉　内　朝　子
袴田 尾　崎　法　一
袴田 勘　場　絹　代
薩摩山・浜ヶ城 肝　付　展　宏
芹ヶ野 平　川　悦　子
金山 柴　田　廣　代
金山下・野下・深田上 新屋敷　智　子

大
原

日出町 石　野　修　実
高見町 菅　野　加代子
大原南（住吉） 眞　田　典　子
大原南（下名） 中　川　光　子
大原町 安　藤　佳寿子
昭和通 小　瀬　めぐみ
桜町 川　﨑　ゆりか
中尾町 冨　宿　佳代子

中
央・野
平

曙町 石　野　惠　子
東塩田町 永　里　喜和子
旭町 横　手　みち子
元町・栄町 田　中　美智子
市口・浜町 平　地　伸　子
汐見町 福　永　礼　子
春日町 塚　田　重　久
野元・深田下 中　島　則　子
平江・三井 中　屋　いく子

本
浦

岳釜 濵　﨑　絹　子
新潟・木屋 佐　藤　キヨ子
西浜町 堀　内　和　代
港町 勘　場　泰　子
本浦東 南　濵　一　惠

[北地区協議会]
地区 担当地区 氏　　　　名

本
浦

御倉町 西　　　久美子
浦和町 間　瀬　美千代
新生町 滿　薗　準一郎
小瀬町・文京町 大　西　隆　志

荒
川・羽
島

草良・大河内 星　原　俊　悟
寺村・中向・荒川下 竹之内　茂　美
白浜・猪之鼻・河原 松　㟢　妙　子
野中栫・横須・松尾 上　野　君　代
平身・浜東 樋　渡　昭　利
浜中・浜西 塰　泊　昭　子
光瀬浦・光瀬上・光瀬下・海土泊 新　村　政　廣
萩元上・萩元下・万福 萬　福　公　子
平山・下山 萩　元　克　紀
土川 安　藤　時　子

主
任
児

童
委
員

北地区全域
濵　田　兼　伍
尾場瀬　ちなみ
竹　下　精　一

[南地区協議会]

冠
岳・生
福

宇都・岩下 久　保　ゆみ子
川畑・松下・久木野 松　野　ゆかり
上石野・大六野 良　井　正　博
下石野・福薗 堂　薗　清　人
鏑楠・山之口・中井原 福　薗　眞理子
生野・坂下・ウッドタウン 川宿田　　　平

照
島

海瀬・八房 泉　　　順　子
別府 奥　　　みちよ
酔之尾 神　村　英　敏
酔之尾・酔之尾東 北　薗　由　乃
ひばりが丘 常　田　チヤ子
島平上 内　德　加　代
田中中村 大　磯　守　子

[南地区協議会]
地区 担当地区 氏　　　　名

照
島

須賀・崎下手・屋敷 内　村　ナルミ
照島下 長　﨑　文　子
石川山 前　薗　ひとみ
塩屋町 内　田　芳　子
緑町 横　山　みや子
恵比須町 川　口　和　代

大
里

平佐原・松山 上　原　順　子
払山・松原 濵　田　榮　光
崎野・戸崎 渕　脇　幸　一
堀・平ノ木場・中原 溜　池　麻　子
島内・迫田前 園　田　正　二
宇都・門前 迫　田　いく子
木場迫 池　田　涼　子
中福良・寺迫 平　　　輝　海
下手中・佐保井 樋之口　暢　仁
陣ヶ迫・池ノ原 下　池　絹　代
駅前 室之園　京　子

湊
町

外戸 三　原　美　則
橋ノ口・恵比須 坂　口　　　昇
平向 福ヶ野　和　男
潟小路 内　村　政　憲
迫・安茶 小　瀬　喜利子
天神町 石　神　たみ子
土橋町・栄町 久　保　　　等
日ノ出町・祇園町 長谷川　　　學

川
上

牛ノ江・中組 吉　留　久　夫
内門・平木場 渕　脇　洋　子
木場・舟川前・舟川後・久福 池　田　博　一
中ノ平前・中ノ平後・松比良 前　田　待　子

主
任
児

童
委
員

南地区全域
橋　口　正　己
室之園　　　実
上　薗　眞理子

審査員

写真家 下薗詠子氏

[ 写真部門 ]…賞金最高３万円
A４プリント /一人５点まで /
郵送または持参
作品の裏側に必要事項を記入した
応募票を添付

[WEB 部門 ]…賞金最高３万円
１点５メガ程度（JPEG）/ 一人５点まで /
応募は市のホームページから

※当日消印有効

募集期間

「想い」
作品募集テーマ

2020年１月１日（水）
　　　  ～１月31日（金）

第 36回木村伊兵衛賞受賞
ビジュアルアーツフォトアワード 2010 大賞

いちき串木野市観光大使
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※１　滞納者の住居や店舗な
どに立ち入り、差押えるべき
財産を捜すことで相手の意
志にかかわりなく行う強制調
査。平成30年度は11件実施。

