
危
険
な
場
所
か
ら

危
険
な
場
所
か
ら

全
員
避
難！

高
齢
者
等
は

避
難！

災害の危険が迫ったら

平時
に確
認

「避難」とは「難」を「避」けること、つまり安全を確保（在宅避難、
避難所、知人･親戚宅等）することです。

迷わず避難！

ご家族と一緒に身の回りの
災害リスクを確認しましょう！

避難する際の持ち物を確認・準備しましょう

□

□

□

□

□
□

防災マップで避難場所や避難経路を
確認

頑丈で高層階に自宅がある場合は、
在宅避難も検討

安全が確保できる親戚や知人宅への
避難も検討

避難に時間がかかる高齢者の方等は、
警戒レベル３で避難を開始！

警戒レベル４で全員安全を確保

避難場所が増設・変更されている
可能性があるので、市のホーム
ページ等であらかじめ確認

※防災マップは、各交流センターに
　掲示しています。事前に、避難場
　所などを確認しておきましょう。
　（市ホームページにも掲載）

心構えを
高める

（気象庁が発表）

警戒レベル
１

避難行動の
確認

（気象庁が発表）

避難に時間を
要する人は避難
（市町村が発令）

安全な場所へ
避難

（市町村が発令）

警戒レベル
2

警戒レベル
危
険
な
場
所
か
ら

危
険
な
場
所
か
ら

全
員
避
難！

高
齢
者
等
は

避
難！

警戒レベル

❸

警戒レベル

❹

［警戒レベル❺］（市町村が発令）は
既に災害が発生している状況

□携帯電話（充電器含む）

□ モバイルバッテリー

□ 携帯ラジオ

□ 筆記用具

□ 非常食、飲料水

□ 携帯用トイレ

□タオル、タオルケット

□ 現金（小銭含む）

□ 保険証、免許証、パスポート

□ 母子健康手帳

□ 着替え、歯ブラシ

□レジャーシート

□ 携帯用カイロ

□ 懐中電灯（予備電池）

□ 軍手、スリッパ

□ 救急用具、薬

□マスク

□ 消毒液

□ 体温計

感染症対策としての備え
※非常用持ち出し袋に入るもの。ヘルメット等は玄関に置いておく。

まちづくり防災課（☎33-5631）
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新型コロナウイルス感染症拡大の中

避難所における５つのポイント
□ 健康状態（体温、嗅覚異常等）を確認

□ 持参品は、洗剤などで定期的に清掃

□ 換気を実施し、他の人とは十分な距離を

□ 手洗いや咳エチケットの徹底

□ 体調が悪い場合は、すぐに申告

マスクを着用
（口・鼻を覆う）

袖で
口・鼻を覆う

！とっさの時

ハンカチなどで
口・鼻を覆う

！マスクがない時

3つの咳エチケット

手洗いの、５つのタイミング
公共の場所から
帰った時

咳やくしゃみ、
鼻をかんだ時

ご飯を食べる時 病気の人の
ケアをした時

前と後！

外にあるものを
触った時
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選 挙 特 報
～ 生 か そ う 一 票 　 わ た し が 主 役 ～

選 挙 特 報
～ 生 か そ う 一 票 　 わ た し が 主 役 ～

鹿児島県知事選挙の投票日は７月12日（日）
投票時間　7：00～18：00

県知事を選ぶ大切な選挙です。
大切なあなたの一票、棄権をせず投票しましょう。

◎投票所入場券

□□□－□□□□ □□□－□□□□

（ハガキ）
この部分が３名分の
入場券になっていま
す。裏面は「期日前投
票宣誓書」になってい
ます。

矢印方向にはがすと３枚分に広がります。

　１枚のハガキに最大３名分連記してありますので、自分のところを切り離して投票所へ持参してください。
　入場券が届かない方や紛失した方は、選挙管理委員会へ連絡するか、当日、投票所でその旨を申し出ると
投票できます。

◎期日前投票
　　投票日当日に仕事や用務、病気や出産などの理由で投票所に行けない方は、事前に期日前投票をするこ
　とができます。
　　●期　間　６月26日（金）から７月11日（土）まで（土・日もできます）
　　●時　間　８：30 ～ 20：00
　　●場　所　中央公民館１階（図書館前ロビー）または市来庁舎１階会議室
　　　※送付されてくる入場券の裏面は「期日前投票宣誓書」になっています。期日前投票に行かれる際は、
　　　　入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入して投票所へご持参ください。

◎不在者投票
　○指定の病院、老人ホーム、その他の施設に入院、入所中の方は、施設内で投票ができます。院長や施設の
　　管理者に申し出てください。
　○重度の身体障害者は、自宅で投票ができます。
　　（自宅での不在者投票は、郵便等投票証明書の交付を受けた方に限られます。申請期限は、７月８日（水）
　　までとなっています。詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください）
　○船員の不在者投票は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方が、その証明書と船員手帳を提示
　　すると指定された入港地の選挙管理委員会で船員用の不在者投票用紙の交付を受けて投票することが
　　できます。

