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で歯を守ろうフッ素フッ素 で歯を守ろう　～フッ素の効果～フッ素
フッ素ってなあに？
　フッ素はほとんどの食べ物に含まれている
自然元素で、歯や骨にとって欠くことのでき
ない微量栄養素です。歯の質を強くし、むし
歯菌の活動を抑えます。

フッ化物のむし歯予防効果
併用することでさらに高いむし歯予防効果が得られます。

フッ化物洗口
50～80％

フッ化物歯面塗布
30～40％

フッ化物配合歯磨剤
20～30％

フ
ッ
素
ジ
ェ
ル

　40、50、60、70歳の節目年齢（Ｒ３.４.１時点）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
ますので、この機会にぜひご利用ください。

＊歯周病検診のお知らせ＊

脱灰

再石灰化

フッ素の働きフッ素（フッ化物）

再石灰化の促進

細菌の酸産生抑制

歯質強化

酸
酸

串木野健康増進センター
☎33-3450

酸

ビール
0.8mg 鶏肉 1.4mg

りんご　
0.2～0.8mg

イワシ 8.0～19.2mg

貝 1.5～1.7mg

海藻 2.3～14.3mg

食品や自然環境の
中にフッ化物は
入っています。

海水
1.3mg

砂糖
1.7～5.6mg

自然塩
25.9mg

牛肉 2.0mg

牛乳 0.2mg 河川水
0.1～0.2mg

みかん　
0.1～0.3mg

緑茶（浸出液）
0.1～0.7mg

食品１Kgの中のフッ素量
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 ○企業の概要
　当院は、前身である杏林病院から長きにわ
たり、地域の皆様と共に歩み続け、内科・血
液内科・消化器内科・循環器内科・リハビリテー
ション科、生活習慣病に関する人間ドックを
中心に診療をおこなっております。
　医療・介護と連携を密にとり、地域におけ
る病院としての役割を果たしながら、利用者
様中心の医療・保健・福祉を実践するために、
質の高いサービスの提供を目指しています。
医療から介護まで、どうぞお気軽にご相談く
ださい。

○従業員数　77 名
○経営理念　L（Life）= （ 、 、 ）
○所 在 地　いちき串木野市旭町 83 番地
○電話番号　32-2263
○ホームページ　http://www.maruta.or.jp

 ○若手社員の企業アピール
　丸田病院は、いちき串木野市にお住
まいの方が安心して暮らせる地域づく
りを目指し、急性期から慢性期の病気
まで対応できる地域密着医療を目指し
ています。
　私自身、大学生の時は、医療・福祉

とは違う分野を学んでいた為、入社時は不安でしたが、
頼れる先輩方のご指導のもと、自分自身が成長するこ
とのできる場となりました。また、福利厚生も充実し
ているので、働きやすい環境も魅力の１つです。
　これからは、患者様とスタッフが信頼できる関係を
常に心がけ、患者様に寄り添っていけるように頑張っ
ていきたいと思います。

医療法人杏林会　丸田病院

○従業員数　224 名
○経営理念　正直で基本に忠実
　　　　　　商品と品質はプリマの命
　　　　　　絶えざる革新でお客様に貢献
○所 在 地　いちき串木野市浜ケ城 11913-1
○電話番号　32-2111

プリマハム株式会社 鹿児島工場

 ○企業の概要
　当社はハム・ソーセージなどを製造する食
品メーカーです。プリマハムは今年で創業 89
年を迎え、我々鹿児島工場も創立から 60 年の
歴史があります。
　「おいしさ、ふれあい」をモットーに、お客
様に「美味しい」を届けるため、丹精こめて
商品を作っています。また、新たな取り組み
にも果敢に挑戦し、今までにない「美味しい」
を伝えるべく日々研究を進めております。

 ○若手社員の企業アピール
　入社から 1 年が経ち、確かに成長で
きているなと感じます。社内は風通し
が非常によく、我々の意見なども取り
入れてくれるので、非常に働きやすく、
仕事へのモチベーションも高まる環境
だと思います。
　また、地域の祭りに参加し、実際に

お客様に食べていただく姿を見て、当社に誇りをもて
る瞬間があることも魅力のひとつです。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191

高田 稜さん

Vol.3 
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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　本市で生産する南高梅の収穫が５月末に行われ
ました。
　今年は、収穫直前に天気の良い日が続き、気温
も上がったため、梅が急激に色づき、収穫を早め
たそうです。傷がつかないように１粒ずつ丁寧に
ちぎり収穫します。また、そのまま置いておくと
熟れすぎて柔らかくなってしまうため、すぐに冷
蔵庫へ入れて５℃から
８℃ほどで保存し、その
後出荷されます。
　収穫した約８トンの梅
は、県内の酒造会社へ出
荷され来年梅酒として販
売される予定です。