※２　日常生活に不可欠な
衣服や家具など、法律で差押
えが禁止されているもの以
外（電化製品、腕時計、骨董
品、貴金属その他換金できる
もの）

○市税などの納付は口座振替をご利用ください。
便利！　　確実！　　簡単！

※ 納付が困難な場合や納税相談が必要な場合は早めにご連
絡ください。

○問合せ　税務課収納係　☎33-5615

　国保制度を支える貴重な財源である国保税の納
付を促進するため、県と連携し、令和元年度も「県
下一斉国保税滞納整理強化月間」を設けます。
　納期内納付への皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
○期　　間　12月
○取組内容　財産、実態調査に基づく滞納処分の強化
　納期限内に納付がなく、再三の納付催告（催告書、
電話、訪問等）にもかかわらず、納税に対する誠意が
みられない、あるいは納税を拒否する、納税誓約を守
らない滞納者に対し、捜索（※１）を含め、財産調査を
徹底して行い、預金や不動産のほか、給与や生命保険、
自動車、動産（※２）などの差押えを強化しています。

12月は県下一斉国保税滞納整理月間です
税務課（☎33-5615）

健康に関するポスター入賞作品
健康増進課（☎33-5613）

　児童・生徒の健康に関する意識のより一層の高揚を図ることを目的として、市内の小中学生を対象に「健康
に関するポスター」を募集したところ、209点の応募があり、特別賞５点、特選10点、入選20点が選ばれました。

【特別賞】

日置市

美山の朝マルシェ 第８回南さつま海道
鑑真の道歩き

ダイヤモンド薩摩富士 第43回枕崎新春かつおジョギング

南さつま市 南九州市 枕崎市

2/22（土）～2/23（日）日時
12月初旬～１月中旬日時 １/19（日）　９:00～日時

南さつま市観光交流課
☎0993-53-2111

問

南九州市商工観光課
☎0993-83-2511

問

枕崎新春かつおジョギ
ング大会実行委員会
☎0993-72-1116

問

南さつま市大浦町・
笠沙町・坊津町

場所 御茶屋の場公園場所
枕崎市営野球場場所

南さつま市の美しい
景色や名所を辿る海
道歩きを楽しみませ
んか？

内容

一般1,500円
（当日2,000円）
中高生700円
（当日1,000円）
小学生300円
（当日500円）

料金

一般 2,000円・小学生～高
校生 1,500円・ファミリー 
2,000円（幼児のみ500円）

料金

期間中、開聞岳山頂
に太陽が昇るダイヤ
モンド薩摩富士が見
られます。

内容

新春のさわやかな風につ
つまれながら、楽しく走
るジョギング大会です。
枕崎の食材を使ったおも
てなしもあります！

内容

１/５（日）
９:00～14:00

日時

美山の朝マルシェ事務局
☎099-210-7117

問

日置市東市来町美山
1690-4付近

場所

薩摩焼を中心としたものづ
くりの里・美山地域を会場
にゆるやかな雰囲気で開催
しているマルシェです。暮
らしの雑貨、アクセサリー、
フード、お野菜など丁寧に
人の手を介したものだけを
お届けします。日曜の朝、
少し早起きして美山に遊び
にきませんか。

内容

奇数月の第１日曜日に
開催しています。

その他

１㎞の部・２㎞の部…枕
崎市営野球場周回
４㎞の部・10㎞の部…
枕崎市営野球場発、火之
神公園方面折り返し

その他

　薩摩半島の５市で構成される薩摩半島観光振興協議会。行政区を越えた観光情報をお届けします。薩摩半島×観光 H
ハ ン ト

UNT

生
福
小
学
校

５
年　
東　
善
久
さ
ん

生
冠
中
学
校

１
年　
良
井　
暁
さ
ん 照島小学校

６年　藤山　絢音さん

串
木
野
中
学
校

２
年　
小
島　
愛
莉
さ
ん

串
木
野
西
中
学
校

３
年　
羽
根
田　
唯
生
さ
ん
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　スポーツ推進委員は、市民の皆さんのスポーツ推進のため、市内のウオーキング大会や市民体育大会・駅伝大会・
Ｂ＆Ｇミニバレーボール大会等、市内行事の大会運営等を行っています。市民の皆さんの体力づくりや健康増進のお
手伝いが出来ればと考えています。
　2020年度は、「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」を市民総勢で盛り上げましょう。