◎選挙権のある方
　次の要件を満たす、選挙人名簿に登録されている方。（選挙人名簿に未登録の方は投票できません）
　○年齢要件　平成14年７月13日までに生まれた方
　○住所要件　令和２年３月24日までに転入届をして引き続き３か月以上市内に居住している方
　　　　　　　（転出前は期日前投票ができます。また、県外転出後は投票できません）
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◎令和２年３月25日以降の県内からいちき串木野市への転入
　　令和２年３月25日以降に県内からいちき串木野市へ転入し、投票日も引き続きいちき串木野市にお住
　いの場合、投票場所は前住所地となります。（転入前の住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要
　です）

◎令和２年３月25日以降の県内転出
　　令和２年３月25日以降にいちき串木野市から県内へ転出し、投票日も引き続き転出先にお住いの場合、
　投票場所はいちき串木野市です。投票所で住所地要件などの確認のため少し時間がかかります。

◎令和２年６月13日以降の市内転居
　　令和２年６月13日以降に市内転居した方は、転居前の投票所で投票することになります。

◎字が書けない方は代理投票
　　ケガなどで字の書けない方は、投票所に行って、投票管理者にその旨を申し出ると投票事務従事者が代
　わって記載します。

◎投票所について
　　今回の県知事選挙から旧土川小学校の投票所を第２投票所（羽島中学校）へ統合しています。土川地域
　の方以外は投票所に変更はありません。

　鹿児島県知事選挙における投票の際に次のとおり感染防止対策に取り組みます。投票
される皆様におかれましても、ご理解・ご協力をお願いします。
投票所で行う感染症対策
　・投票管理者、立会人、投票所職員はマスクを着用します。
　・投票所に手指用アルコール消毒液を設置します。
　・定期的に投票所の換気を行います。
　・投票用紙記載台、鉛筆等を定期的に消毒します。
　・投票受付には、透明ビニールシートを張ります。

投票に来られる皆様へお願いする感染症対策
　・お手持ちの黒鉛筆（黒鉛筆のみ。ボールペン等は不可）を用いて投票用紙に記載することがで
　　きます。
　・マスク着用、来場前後の手洗いうがいをお願いします。
　・周囲の方との距離を保つようにお願いします。

投票日当日の時間帯別利用状況
　　投票所は、７：00～９：00、15：00～17：00が比較的込み合わない傾向にあるようです。投票
　の際は、混雑しない時間帯での投票をご検討ください。

期日前投票所の投票状況
　　期日前投票開始後、投票所は１日目から10日目まで、また、土日より平日のほうが比較的混み
　合わない傾向にあるようです。混雑しない期日での投票をご検討ください。

鹿児島県知事選挙における新型コロナウイルス感染症対策

◎問合せ　選挙管理委員会事務局　☎21-5125
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レジ袋有料化
2020年７月１日スタート

レジ袋削減にご協力下さい
生活環境課（☎33-5614）

　プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品
の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄
物・資源制約、海洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチッ
クの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。

　このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ
袋の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化すること
で、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとするこ
とを目的としています。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち
歩く等、できるところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

【レジ袋有料化に関する問合せ】

消費者向け

0570-080180
事業者向け

0570-000930

制度概要などの詳細はこちら
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学校教育課（☎21-5127）

　本市の鹿児島学習定着度調査結果の概要をお知らせします。
　この調査で測ることができるのは、児童生徒の学力の一部です。この結果を受け、学校では授業改善を
行う等、学校・家庭・地域が一体となって学力向上に取り組む環境づくりに努めています。

教育委員会だより　No.87

ふるさとを愛し、夢と志をもち、心豊かでたくましい人づくり

第Ⅴ期（平成30年度～令和２年度）「３アップ作戦」を展開しています。

いちき串木野市

第Ⅴ期教育 ３アップ作戦 展開中

学力・学習意欲
アップ

人権感覚・思いやり
アップ

健康・体力
アップ

①児童生徒が「分かった」「できた」
　と実感する授業の実践
②考える力・判断する力・表現する
　力の育成
③指導力向上を図る教職員研修

取組の柱
①人権を尊重し合う教育の充実
②よりよく生きるための道徳性の
　育成
③いじめや不登校の未然防止

取組の柱
①体育授業の充実と運動の日常
　化・生活化
②家庭と連携した情報モラル教育
　の推進
③基本的な生活習慣の確立、保
　健・安全指導及び食育の充実

取組の柱

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

鹿児島学習定着度調査の結果（令和２年１月実施）

○「鹿児島学習定着度調査」は、全県下で小５、中１、中２を対象に、年に１回行われます。
○毎年度、本調査の設定通過率を「基礎・基本」８割、「思考・表現」５割、全体の通過率を７割に設定し、
　調査問題を作成しています。
　※設定通過率とは、標準的な時間をかけて学習活動が行われた場合の、各問題ごとの正答又は準正答の割合の合計。
○対象教科……【小学校】国語、社会、算数、理科　【中学校】国語、社会、数学、理科、英語