南高梅の収穫

　三井串木野鉱山株式会社から、地域貢献活動の
一環として、中央公民館ロビー展示室に「串木野
鉱山の歴史」説明板が寄贈されました。そこで、
この地域貢献活動の取組を称え、５月19日、市か
ら三井串木野鉱山株式会社に感謝状を贈呈しまし
た。

三井串木野鉱山㈱に感謝状贈呈

　主要地方道の川内・串木野線に「黎明トンネル」
が開通しました。
　５月30日に開通式が行われ、通り初めの後、一
般車両に開放されました。
　黎明トンネルは、平成28年度に着手して以来、
４年間をかけて整備されました。これまでの海岸
沿いの道路は、カーブも多く、豪雨による道路の
がけ崩れや海からの高波や強風の危険がありまし
たが、今後は安全安心で快適な通行が可能となり
ます。
　トンネルの長さは724mあり、名称はれいめい羽
島協議会が命名しました。トンネルを抜けると、
海と山に囲まれた美しい風景が目に飛び込んでき
ます。また、トンネルの銘板は田畑誠一市長が書
いたものです。

黎明トンネル開通

　命名したれいめ
い羽島協議会会長
の枇榔秋信さん
は完成したトンネ
ルについて、「黎
明トンネルは羽島
地区にちなんだ名
前。災害時の心配
がなくなり、住民
は感無量です」と
話しました。

トンネルから見える風景
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新型コロナウイルス感染対策へ寄付
 串木野健康増進センター（☎33-3450）

　つばさ薬局串木野から新型コロナウイルス感染
症拡大防止に役立ててもらいたいと市に1,000枚の
子ども用マスクの寄付を頂きました。
　本寄付については、今後の感染症予防対策に活用
させていただきます。ありがとうございました。

市長の主な動き（５月）市長の主な動き（５月）

子ども達に安全を
スクールガード・リーダー見守り活動
 学校教育課（☎21-5127）

　本市では子ども達
が安全で安心な教育
を受けられるよう、
学校や通学路におけ
る安全確保を図るた
めに、スクールガー
ド・リーダーを委嘱
し、地域社会全体で
子ども達を見守る体制を整備しています。
　今年度も警察官OBの長友弘安さんと矢田部郁男
さんが月に３～４回、登下校時の安全確保のため、
長友さんは照島小、生福小、冠岳小、市来小、川上
小を中心に、矢田部さんは串木野小、旭小、羽島小、
荒川小を中心に見守り活動をしています。また、各
学校のスクールガードに対して防犯の知識や技能
を教授しています。子ども達も感謝の気持ちを込め
て、元気で気持ちのよいあいさつをしています。

新型コロナウイルス感染対策へ
マスク寄付 串木野健康増進センター（☎33-3450）

　本市羽島出身で、愛知県豊田市在住の勝田好和氏
から新型コロナウイルス感染症拡大防止に役立て
てもらいたいと市に1,200枚のマスクの寄付を頂き
ました。
　本寄付については、今後の感染症予防対策に活用
させていただきます。ありがとうございました。

※市長の過去1か月の主な活動を掲載しています。

日にち 内　容

５/１（金）
・ 一般会計補正予算専決処分
・ 議員全員協議会
・ 国体協賛感謝状贈呈式（ダスキン）

５/６（水）・ 第10回新型コロナウイルス感染症市対策本部会議

５/７（木）・ かごしま豊かな海づくり協会との打合せ（市長室）

５/11（月）・ 県林業振興協議会打合せ及び吹上浜松林保全対策協議会監査（市長室）

５/13（水）

・ 串木野建設業協会新役員市長表敬
・ 日置地区社会教育振興会との打合
せ（市長室）
・ 日置地区駅伝競走大会運営委員会
（日置市）

５/14（木）・ シルバー人材センター理事会

５/15（金）
・ ６月議会補正予算市長査定
・ 第11回新型コロナウイルス感染症
市対策本部会議

５/18（月）・ 市行財政改革推進本部会議

５/19（火）・ 地域貢献活動への感謝状贈呈式（三井串木野鉱山株式会社）

５/20（水）・ 寄付マスク贈呈式（つばさ薬局串木野）

５/26（火）
・ 県高校教育課参事来庁
・ 県市町村職員共済組合理事打合せ
会・組合会（鹿児島市）

５/29（金）・ シルバー人材センター総会・ 定例課長会

５/30（土）・ 県道川内串木野線「黎明トンネル」開通式

５/31（日）・ 串木野青果株主総会
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生活困窮者自立支援相談窓口について
福祉課（☎33-5620）

福祉課（☎33-5618）

　そんな時は、市福祉事務所内の「生活困窮者自立支援相談窓口」にお気軽にご相談ください。
　早めの相談は早い解決につながります。（要予約☎33-5620）

○生活困窮者自立相談支援事業
　　生活に困っている方の相談に応じ、関係機関への同行訪問や就労支援を行います。その方にあっ
　た支援計画を作り、自立した生活に必要なサービスにつなげます。