（スポーツ推進委員協議会　会長　徳重　和彦）

第55回鹿児島県スポーツ推進委員研究大会（スポーツ推進委員広報部）
　10月26日、スポーツ推進委員研究大会が指宿市で開催され、ニュースポーツの関わり方の情熱に改めて私達の活動の
見直しを考えさせられました。また、シンポジウムでは、健幸の町づくり（健康で幸せに暮らす）を普及するためには、市
役所関係課の横の繋がりが必要であると感じました。その中で私達スポーツ推進委員はどのように携わったらよいのか
深く考えさせられるシンポジウムでした。恒例の菜の花マラソン・菜の花マーチも当初の苦労が糧となり現在、絶大な経
済効果が生まれているとの事から、このような企画を取り入れた商業発展にも関わった推進委員活動や展開の必要性を
感じる大会でした。
ニュースポーツ紹介
　本市では、地域におけるスポーツ・レクリエーション普及活動用の道具を貸し出します。「キンボール」「ペタンク」
「ディスゲッター」「シャフルボード」等、詳細は地区のスポーツ推進委員または、市民スポーツ課までご連絡ください。

いちき串木野市スポーツ推進委員紹介
【冠岳地区】瀬戸口 健治 【中央地区】栢木 平次・藤井 淳子 【照島地区】吉永 勉・北薗 由乃 
【生福地区】田島 洋平　　　　　　　【野平地区】田島 一実 【荒川地区】岩村 光雄 
【上名地区】森永 賢二・小薗 絹代 【本浦地区】西川 喜幸・井上 美幸　　【羽島地区】大﨑 勝夫・関根 由理佳
【大原地区】安藤 太洋・蓑茂 裕子 【旭　地区】山下 一彦　　　　　　　【川南地区】原口 俊昭 
【湊町地区】大迫 秀人 【川北地区】堂園 善昭・黒木 眞利子　【湊　地区】内野 勝之・瀬戸口 寛子
【川上地区】徳重 和彦

こんにちは　スポーツ推進委員です
市民スポーツ課（☎21-5129）

　11月17日、照島地区で地震による津波発生の危険性
が高まったと想定した総合防災訓練を実施しました。
　訓練は、事前シナリオを用意せず次々と起こる事象
に市の担当部署が各自判断して行動する対応訓練、住
民参加型訓練（AED取扱、消火、応急担架作成・搬送
法、段ボールベッド組立、給水車による配水）、消防本
部のはしご車による救出訓練などを実施しました。ま
た、照島地区の市民等約550人は市の避難指示を受け
て避難場所に徒歩で避難する訓練や非常時の炊出し
訓練に参加しました。
　自然災害時は、早めの行動が命を守ります。自分の
身は自分で守りましょう。また、今後もこうした訓練を
とおして災害への意識を高めていきましょう。

もしもの災害に備える総合防災訓練
まちづくり防災課（☎33-5631）

どのような内容を相談できますか？

事前に準備しておくとよいものはありますか？

　「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」
「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費
者と事業者間のトラブルについて相談できます。消費生活
相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策
などについて助言します。ケースによっては交渉の手伝い

（あっせん）をすることもあります。

　契約書等の関係書類やトラブルに至った状況について
のメモ、トラブルが起きた物の写真などを用意しておくと
よいでしょう。

どこに電話をすればよいですか？
　局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活
センター等につながります。

料金はかかりますか？また、秘密は守られますか？
　相談は無料ですが、通話料金がかかります。消費生活
相談員には守秘義務がありますので安心してご相談く
ださい。

消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活
センターに相談することが大切です。消費生活センターが
どのようなところかご紹介します。
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休日や夜間の病院受診、ちょっとその前に・・・心がけましょう、受診のマナー

　軽症の方が「昼間は病院が混んでいるから」「昼間は仕事だから」と、軽い気持ちで休日・夜間に医療機関
を受診する「コンビニ受診」。
　この「コンビニ受診」の増加が医師の疲弊を招き、適切な医療を受けられなくなる恐れがあります。私た
ちのまちの医療を守るためには、医療機関を適切に利用するという一人ひとりの心がけと協力が必要です。

　※コンビニ受診はなぜいけない
　　◦本当に治療が必要な患者への対応が難しくなるからです。
　　◦割増料金がかかり医療費が高くなります。
　　◦ 当番医が専門外の場合は、ほかの医療機関の受診をお願いすることがあります。また、昼間の診療時

間内のような診療をできないことが多くあり、改めて通常の診療時間に再診療になります。

　　 　診療時間内に受診しましょう。昼間の診療時間内は外来の患者さんを診るために必要な医療スタッ
フがそろっています。

　　 　「かかりつけ医」をもちましょう。普段の体調や病歴などを把握したうえで診察してもらえます。
　　 　休日や夜間に受診が必要と思ったら、受診前に電話でかかりつけ医や当番の医療機関へ相談しま

