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串木野健康増進センター
☎33-3450

２．自殺予防対策の方法

１．自殺に至る要因

　新型コロナウイルス感染症の影響は、健康問題だけでなく生活不安・経済不安な
どから自殺リスクを高めます。同様の事例である 2003 年の SARS（重症急性呼吸
器症候群）流行時には、香港での自殺率が過去最高レベルまで上昇したことが報告
されています。今後、日本でも自殺率の上昇が懸念されます。

　新型コロナウイルス感染症の流行期では、失職や休職、倒産による経済的困窮、
外出自粛に伴うフラストレーション（欲求不満）ならびに社会的孤立が大きな問題
になると思われます。
　自宅での生活が長期化すれば、育児や介護負担、家庭内暴力、虐待リスクが増加
する可能性もあり、注意が必要です。

・新型コロナウイルス感染症関連 SNS心の相談（厚労省）
・こころの健康相談統一ダイヤル　　　　　　０５７０－０６４－５５６
・よりそいホットライン　フリーダイヤル　　０１２０－２７９－３３８
・串木野健康増進センターの心の相談（月１回要予約）

図１．自殺に至る要因
厚生労働省「都道府県自殺対策計画策定の手引（平成 29年 11月）」の図を改変
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新型コロナウイルス感染症の影響は、健康問題だけでなく生活不安・経済不安
から自殺リスクを高めます 同様の事例である 2003 年の SARS（重症急性呼
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新型コロナウイルス感染症と
こころのケア

新型コロナウイルス感染症と
こころのケア

〇 社会的孤立を防ぎましょう。
〇 TV電話やメールを利用してみましょう。
〇 アルコールは普段よりも増えすぎないようにしましょう。
〇 ゲームの時間が増えすぎないように意識しましょう。
〇 悩みを抱え込む前に早い段階で相談しましょう。
〇 公的な機関に相談しましょう
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 ○企業の概要
　当社は和・洋菓子等の製造・販売をおこなっ
ており、現在５店舗を展開しております。モン・
シェリー松下の前身である松下屋から来年で
創業 100 年を迎える歴史があります。
　私たちモン・シェリー松下の歴史は、まさ
に “味覚探求” の歴史。「moncheri（親愛な
るあなた・私の大切なものをあなたへ）」の名
のもとに、ひとつひとつ心を込めて皆様に喜
んでいただける本物のスイーツを作り続けて
います。
　お客様の大切な方と一緒にお楽しみいただ
けるお菓子をこれからもお届け致します。

○従業員数　64 名
○経営理念　「お客様のために」
　　　　　　スピリット 3 つの力
　　　　　　【技術力、サービス力、企画・演出力】
○所 在 地　いちき串木野市大里 5550-1
○電話番号　36-2521
○ホームページ　http://moncherimatsushita.com/

 ○若手社員の企業アピール
　モン・シェリー松下は、様々
な可能性にあふれた会社です。
ベテランだけでなく若手も新商
品の開発に携わり、自分が作り
上げたお菓子がショーケースに
並ぶ姿を見ると、感動し、大変
やりがいを感じます。また、地
域や店舗でのイベントなどでお

客様と直接ふれあう機会もあり、実際に喜んでいただ
く姿を見ることで更なるやる気にもつながります。
　社内環境も明るく、とても働きやすい会社だと感じ
ます。

モン・シェリー松下 株式会社

『蛇口の取替から道路工事まで』
　　　地域に密着した総合建設業
○従業員数　18 名
○所 在 地　いちき串木野市野元 21809 番地
○電話番号　33-1323
○ホームページ　https://mitsudomekensetsu.com/

株式会社 満留建設

 ○企業の概要
　公共（鹿児島県・いちき串木野市）の土木
工事を中心に営業しています。
　創業当時から専門にしております型枠工事
については、地元のゼネコン様からのご依頼
も請け負っており評価いただいております。
　その他、住宅の水道・浄化槽等の設備工事、
基礎・外構・解体等の土木工事など、個人の
お客様からのご依頼も請け負っております。
　地域のインフラを造り守ることを使命とし
日々業務に励んでいます。
　未来に引き継がれる建設物を一緒に造りま
せんか。

 ○若手社員の企業アピール
　私は「モノ」を作ることが好
きです。自分が携わった橋や道
路が、確かな形として末永く残
ることに、達成感と誇りを感じ
ることができます。
　満留建設では、社員のスキル
アップに力を入れています。ベ

テラン社員による技術指導や資格取得のサポートなど
を通じ、社員同士切磋琢磨できる環境があり、自己成
長させてくれる会社です。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191

上西さん

有馬 裕樹さん

Vol.5
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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　本市人権擁護委員を任期満了で退任された井之
上洋一さん、久木野澄隆さんに、法務大臣からの
感謝状が贈呈されました。お二人は、人権擁護委
員を３期（９年３月）務められ、積極的な人権擁
護活動に尽力されまし
た。
　また、７月１日から
新たに井手迫なみ子さ
んと大平良徳さんが人
権擁護委員を務められ
ます。

人権擁護委員へ感謝状贈呈

　７月17日、羽島漁業協同組合が生涯学習活動と
して、羽島小学校の３年生から６年生をマダイの
稚魚放流に招待しました。
　生徒は、約5,000尾のマダイの稚魚を羽島漁港光
瀬港で放流しました。
　参加した５年生の舟倉来夢くんと大井孝太郎く
んは「放流した真鯛はかわいかった。大きくなっ
たら釣りたい」と話してくれました。