○生活困窮者就労準備支援事業
　　長期間働いていないなど、働くことに不安や悩みを抱えた方へ就労に向けたサポートをします。
　収入、資産の要件を満たす方が対象となります。また支援期間は１年を超えない期間となります。

○生活困窮者家計改善支援事業
　　支援対象者は、家計収支の均衡が取れていない、滞納、借金で困っている方等です。

このようなことで困った事はありませんか？

収入はあるのに
いつも生活費が足らない
どうにかできないかしら？

借金や滞納があって
どうしたらいいの…

今まで仕事をしたことが
無いから働きたいと
思うけどどうしよう…

面接の受け方とか
分からないから
就職できるかな

いろいろな心配ごとがあって
どこに相談したらいいか

わからない

市立子育て支援
センター“きらきら”オープン

０歳から就学前の子育て広場

令和２年７月１日（水）
10：00オープン

場所　市来保健センター内（湊町１丁目115番地）
※開所時間など詳しくは市ＨＰをご覧ください。

　子育て中の親子が気軽に集い、遊び、相談できる場がオープン
します。子育て世代の皆様のご利用をお待ちしております。
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上下水道課（☎21-5157）

きれいにして流そう生活排水

みずの汚れを減らすために！
　生活排水とは、台所やお風呂、洗濯やトイレなど各家
庭の日常生活から出る排水の事です。
　私たち一人ひとりは、１日に250リットルもの水を使っ
ています。
　この中には、43ｇの汚れが含まれており（BOD負荷
量）、なかでも、生活雑排水（生活排水のうち、し尿を除い
たもの）からの汚れが30ｇと、おおよそ７割を占めている
ことから生活排水を未処理のまま流してしまうと、水質汚
濁の大きな原因となることがわかります。

私たちにできる生活排水対策

浄化槽の維持管理を適切に

　下水道や集落排水施設に接続しましょう！！
　下水道や集落排水施設は、生活排水や事業排水などの汚水を処理する施設であり、生活環境の改善や河川・海
等の水質改善に貢献しています。

●BODとは、水中に溶けている有機物（汚濁物
質）が、微生物によって酸化分解されるときに消
費される酸素の量

BODの量小

大

汚れた川きれいな川

　合併処理浄化槽を設置しましょう！！
　トイレの水だけを処理する単独処理浄化槽や、くみ取便槽を使用している家庭では、生活雑排水が未処理のまま
放流されています。汚水をすべてきれいに浄化してから川や海に流す、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

下水道や集落排水区域内にお住まいの方

下水道や集落排水区域外にお住まいの方

合併処理浄化槽設置補助金制度の活用を
　市では合併処理浄化槽への転換に伴う負担の軽減のため、補助金制度を設けています。
　通常の補助金額332,000円～548,000円に、市内業者が施工した場合、単独処理浄化槽からの転換で
110,000円、くみ取便槽からの転換で70,000円の上乗せ補助を行っています。上乗せ補助については今年度ま
での措置で、来年度からは廃止されます。
　さらに、単独処理浄化槽からの転換の場合、宅内配管工事（上限300,000円）及び単独処理浄化槽の撤去費
（上限90,000円）が別途上乗せされます。補助要件などにつきましては、上下水道課までお問い合わせください。

　浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化するため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理する必要が
あります。浄化槽の機能が低下すると、悪臭や地域の生活環境の悪化の原因になります。このため、法律により、保
守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。

○保守点検　　定期的に浄化槽の本体や付属部品の調整・修理、消毒剤の補充を行います。
　いちき串木野市内の保守点検業者
　　㈱環境保全管理センター（☎32-9143） ㈲久木山建設（☎32-3663） ㈲西薩サービス（☎32-9855）
　　㈲総合施設管理（☎32-1067） ㈲メック（☎32-8110） ㈲濵屋浄化サービス（☎35-0023）

○清　　掃　　浄化槽に溜まった汚泥を年１回程度くみ取ります。
　　　　　　　問合せ　串木野衛生センター　　☎32-3612

○法定検査　　使用開始の３～８か月後と、その後は年１回の検査が義務付けられています。
　　　　　　　問合せ　公財）鹿児島県環境保全協会　　☎099-296-9000

川の汚れの具合を
表します
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水産商工課（☎33-5638）

マイナポイントを活用した消費活性化策のご案内

　マイナンバーカードを持っている方が、マイナポイントの申込みをし、キャッシュレスでチャー
ジまたはお買い物をすると一人あたり最大5,000円分のポイントが付与される国の消費活性化
策が９月から始まります。
　申込みにはマイキーID（電子証明書）の設定、民間決済事業者（○○PAY等）への登録が必要
です。ぜひご利用ください。
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○問合せ　・マイナンバーカード　市民課　　　　　☎33-5611 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5114
　　　　　・マイナポイント　　　水産商工課　　　☎33-5638
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