しょう。昼間の診療時間内に受診できないか、もう一度よく考えてみましょう。

　　 　夜間、急な子どもの病気で心配になったときは、小児救急医療電話（＃8000）をご利用ください。適
切な対処の仕方やアドバイスが受けられます。

　　　【相談時間】　�月～土曜日　19：00～翌朝８：00�
日・祝・年末年始（12/29 ～１/３）　8：00～翌朝8：00

　　　　◆携帯電話やプッシュ回線・・・局番なしの＃8000または☎099-254-1186
　　　　◆ダイヤル式電話・光電話・ＩＰ電話・・・☎099-254-1186

　　　休日ならびに平日夜間の当番医は、いちき串木野市医師会会員の協力により実施しています。
　　　当番医が専門外の場合は、ほかの医療機関の受診をお願いする場合があります。
　　　＜診療時間＞　 休日・・・【日曜休日在宅医】  ８:30 ～ 22:00 

夜間・・・【夜間当番在宅医】18:00 ～ 22:00
　　 　当番医は、いちき串木野市のホームページに掲載されています。ホームページをご覧になれない等、

当番医が分からない場合は、次にお問い合わせください。
　　　いちき串木野市役所（☎32-3111）　　　いちき串木野市消防署（☎32-0119）

　救急受診アプリ「Ｑ助」は、緊急度判定を支援し、利用でき
る医療機関や受診手段の情報を提供するため、消防庁で作成
されたスマートフォン・タブレット端末で利用できるアプリで
す。

●「休日・夜間当番医制」とは・・・緊急性の高い患者「急病患者」のためのものです。

●私たちのまちの医療を守るためにできること

●子どもの急な病気で心配になったら＃８０００

●いちき串木野市の「休日・夜間当番医」

●救急時は１１９番に通報し、救急車を要請してください

やめて‼コンビニ受診
串木野健康増進センター（☎33-3450）

119番に迷ったら「Ｑ助」を
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　平成30年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の審議を経て、12月
議会で認定されました。この公表は、毎年５月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。今回は、平成
30年度の決算状況と令和元年度（10月末現在）の予算状況をお知らせします。

30年度 29年度 差引 説　　　　　　　　　　　　明

財 政 力 指 数 0.40 0.40 0.00 普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3か
年の平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。

実質収支比率 3.9 5.1 ▲1.2 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね3～5％が望ましいとされている。

経常収支比率 97.6 95.8 1.8 財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、税、普通交付税等
の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。

実質公債費比率 10.4 9.9 0.5 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。
18%を超えると許可団体へ移行する。3か年の平均値。

将来負担比率 74.0 87.0 ▲13.0 損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実
質的な負債の標準財政規模に対する比率で、350％が早期健全化基準とされている。

平成30年度の決算状況
　平成30年度一般会計の決算額は、歳入175億9,038万２千円（前年度比4.2％減）、歳出171億6,770
万３千円（前年度比3.9％減）で、差引き４億2,267万９千円（繰越明許費繰越額7,813万１千円を含む）を翌
年度に繰り越しました。

一般会計

いちき串木野市の 財政状況

歳入決算額　175億9,038万2千円 歳出決算額　171億6,770万3千円
 

 
   

  
 
 

  
   

 
 
 
   
 

 
 

 

 

35.5％

64.5％

市税　30億6,849万7千円　17.5％
市民税・固定資産税・軽自動車税

市たばこ税　入湯税

市債　14億4,966万1千円　8.3％

国庫支出金
19億7,142万5千円　11.2％

地方交付税
55億331万4千円　31.3％
標準的な行政の実施に必要な経
費を賄うための収入が不足する
団体に対し、一定の方法で国か
ら交付されるお金

自
主
財
源

依
存
財
源

県支出金　17億204万5千円　9.7％　
特定の事務事業に対し県から交付されるもの

その他　18億9,197万9千円　10.5％　
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、地方
特例交付金、財産収入等

分担金及び負担金　1億3,646万8千円　 0.8％
一定事業についてその経費を負担する保育所や
老人ホーム負担金等あるいは分担するもの

 

使用料及び手数料　1億6,799万1千円　1.0％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票や各種
証明等の手数料

寄附金　16億9,900万2千円　 9.7％
ふるさと寄附金などの地方公共団体以外の者から
受ける金銭の無償譲渡

補助費等
9億7,393万6千円
　5.7％物件費

27億2,399万9千円
15.9％

出資・貸付・
積立・繰出金
31億9,401万9千円
18.6％

災害復旧事業費
9,729万2千円
0.6％

普通建設事業費
21億8,605万7千円
12.7％

公債費
20億8,237万5千円
12.1％

人件費
26億2,700万5千円
15.3％

扶助費
32億8,302万円
　　　　19.1％

義
務
的
経
費 

46.5％

そ  

の  

他 

40.2％

投資的経費　13.3％

171億6,770万3千円

 