マダイ稚魚放流体験

　８月３日、中央地区まちづくり協議会は、七夕
飾りを中央交流センターに飾りました。
　設置は、まちづくり協議会と子ども会の役員が
参加しました。当初は各公民館の子ども会が準備
し、持ち寄って７月に設置する予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症の影響で延期されていま
した。
　また、今年は医療従事者への感謝を込めて青色
の短冊を飾りました。８月下旬ごろまで設置予定
です。

七夕飾り

　７月９日、人命救助を行った田中正一さん（元
町）、八牟禮守男さん（冠岳）、川畑育子さん（冠岳）
の３名が表彰されました。
　田中さんは、６月12日に冠岳花川付近を散策中、
川の中で岩にしがみついている高齢の女性を発見
すると、１人での救助は困難と判断し、冠嶽園で
勤務中の八牟禮さんに協力を求めました。八牟禮
さんは冠岳交流センターで勤務中の川畑さんに救
急車を呼ぶように伝えたのち、田中さんとともに
女性のもとへ向かい、２人で女性を救助しました。
その後、川畑さんに誘導された救急隊が到着し、
女性は無事に病院へ搬送されました。
　３名は、それぞれ気が動転して慌てたそうです
が、女性は下流へ流されるなど、危険が迫ってい
る状態で、連携した行動が人命救助に特に功労が
あると認められて表彰されました。

消防協力者表彰
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　６月25日に坂口フデさん（松寿園）が、７月１
日に菅沼美津枝さん（八房）が、９日に長一彦さ
ん（旭町）が、19日に大久保篤志さん（昭和通）
と森ムメノさん（御倉町）が、100歳の誕生日を迎
えられました。
　今回、100歳を迎えられた皆様には、市からお祝
いの花や記念品などを贈呈しました。現在、本市
の100歳以上の方は36名（７月20日時点）です。い
つまでもお元気で長生きしてください。

100歳おめでとうございます

大久保篤志さん

森ムメノさん

菅沼美津枝さん

長一彦さん

　公益財団法人B＆G（ブルーシー・アンド・グリー
ンランド）財団から、７月初旬の豪雨災害に役立
てていただきたいと義援金をいただきました。
　ありがとうございました。

　７月18日、第41回いちき串木野市春季親善グラ
ウンド・ゴルフ大会が開催され、熱戦が繰り広げ
られました。
●団体の部　優　勝　NTT同好会
　　　　　　準優勝　串協まぐろ
　　　　　　第３位　市来　緑
●個人の部　優　勝　今村　ミヨ（串協黒潮）
　　　　　　準優勝　榎木薗　隆（串協まぐろ）
　　　　　　第３位　川宿田　尚徳（NTT同好会）

第41回いちき串木野市春季親善
グラウンド・ゴルフ大会

豪雨災害へ義援金

坂口フデさん

　生冠地区では、８ミ
リフィルムによる地域
映画作りが始まってい
ます。７月29日、冠岳
小学校で、映画監督の
三好大輔氏がオンライ
ンで、８ミリフィルム
や地域映画作りの方法
を、映像を交えながら、
子ども達に話しました。
　子ども達は、初めて
見る８ミリフィルムに

最初は戸惑っていましたが、映画制作に必要な、「効
果音やポスターを皆さんと一緒に作っていきたい」
という話を聞くと、興味がわいたようで、「楽しみ」
と話す子どももいました。

地域映画って何だろう？

８ミリフィルムを探しています
　生冠地区が映った８ミリフィ
ルムを探しています。持ってい
る方で８ミリフィルムの内容が
わからない方は市役所で確認で
きます。詳しくは政策課へお問
い合わせください。
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マイナポイント申込方法のご案内
マイナポイントを貰って　
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○問合せ　マイナンバーカード　市民課　☎33-5611
マイナポイント　水産商工課　☎33-5638お得に買い物しよう！！
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令和２年10月１日
国勢調査いちき串木野市
実施本部（☎33-5650）

　国勢調査は、５年に一度、日本に住んでいるすべての人を対象に
行われる大規模な統計調査です。その結果は少子高齢化対策や皆さ
んのまちづくりに生かされる貴重なデータとなります。
　９月上旬に、調査員が各世帯を訪問し、「インターネット回答に
必要なID・パスワード」と「紙の調査票」を配布します。
　インターネットで回答した場合、紙の調査票を提出する必要はあ
りません。
　インターネットで回答しなかった場合、紙の調査票にご記入のう
え郵送をお願いします。

“かたり調査”にご注意を
　毎回、“かたり調査”という、国勢調査員をよそおって、世帯の情報を聞き出そうとする事例が報
告されています。国勢調査員は『国勢調査員証』と『国勢調査従事者用腕章』を身につけています。
また、初めから電話での調査を行うことはありませんので、少しでも不審に思われたら市役所政策
課にご連絡ください。

●国勢調査コールセンター

　「統計法」では、調査に従事する人には、調査上知り得た秘密
に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されていま
す。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固
く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
　調査票は外部の人の目にふれないよう厳重に保管され、集計が
完了した後はすべて溶かして再生紙として生まれ変わります。

個人情報は守られます！

　国勢調査のような国の重要な統計調査については、統計法という法律により調査票に記入し
て提出することが義務付けられています。報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合は罰則
も規定されているほど統計調査は重要な調査です。より良い調査結果を得るために、市民のみ
なさまの回答が不可欠です。統計調査にご理解いただき、正しく記入のうえ調査票の提出をお
願いします。

ご存知ですか？　～回答は法律上の義務～

【電話】0570-07-2020
一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用になれます。
※携帯電話・PHSの場合、それぞれ所定の通話料金となります。

【IP電話】03-6636-9607
IP電話の場合、所定の通話料金となります。

　設置期間：９月７日～10月31日
　受付時間：８：00～21：00
　（土・日・祝日も利用できます）
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