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① 水道料金の減額【市独自】　5,200 万円
　概　　要　すべての給水契約者に対し、６月検針から４か月分の上水道の基本料金を免除（申請不要）
　　　　　　※一般家庭で主となる口径 13mm の場合
　　　　　　　基本料金 680 円 × 消費税率×4 月＝2,992 円

　実施時期　偶数月検針地区　６月、７月、８月、９月請求分
　　　　　　奇数月検針地区　７月、８月、９月、10 月請求分
　担 当 課　上下水道課　☎21-5155

② 中小企業・小規模事業者緊急支援事業【市独自】　8,000 万円
　概　　要　売上が減少し、事業継続が困難になっている中小企業等に最大 10 万円の緊急支援金
　　　　　　を給付
　給付金額　・売上高減少率  ５％以上 20％未満　５万円
　　　　　　・売上高減少率 20％以上　　　　　10 万円
　実施時期　現在受付中（６月 30 日受付締切予定）
　担 当 課　水産商工課　☎33-5638

③ いちき串木野市食のまち応援商品券事業【市独自】　１億 300万円
　概　　要　売上が減少し、経営に苦慮している飲食サービス業の事業継続・経営安定を支援する
　　　　　　ため、額面 1,000 円を 500 円で購入できる独自のプレミアム商品券を発行
　実施時期　６月１日利用開始予定　８月 31 日使用期限
　　　　　　なお、申込については、５月 18 日をもって、締切済
　担 当 課　水産商工課　☎33-5638

　新型コロナウイルス感染症に係る全都道府県を対象とした「緊急事態宣言」は、鹿児島県
については、５月 14 日で解除されました。
　しかしながら、感染拡大防止のためには、引き続き市民の皆様一人ひとりの行動が重要と
なっています。不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで移動することは、可能な限
り控えてください。また、徐々に公共施設や事業活動の再開がなされていますが、感染拡大
防止のため、引き続き手洗いやマスク着用を含む咳エチケット、３密を避ける行動の徹底を
お願いします。
　本市においても、市民生活や経済への大きな影響が及んでいます。このような厳しい状況
を踏まえ、次のとおり国や県の支援策に加えて、総額２億５千万円規模の市独自の支援策を
決定し、取り組んでいます。
　厳しい状況にありますが、市民、事業者、行政が一体となって、この難局を乗り越え、い
ちき串木野市を守っていきましょう。
　皆様のご理解・ご協力をお願いします。

いちき串木野市長　田 畑　誠 一

いちき串木野市の

新型コロナウイルス感染症に関する取組

　 口　径 13 ㎜ 20 ㎜ 25 ㎜ 40 ㎜ 50 ㎜ 75 ㎜ 100 ㎜以上

基本料金：円
（消費税抜） 680 1,140 1,560 3,750 7,150 16,900 31,300
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④ 緊急雇用対策事業【市独自】　1,026 万円
　概　　要　市内企業等の業績悪化などにより、離職や収入が減少した方を対象に市の臨時職員（会
　　　　　　計年度任用職員）として 10 名程度雇用（上半期・下半期それぞれ５名程度）
　業務内容　新型コロナウイルス感染症対策として実施する経済対策事業等の事務補助
　担 当 課　総務課　☎33-5625

⑤ 新型コロナウイルス感染対策マスク等備蓄事業【市独自】　250 万円
　概　　要　新型コロナウイルス感染症感染者発生時や自然災害時の避難所対応など有事の際の対
　　　　　　応に備えるため、不織布マスク（60,000 枚）や防護服等を購入
　担 当 課　健康増進課　☎33-3450

⑥ 特別定額給付金給付事業【国制度】
　概　　要　新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の下、簡素な仕組みで迅速かつ的確に
　　　　　　家計を支援するため、１人につき 10 万円を支給
　実施時期　現在受付中（申請期限：８月 12 日）
　担 当 課　政策課　☎33-5652

⑦ 子育て世帯への臨時特別給付金事業【国制度】
　概　　要　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児
　　　　　　童手当を受給する世帯（特例給付を除く）に対し、臨時特別給付金（対象児童１人当
　　　　　　たり１万円）を支給
　実施時期　６月予定（原則、申請不要。公務員は申請必要）
　担 当 課　福祉課　☎33-5618

詳しくは、ホームページをご覧ください。

　災害が発生し、断水等で手洗いができなくなったり、避難所などで感染のリスクが高まる場
合があります。平時の事前準備と災害時の対応を考えておきましょう。

●手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底
　避難者は、断水等の影響がない場合、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケットなどの基
本的な感染対策を徹底しましょう。

●避難所の衛生環境の確保
　避難所の衛生環境をできる限り整えましょう。台風等の自然災害時、事前に避難する際は、
必要なものは持参しましょう。時間に余裕をもって、降雨等が激しくなる前に避難を完了し
てください。

●十分な換気の実施、スペースの確保等
　避難所内は十分な換気に努めるとともに、避難者同士が十分なスペースを確保するよう心
がけましょう。

避難所における今後の感染症対策
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動かない時間を減らしましょう
自宅でも出来るちょっとした運動で体を守ろう！
◆座っている時間を減らしましょう！
　立ったり歩いたりする時間を増やすことも重要です。テレビのコマーシャ
ル中に足踏みしてみるなど身体を動かしましょう。

◆筋肉を維持しましょう！関節も固くならないように気を付けて
　ラジオ体操のような自宅でできる運動でも、筋肉の衰え予防に役立ちます。
スクワットなど足腰の筋肉を強めるレジスタンス運動も有効です。