民生費
41億7,921万円 24.4％
一定水準の生活と、安定した
社会生活に必要な主に福祉関
係の経費

土木費　21億1,014万円　12.3％
道路・河川・都市計画等にかかる経費

公債費　20億8,237万5千円　12.1％
市が借り入れた市債の償還にかかる経費

商工費　20億3,290万5千円　11.8％
商工業や観光の振興などの経費

衛生費　19億4,490万2千円　11.3％
健康で衛生的な生活を送るために必要な保
健衛生・清掃などの経費

その他　24億4,675万8千円　14.3％
農林水産業費・消防費・議会費・教育費・
災害復旧費など

総務費　23億7,141万3千円　13.8％
全般的な管理事務や、財産、企画、税務事務
などにかかる経費

性質別歳出決算額（千円）
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いちき串木野市の 財政状況

主要施策の概要� （単位：千円）

事　　業　　名 事業費 一般財源
○市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』

地区まちづくり協議会等補助事業 61,726 54,826
転入者住宅建築等補助事業 14,625 14,625

○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』
中学校・幼稚園空調設備整備事業 128,285 3,394
未来の宝子育て支援金支給事業 9,470 9,470
子ども医療費助成事業 77,297 67,041
防災センター整備事業 21,485 285
学校給食センター建設事業 31,536 1,636

○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』
経営体育成基盤整備事業（川南地区） 6,500 2,900
担い手確保・経営強化支援補助事業 10,708 0
種子島周辺漁業対策補助事業 51,055 7,025
明治維新150周年記念事業 9,906 5,420
ふるさと納税推進事業 1,698,313 1,698,313

○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』
道路改良特別事業 100,000 5,000
都心平江線整備事業 131,874 74
橋梁長寿命化事業 118,135 14,567
麓土地区画整理事業 726,124 62,603
浜西住宅建替事業 66,841 40,241
ひばりが丘団地屋根改修事業 16,999 14,249
住宅リフォーム補助事業 25,892 25,892

市税負担額（平成28年度～ 30年度決算）
区分 28年度 29年度 30年度

市 税 総 額 31億555万6千円 30億8,650万円 30億6,849万7千円
１ 人 当 た り 108,704円 109,443円 110,247円
１ 世 帯 当 た り 232,608円 232,365円 231,585円
人 口 28,569人 28,202人 27,833人
世 帯 数 13,351世帯 13,283世帯 13,250世帯

注）人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。また、市税総額は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の合計である。

主な歳入の推移

28年度 29年度 30年度

億円

地方交付税 市税 国県支出金 市債

60
50

40

30
20
10

0

主な歳出の推移

28年度 29年度 30年度

億円

人件費 事業費 公債費 扶助費

50

40

30

20

10

0

市債残高の推移
250

200

150

100

50

0
28年度 29年度 30年度

218億円 222億円 213億円
 

交付税で補てん
される残高 

 

130
億円

83
億円

136
億円

86
億円

131
億円

87
億円

実質的な 
市債残高 

80

70
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0
28年度 29年度 30年度

78.2万円 78.8万円 74.8万円 

市民１人当たりの市債残高

45.5
万円

48.1
万円

47.1
万円

29.3
万円

30.7
万円

31.1
万円

交付税で補てん
される残高 

 

実質的な 
市債残高 

人　口　27,774人
世帯数　13,288世帯
令和元年９月30日時点

財政課（☎33-5627）
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　平成30年度決算状況及び令和
元年度予算の概要をお知らせしま
した。平成30年度の決算につきま
しては、市民の皆様の市政に対す
るご理解とご協力により、市民生
活の各面にわたる多くの事業を実
施し、おおむね所期の成果を収め
ることができました。
　本市の財政状況は、人口減少に
よる税収の減少、普通交付税が段
階的に縮減することなどにより経
常収支比率等の財政指標の悪化が
進み、今後さらに厳しい状況が見
込まれますので、これまで以上に
事業の選択と集中を実践するとと
もに行財政改革を進め、健全財政
を堅持していかなければならない
と考えております。
　今後とも市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