基本目標

学　年

小５（現小６）

中１（現中２）

中２（現中３）

設定通過率以上の結果が見られた教科
「思考・表現」の問題

50%
国語（63.3%）、社会（67.4%）
算数（74.0%）、理科（69.3%）

教科の平均
70%

算数（79.6%）
理科（82.5%）

「基礎・基本」の問題
80%

算数（82.2%）
理科（90.1%）

国語（72.5%）、社会（57.8%）
英語（61.8%）

国語（61.4%）、社会（56.0%）

国語（79.1%）

国語（71.4%）

国語(82.7%)

なし
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市民スポーツ課（☎21-5129）
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絶対に
勝ちたい戦

いが、

いちき串木野市で

あるチェスト！
キバレ！
市民スポーツ課（☎21-5120）

市実行委員会だより
vol. 15

 足ふきマット協賛 感謝状贈呈
　国体・障スポ大会デザインの足ふきマットをご協賛いただいた、有限会
社ウチムラ（ダスキン昭和通支店）様へ５月１日、感謝状を贈呈しました。
　ありがとうございました。

　５月 26日に第１回弁当献立検討会を開催しました。
　豊かな自然に育まれた本市の食材を取り入れた、郷土色豊かな「本市国体オリジナル弁当」を選手や大会
従事者に提供するために、市内業者に弁当を作っていただき、さまざまな意見が出されました。
　今後、検討を重ね弁当を完成することとしています。

第１回弁当献立検討会を開催

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会事務局（市民スポーツ課国体推進係内）

住所　〒899-2192 いちき串木野市湊町1丁目 1番地
☎21-5120　FAX 36-5228
Email sport1@city.ichikikushikino.lg.jp
HP http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

問合せ

@ichikikushikino.kokutai国体特設HP
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いちき串木野電力 おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと

安心・快適・身近に!

●電話：33-6000　●所在地：昭和通111（串木野庁舎前）
●土曜日も営業しています（9:00～17:00）※日・祝休み

ickkskn2016

地域おこ
し協力隊からの

　みなさま、こんにちは。協力隊のカッシーです。
　今年は春先から新型コロナウイルスで、世界中が大変なことになってい
ます。市内・県内などのさまざまなイベントが中止に追い込まれ、協力隊
である私達にとっても何もできない日々が続いています。きっと状況はみ
なさんも同じだと思いますが、一日も早く平穏な日常に戻るよう祈るばか
りです。
　そこで、こんな時だからこそ少しでも明るい気持ちになれたらと思い、季楽館の周りに花の種などをた
くさん植えてみました。国道３号線沿いにはミニひまわりを植えましたが、スクスクと成長しています。
夏には黄色に光るひまわりたちが景色を明るくしてくれることを期待しています。
　また今年は『サワーポメロ祭り』が新型コロナウイルスの影響で中止になってしまい、サワーポメロの
魅力を皆さんに知っていただく機会がなくなってしまいました。そこで８月限定で、季楽館で『かき氷イ
ベント』を開催する予定です。のどかな大里地区の風景の中で、サワーポメロ味のかき氷が食べられるか
も！！
　詳細はまだ未定ですが決まり次第お知らせしますので、ぜひ皆さんで季楽館へお越しください♪

vol.03
今月のコラムニスト　
樫村 美代子
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【 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 )☎32-9710

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

みんなでつくろう　安
全・安心の街

地域安全ニュース ～毎月11日は「地域安全推進の日」～
2020年（令和2年）６月号　 まちづくり防災課 　☎33-5631

～うそ電話詐欺にご用心～

　新型コロナウイルス感染症に便乗した「うそ電話詐欺」未遂が発生しています。
　「あなたが提出した定額給付金の申請書に不備がある。キャッシュカードと通帳番号
を確認します」などと大切な情報を聞き出そうとする不審電話に要注意です。
　不審な電話を受けたら、まずは家族に相談、市役所へ確認のため問い合わせ、警察署へ連絡・相談しましょう！！