◆日の当たるところで散歩くらいの運動を心掛けましょう！
　天気が良ければ、屋外など開放された場所で身体を動かしましょう。散歩
はお勧めです。ただし、人混みは避けましょう。

しっかり食べて栄養をつけ、バランスの良い食事を！
◆こんな時こそ、しっかりバランス良く食べましょう！
　多様性に富んだ食事を三食欠かさず食べることを意識してください。
　しっかりバランスよく食べて栄養をとり、身体の調子を整えましょう。免疫力を維持す
ることにも役立ちます。さらに身体（特に筋肉）を作る大切な栄養素であるたんぱく質を
しっかりとることが大切です。
　※食事の制限をうけている方はかかりつけ医の指示に従ってください。

お口を清潔に保ちましょう
しっかり噛んで、できれば毎日おしゃべりを
◆毎食後、寝る前に歯を磨きましょう！
　お口を清潔に保つことが、インフルエンザ等の感染症予防に有効です。毎食後、
寝る前の歯磨きを徹底しましょう。義歯の清掃もとても大切です。

◆お口周りの筋肉を保ちましょう。おしゃべりも大切です。
　お口の不活動も問題です。一日三食、しっかり噛んで食べましょう。噛める人は
意識して少し歯ごたえのある食材を選ぶことも大切です。自粛生活で人と話す機会
が減り、お口の力が衰えることも。電話も活用し、意識して会話を増やしましょう。
鼻歌を歌う、早口言葉もオススメです。

家族や友人との支え合いが大切です！
◆孤独を防ぐ！近くにいる者同士や電話などを利用した交流を
　高齢者では人との交流はとても大切です。外出しにくい今の状況こそ、家族
や友人が互いに支え合い、意識して交流しましょう。
　ちょっとした挨拶や会話も大切です。新型コロナウイルス感染症に関する正
しい最新情報の共有も、トラブルや不安の解消につながります。

◆買い物や生活の支援、困ったときの支え合いを
　食材や生活用品の買い物、病院への移動など、困った際に、助けを呼べる相
手をあらかじめ考えておきましょう。事前に話し合っておくことが大切です。

高齢者のご家族の方もぜひ促してあげましょう！

新型コロナウイルスに負けない !!
フレイルの進行を予防するためにフレイルの進行を予防するために
新型コロナウイルスに負けない !!
フレイルの進行を予防するために

串木野健康増進センター　☎33-3450
地域包括支援センター　　☎21-5172問合せ

地域包括支援センター
☎21-5172
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 ○企業の概要
　私ども濵田酒造は明治元年にいちき串木野
市に創業し、この地と共に歩んでまいりまし
た。伝兵衛蔵・傳藏院蔵・薩摩金山蔵という 3
つの蔵を有し、各々の蔵が『伝統』『革新』『継承』
という弊社の核となる焼酎造りの理念を体現
しています。
　また、私達には「本格焼酎を真の國酒へ、
更には世界に冠たる酒へ」という長年の夢が
あります。夢の実現に向けいちき串木野市か
ら全国へ、そして世界中へ目指す未来へ向け
て皆様と共に歩み続けます。

○従業員数　314 名
○社　　是　敬天愛人
○住　　所　いちき串木野市湊町 4 丁目 1 番地
○電話番号　36-5771
○ホームページ　https://www.hamadasyuzou.co.jp/

 ○若手社員の企業アピール
　濵田酒造は、社員同士の切磋琢磨に
重きを置く会社であり、上司・部下で
はなく、共により良いモノづくりを目
指す仲間・家族のような関係です。年
齢・立場関係なく意見を述べられる場
が多く、若い社員もどんどん新しいこ

とにチャレンジし、成長できる環境です。
　また、本格焼酎文化・本格焼酎産業は鹿児島県の大
きな武器であり、私自身いちき串木野出身ですので、
地元や鹿児島県に大きく貢献できる仕事であるという
点も、働き甲斐となる大きな魅力の 1 つです。

濵田酒造 株式会社

○従業員数　41 名
○経営理念　全従業員の物心両面の幸福を追求する

と同時に、特産食品の製造販売を通じ
て食文化の継承発展と地域活性化に貢
献する

○住　　所　いちき串木野市西薩町 17-27
○電話番号　32-2538

株式会社たからや蒲鉾

 ○企業の概要
　当社は、地元名産のさつま揚げ、竹輪、蒲
鉾を主力製品とする創業 70 年の食品メーカー
です。
　平成 11 年に事業拡大のため市内港町から西
薩中核工業団地に工場を移転し、全国各地へ
美味しい練製品を出荷しています。「全従業員
の物心両面の幸福の追求」を経営理念に掲げ、
ワークライフバランスの充実（有休取得 90%
以上）、お客様に喜んで頂ける商品づくりなど
を通じ、働きやすくやりがいのある仕事がで
きる職場環境の実現を目指しています。

 ○若手社員の企業アピール
　神奈川県からＩターン入社し４年目
になります。前職は販売業でしたが、
マニュアルに沿った業務ばかりで物足
りなさを感じていました。畑違いの今
の会社に飛び込んでみたところ、新人
のアイデアでも採用されるチャンスが
多く、工程や製品の改善に繋がった時、

大きな達成感が得られます。有休は繁忙期以外であれ
ば、ほぼ希望通り取得できるのでプライベートも充実。
一人前の職人として社内で頼られる存在になることが
当面の目標です。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191

早川 悠久さん

上床 勇気さん

Vol.2 
市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。
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