いちき串木野市の財政状況
市有財産の状況（平成30年度末現在）

名　　称 現在高 事業費 現在高

土 地 3,832,207㎡ 基　　金 72億4,950万7千円

建 物 173,915㎡

内　
　
訳

財 政 調 整 基 金 18億760万円

山 林（立 木） 120,019㎥ 市 債 管 理 基 金 15億3,995万1千円

有 価 証 券 2,457万9千円 合併まちづくり基金 12億762万6千円

自 動 車 148台 原子力発電施設立地地域基盤 
整備支援事業交付金基金 7億7,557万8千円

債 権 1億4,963万9千円 そ の 他 19億1,875万2千円

特別会計� （単位：千円）

歳�入 歳出 差引額 翌年度へ繰越�
すべき財源 実質収支額

国 民 健 康 保 険 3,959,069 3,913,470 45,599 0 45,599

公共下水道事業 824,367 823,567 800 800 0

地方卸売市場事業 122 122 0 0 0

介　 護　 保　 険 3,645,532 3,565,679 79,853 0 79,853

戸 崎 地 区 漁 業
集 落 排 水 事 業 17,288 17,288 0 0 0

後期高齢者医療 425,668 425,057 611 0 611

計 8,872,046 8,745,183 126,863 800 126,063

令和元年度歳入歳出予算（10月末現在）�
年度

会計名
令和元年度

10月末予算額
一　般　会　計 181億9,508万5千円

特　別　会　計 88億2,316万5千円

内　
　
　
　
　
　
訳

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 38億559万5千円

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 8億6,274万2千円

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 25万円

介 護 保 険 特 別 会 計 37億864万8千円

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 1,854万3千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 4億2,738万7千円

合　　　　計 270億1,825万円
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公営企業

令和元年度の予算状況（10月末現在）

◎水道事業会計

区　　分 科　　　目 令和元年度（10月末予定額）（消費税込み）

収益的収支
水道事業収益 6億6,358万円　　　

水道事業費用 6億4,125万円　　　

資本的収支
資本的収入 2億7,255万7千円　　　

資本的支出 5億7,236万3千円　　　

平成30年度の決算状況
◎水道事業会計
　　 水道事業は、皆様の水道料金を主な収入として運営しています。 

●収入　5億6,715万円

●支出　6億684万7千円

水道料金
5億522万4千円

水を供給するための費用
2億3,409万4千円

水道の布設や施設整備などの費用
2億5,969万2千円

借入金の返済
2億1,269万円

借入金
1億9,400万円

不足額
2億3,366万7千円

工事負担金 782万1千円

出資金 3,689万4千円

減価償却費等
2億9,876万3千円

借入金
の利息

7,396万3千円

その他
6,192万6千円

特別損失
2万7千円

●収入　2億3,871万5千円

●支出　4億7,238万2千円

 資本的収支（消費税込み）

（水道施設を整備したことによる収入と支出）

収益的収支（消費税抜き）

（水道水をつくり、供給したことによる収入と支出）
　平成30年度末における給水戸数は
12,703戸、給水人口は27,199人で、前
年度に比べ給水戸数は25戸の減、給水人
口は355人の減となり、給水区域内の普
及率は、99.88％になっています。

　収益的収支は、収益的収入額5億6,715
万円に対し、収益的支出額は6億684万7
千円で差引き3,969万7千円が当年度純
損失となりました。

　資本的収支では、資本的収入額2億
3,871万5千円に対し、資本的支出額は4
億7,238万2千円で、差引き2億3,366万
7千円の不足額を生じますが、この不足
額は、当年度分損益勘定留保資金などで
補てんしました。

　平成30年度の主な建設事業は、羽島第
6配水池の整備、市来中組ポンプ場の整備
及び大薗地区外道路改良工事に伴い、老
朽化した配水管の布設替工事を実施しま
した。
　その他、麓地区土地区画整理事業に伴
う配水管布設及び布設替工事を実施しま
した。　

　今後も更に経営の合理化・効率化を図
りながら営業活動に取り組み、利用者の
要望に応えられるよう努力してまいりま
すのでご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。
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　市では要件を満たす方に新築・購入費用などの住宅資金を助成しているほか、空き家バンクに登録された住
宅を紹介しています。

1．定住促進補助金（転入者のほか、条件により市内在住の方も利用できます）
　次の定住促進分譲団地を購入し、住宅を建設する方に補助金を支給します。

《現在分譲中の市内定住促進分譲団地》
団地名 ウッドタウン団地 市来小城団地 羽島矢倉団地 羽島松尾団地
場　所 生福5391 湊町1881 羽島5195 羽島3699
分譲価格 約420～550万円 約470～680万円 545万円 317.3万円
広　さ 約223～278㎡ 約236～342㎡ 359㎡ 273㎡
坪単価 約6.2～7.1万円 約6.1～6.7万円 約5.1万円 約3.9万円

分譲区画数 33区画 15区画 １区画 １区画

現　地

　 　 　 　

※区画数などの情報は、令和元年11月末時点のものです。

項 補　助　内　容 補助金額（最高）
① 住宅の新築費用の５％を補助 5０万円
② 対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 ２０万円
③ 市内業者 ( 本社所在）と建築請負契約または売買契約の場合 ２０万円
④ 中学生までの子ども一人につき30万円（最高3人まで） ９０万円
⑤ 土地購入金額の10% を補助 1００万円

最高２8０万円

2．転入者住宅建設等補助金（市外から転入してきた方限定）
　市内に住宅を新築・購入して転入してきた方にも、次のとおり補助金を支給します。
項 補　助　内　容 補助金額（最高）
① 住宅の新築・中古住宅の購入費用の5％を補助