薩摩藩英国留学生、旅立ちの地

　激動の幕末、新しい時代を切り開くために決死の思いで羽島か
ら英国に旅立った薩摩藩英国留学生らの功績を顕彰しようと、羽
島史跡顕彰会は平成元年から毎年４月に旅立ちの地で「黎明祭」
を開催しています。地元の小中学生が留学生に扮して行うスピー
チは必見で、会場は笑いと感動に包まれ大変盛り上がります。
　羽島顕彰会の活動を振り返ると、平成２年鹿児島県青少年派遣
事業、平成７年渡欧130周年、平成10年英国週間IN串木野、平成
14年日英グリーン同盟、平成17年渡欧140周年などがあり、これ
らの顕彰活動が原動力となって、平成26年７月、旅立ちの地に薩
摩藩英国留学生記念館が開館いたしました。その後、渡欧150周
年や国民文化祭、明治維新150周年事業が開催されたことで、記
念館は鹿児島県を代表する観光スポットとなりました。
　また、平成30年には羽島出身で株式会社日能研九州・四国の代
表取締役西中浩二氏から、留学生達のように若者が世界に羽ばた
く道標になって欲しいとの願いが込められた薩摩藩英国留学生19
名の石彫レリーフ（2,000万円相当）が寄贈され、記念館横の壁
面に設置されました。薩摩スチューデントの気概に触れることが
できる旅立ちの地は、新しい時代を切り開く勇気や希望が湧いて
くるパワースポットでもあります。

【記念館スタッフ　川口 勝則】

定額給付金（10万円）にからむ電話詐欺には要注意！

　５月 26日、荒川小学校で、不審者が学校に現れたとの想定で対応訓練が行われました。
　日頃からの訓練で、いざという時に命を守る行動がとれるように真剣に警察などの話に耳を傾けていました。

～子供達の安全を守る不審者対応訓練！～

不審者対応、日頃の訓練で安全安心！
・初動対応訓練（教職員が気づき対応、警察へ通報）
・児童避難訓練（緊急放送で避難）
・警察署による講話など

行かない・乗らない・
大声でさけぶ・
すぐ逃げる・知らせる

イカのおすし
声かけ・連れ去り
などに要注意！
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『わかれ縁』

西條奈加／著・文
文藝春秋

いつの時代も家族円満は難しい!?人情時代
小説の名手が描く江戸の離婚模様。絵野は
個性豊かな狸穴屋の面々とともに一筋縄で
はいかない依頼を解決しながら念願の自身
の離縁を果たすことができるのか!?

◆７月のおはなし会
　 本　　館
　　４日（土）15:00～（30分程）
　　12日（日）11:00～（20～30分程）
　　　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　18日（土）15:00～（30分程）
　 市来分館
　　11日、25日（土）11:00～（30分程）

◆延期していたリサイクル市を開催します！
　 　臨時休館に伴い開催を延期していたリサイクル
市を７月に開催します。

　 　保存年限を過ぎた雑誌や、リサイクル本として
お寄せいただいた本を一人５冊までお持ち帰りで
きます。

　期間　７月12日（日）～18日（土）
　時間　図書館開館時間（18日は15:00まで）
　場所　本館ロビー、いちきアクアホール内

『やたいのおやつ』

ヨシタケシンスケ／作・絵
ＰＨＰ研究所

きょうはおまつり。ずらっと並んだ屋台に
わくわくどきどき。お店の人に誘われて、
たい焼き屋台を見たり、りんごあめ屋台を
見たり…。おまつり気分で、いろいろな屋
台と屋台のおやつを楽しめる絵本です。

『ねずみくんは
 めいたんてい』

なかえよしを／作　上野紀子／イラスト
ポプラ社

今回は、名探偵になったねずみく
ん。ある日、りんごがなくなったこ
とに気づきます。調べていくと、意
外なはんにん像が明かされて……。
りんごはだれがとったのかな？

『首・肩・腰・ひざ　痛くない
 カラダの使いかた』

宮本晋次／著・文　佐々木政幸／監修
学研プラス

日々の生活のほんのちょっとした身体
の動かしかたで、あなたの感じる痛み
はぐーんと変わる！　首、肩、腰、ひ
ざなどを上手に使うコツを、親しみや
すいイラストで分かりやすく解説。

一般図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【本館】

児童図書
【分館】

◆７月の移動図書館車巡回日程
コース 巡回日 コース 巡回日

１コース 6／30（火） ９コース ９日（木）

２コース １日（水） 10 コース 14 日（火）

３コース ２日（木） 11 コース 15 日（水）

４コース ３日（金） 12 コース 16 日（木）

５コース 10 日（金） 13 コース お休み

６コース ７日（火） 14 コース お休み

７コース ８日（水） 15 コース 23 日（木）

８コース 20 日（月）

いちき串木野市立図書館
【開館時間】
火曜日～金曜日 9:00 ～ 19:00
土・日・第３日曜日の翌月曜日 9:00 ～ 17:00
本館 ☎33-3755／市来分館 ☎21-5800

詳しいコースにつきましては右のQR
コードのウェブサイト、または広報紙
３月23日号をご覧ください。図書館へ
直接の電話でもご案内できます。
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