※ただし、居住地域により上限額が異なります。
周辺部…5０万円
中心部…3０万円

② 対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 1０万円
③ 市内業者 ( 本社所在）と建築請負契約または売買契約の場合 1０万円
④ 中学生までの子ども一人につき10万円（最高3人まで） 3０万円

最高1００万円
※転入者住宅建設補助金は、令和２年３月31日までとなりますのでご注意ください。
※�これら補助金の手続き等については、別途要件があります。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、　 　 �
政策課政策係（☎33-5634）へお問い合わせください。

政策課（☎33-5634）

《いちき串木野市での定住・移住を応援します》
お得な住宅取得の支援・補助制度のご案内

来年3月で
終了 !!
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3．空き家バンク登録物件（どなたでも利用できます）
　物件情報�：�①地区　②建築年　③建築面積　④金額　⑤担当事業者　

○売買物件

　 　 　

①上名地区　（NO.30）
②Ｓ52年�（約42年）
③124㎡
④580万円
⑤わかば不動産�（☎32-0044）

①大原地区�（NO.22）
②Ｓ47年�（約47年）
③70㎡
④530万円
⑤エール不動産�（☎36-2288）

①中央地区�（NO.44）
②Ｓ43年�（約51年）
③85㎡
④250万円
⑤松元不動産�（☎32-3499）

� �　 �　

①羽島地区　（NO.20）
② S62年�（約32年）
③102㎡
④300万円
⑤（株）国料建設�（☎32-9117）

①羽島地区　（NO.25）
②Ｓ38年�（約56年）
③63㎡
④260万円
⑤松元不動産�（☎32-3499）

①羽島地区　（NO.31）
② T2年�（約106年）
③194㎡
④950万円
⑤松元不動産�（☎32-3499）

�　 �　 �　

①荒川地区　（NO.37）
② S40年�（約54年）
③118㎡
④290万円
⑤松元不動産�（☎32-3499）

①川北地区（NO.17）
②Ｓ42年�（約52年）
③126㎡
④295万円
⑤エール不動産�（☎36-2288）

①川北地区（NO.38）
② S15年�（約79年）
③81㎡
④900万円
⑤（有）マツバラ�（☎36-5134）

○賃貸物件

�　

①照島地区　（NO.28）
②Ｓ44年（約50年）
③76㎡
④月額4.5万円
⑤わかば不動産�（☎32-0044）

※物件の情報は、令和元年11月末時点のものです。
※詳しい内容などは、政策課政策係（☎33-5634）または担当事業者までお問い合わせください。

「空き家バンク」に登録しませんか ?
　市では、空き家の所有者（売りたい方・貸したい方）と利用希望
者（買いたい方・借りたい方）とのマッチングを行う「空き家バンク」
制度を行っています。
　制度を活用し、空き家の有効活用にご利用ください。
○対象者　市内空き家の所有者・管理者など
○利用料　�空き家バンクの登録に料金はかかりませんが、契約成立後に

不動産業者に所定の仲介手数料等をお支払いいただきます。
○その他　�空き家バンクの登録については、ヒアリング及び現地確

認により決定します。
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　市では、80歳で20本以上歯がある方を募集し、11月22日に開催された保健福祉
大会(いきいきフェスタ)で表彰しました。
　平成11年度から実施して、今年度は昨年度より多くの方が表彰されました。表彰
された方をご紹介します。（年齢は令和元年11月22日現在です）

8020表彰おめでとうございます
～80歳で20本以上の歯を残す、それが8020運動～

岩下 亮一さん
（年齢83歳）
（歯数27本）

佐藤 正利さん
（年齢80歳）
（歯数29本）

西中間 健一さん
（年齢80歳）
（歯数27本）

古川 清行さん
（年齢81歳）
（歯数25本）

前野 里志さん
（年齢80歳）
（歯数25本）

★�好きな食べ物�
寿司・�
ハンバーグ
★�好きなこと�
パソコン・�
ナンプレ・�
塗り絵
★�元気の秘訣�
娘との食べ歩き

★�好きな食べ物�
魚
★�好きなこと�
庭いじり
★�元気の秘訣�
しっかり３食と
る

★�好きな食べ物�
何でも食べます
★�好きなこと�
ころばん体操・�
グラウンドゴルフ
★�元気の秘訣�
食事に気をつけ
ています

★�好きな食べ物�
肉
★�好きなこと�
詩吟
★�元気の秘訣�
体を動かすこと

★�好きな食べ物�
肉
★�好きなこと�
皆と話をする事
★�元気の秘訣�
好き嫌いなく、
よく食べる事

齊藤 清彦さん
（年齢82歳）
（歯数28本）

中堀 浩三さん
（年齢80歳）
（歯数27本）

福山 善孝さん
（年齢80歳）
（歯数25本）

★�好きな食べ物�
何でも食べます
★�好きなこと�
読書
★�元気の秘訣�
毎日、頑張って
ます

★�好きな食べ物�
魚・野菜
★�好きなこと�
カラオケ
★�元気の秘訣�
食べ物に気をつ
けている

★�好きな食べ物�
家内の手料理
★�好きなこと�
鉢物の剪定等
★�元気の秘訣�
グラウンドゴルフ

小原 克子さん
（年齢80歳）
（歯数28本）

中島　昇さん
（年齢82歳）
（歯数24本）

福永 正夫さん
（年齢95歳）
（歯数27本）

安藤 久子さん（年齢80歳）（歯数27本）
奈須 禮子さん（年齢81歳）（歯数26本）

◆ 日頃から食生活や運動と共に､
歯や口の健康についても意識
が高まっているように思い
ます。

★�好きな食べ物�
何でも食べます
牛乳は毎日飲み
ます
★�好きなこと�
庭の手入れ
★�元気の秘訣�
人と話すこと

★�好きな食べ物�
好き嫌いなく�
何でも食べる
★�好きなこと�
ボーリング・�
グラウンドゴルフ
★�元気の秘訣�
海草を食べる

★�好きな食べ物�
刺身・肉
★�好きなこと�
デイサービス・�
新聞
★�元気の秘訣�
規則正しい生活・�
何でも食べる・�
睡眠

噛む事にはたくさんの効果がありますQ. 歯科検診はどうして大切なの？

　お口の健康を守るため、全身の疾患を予防する為にも歯科検診を受け
ましょう。

　自分だけでは、口の中の異常を見つけることができないため、検診で次の
ことを診ます。
□ むし歯になっていないか。
□ 歯周病が進行していないか。
□ むし歯や歯周病予防のブラッシング指導。
□ かぶせ物や詰め物に不具合はないか。
□ お口の粘膜や咬み合わせに異常がないか。

8020

肥満を防ぐ

全力投球

味覚がよくなる ガンの予防

歯の病気予防

胃腸を元気に！言葉の発音がはっきり

脳のはたらきを元気に！

串木野健康増進センター（☎33-3450）
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【受付時間】	 ８：30～８：50
【開 会 式】	 	９：00～（雨天中止、小雨決行）�

※中止の場合は、防災行政無線で放送
【集合・出発場所】� 串木野西中学校�
【駐 車 場】� 新田グラウンド等�
【参加資格】� �健康な方ならどなたでも参加できます。�

※高齢者元気度アップ・ポイントカードをお持ちの方は持参ください。
【申込・問合せ】� 市民スポーツ課（市来庁舎）　☎ 32-3111　FAX 36-5228
（市役所正面玄関ホール（串木野庁舎）・串木野体育センター・総合体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センター・市来体育館でも申込書の提出ができます）

事前申込締切　１月１0日（金）（当日受付可）
　主　催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会
　主　管：元気な街づくりウオーキング大会実行委員会　
　後　援：いちき串木野市体育協会・南日本新聞社

※	小学４年生以下の参加は保護者同伴とします。小学５年生から中学生は保護者同伴でない場合、保護者の承諾印が必要です。

第22回　元気な街づくりウオーキング大会参加申込書

①�らくらく野平３㎞コース（所要時間：１時間程度）
②�ほくほく深田５㎞コース（所要時間：１時間30分程度）
③�ほたるの里荒川10㎞コース（所要時間：３時間程度）
※参加料無料（完歩賞進呈）

第22回 元気な街づくりウオーキング大会

ふ り が な
氏 名

年齢
学年 性別 住 所 保護

者印 電話番号 参加コース
希望に○印

バ ス 利 用 希 望
利 用 は ○ 印

市内・市外（　　　　　　市) ３・５・1０㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市) ３・５・1０㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市) ３・５・1０㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

市内・市外（　　　　　　市) ３・５・1０㎞ 市来庁舎・串木野庁舎・串木野駅

誓　約　書
　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、
自己の責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけ
ないことを誓います。また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意し
ながら先導者に従い歩くことを誓います。
令和　　　年　　　月　　　日

上記誓約書に参加者全員同意します。　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　㊞

切 り 取 り 線

令和２年１月19日（日）

市のホームページからも申し込みできます。
(http://www.city.ichikikushikino.lg.jp) を

ご覧ください。

送迎バス
★市 来 庁 舎 出 発　７：50
★串木野庁舎出発　８：00
★串 木 野 駅 出 発　８：10

※ 当日、会場で実行委員会主催の地元新鮮野菜等の物産販売
を行います！

○本大会は、新たな大会開催に向けた検討を行うため、
　今回が最後です。ぜひご参加ください！！※要予約です。

※途中下車は出来ません。

大好評！！

Final!


