
新観光大使に任命　川下幸夫さん
 観光交流課（☎33-5640）

　７月31日、三井串木野鉱山株式会社常務取締役
で、この度広島県の三井金属鉱業竹原製練所工場長
として転出される川下幸夫氏に市観光大使の委嘱
状が交付されました。
　川下氏は平成27年に当地に赴任され、約５年間の
任期中は、新規事業にご尽力されるとともに、串木
野さのさ祭りなど本市の多くのイベント等に参加
され、市勢発展と地域振興にご協力いただきました。
　今後は観光大使として本市のPRを頑張りたいと
抱負を話しました。
　これからのますますのご活躍をお祈りいたしま
す。

市長の主な動き（７月）市長の主な動き（７月）

災害対策に関する協定調印式
 消防本部（☎32-0119）

　７月21日、南薩砂利株式会社と「災害時における
物資供給及び応急対策に関する協定」の調印式を行
いました。
　これは、災害時に作成する土のう袋用の砂や資
機材を活用させていただくものです。これにより、
災害時の活動に役立つものと期待されます。

※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

７/１（水）

・ 社会を明るくする運動総理大臣
メッセージ伝達式（市長室）
・ 市立子育て支援センターきらきら
開所式（市来保健センター）
・ 100歳到達者表敬訪問

７/３（金）・ 神村学園前駅横断歩道橋・連絡通路橋渡り初め式

７/４（土）・ 大雨災害箇所視察（市内）

７/６（月）・ 災害対策本部会議・ 大雨災害箇所視察（市内）

７/９（木）・ 100歳到達者表敬訪問

７/10（金）・ 市内中学校訪問（串木野中、串木野西中）

７/14（火）・ 市内中学校訪問（市来中、生冠中、羽島中）

７/15（水）・ 公立高校募集定員策定等地区説明会（日置市）

７/16（木）・ 人権擁護委員感謝状伝達式（市長室）・ ７月臨時議会補正予算市長査定

７/17（金）・ （一社）県治山林道協会定時総会（鹿児島市）

７/18（土）・ 春季親善グラウンドゴルフ大会（多目的グラウンド）

７/19（日）・ 100歳到達者表敬訪問

７/21（火）・ 災害時における物資供給及び応急対策に関する協定締結式（南薩砂利㈱）

７/22（水）・ みどり推進協議会総会

７/27（月）・ 市議会臨時会（開会日・議案質疑）

７/28（火）
・ 県市町村行政推進協議会地域経済
委員会（鹿児島市）
・ 国保連合会通常総会（鹿児島市）

７/29（水）
・ かごしま豊かな海づくり協会理事
会（鹿児島市）
・ 国保運営協議会

７/31（金）・ 観光大使委嘱状交付式（市長室）・ 市議会臨時会（最終本会議）
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 地域包括支援センター（☎21-5172）

通所型サービスＣが始まりました！

 税務課（☎33-5615）

　国民健康保険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２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。
●実 施 月　８月・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。

　　※１　 滞納者の住居や店舗などに立ち入り、差し押さ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。令和元年度は９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のもの。テレビ等
家電製品、腕時計、骨董品、貴金属、その他換金できるもの。

　・滞納者への行政サービスの制限
　　 　市では、納税者の公平性を確保するため、滞納者に対し、行政サービスの制限を設けています。例え
ば、市営住宅の新規入居の制限、国民健康保険証の有効期限の短縮、高額療養費の支給制限などです。

●安心便利な口座振替を！
　　口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、納期ごとに納めに行く手間がかからず便利です。
　 　申込みは、口座振替を始めたい納期月の前月20日までに通帳と届出印・納税通知書を持って、市内の
各金融機関で申し込んでください。
　※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下さい。
●問 合 せ　税務課収納係　☎33-5615

８月と12月は県下一斉国保税滞納整理月間です

通所型サービスＣとは…

　いつまでも元気で自分らしい生活を続けるために、日々の生活で取り
組みたい「動かしやすいからだづくり」「認知症予防」「栄養バランス」「お
口の健康づくり」について、リハビリ専門職等が筋力アップ運動や脳活
性化トレーニング、口腔体操や栄養講話を短期集中的に行います。週１
回、全12回の参加ができます。

強制捜査の様子

●問合せ　地域包括支援センター　☎21-5172

サービス利用の流れ
地域包括支援センターへ相談

事業対象者 非該当
要介護（要支援）認定の申請結果

給付サービス
介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービスＣの利用）

送迎あり・料金無料・定員10名

基本チェックリスト
　25項目の質問で日常生活に必要な機能が低下していな
いか調べます。

非該当要支援
１・２

要介護
１～５
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　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。

「やめて!!　コンビニ受診」
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 串木野健康増進センター（☎33-3450）

●「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

　※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。

●私たちのまちの医療を守るためにできること

　 　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。

●子どもの急な病気で心配になったら

　 　夜間、急な子ど
もの病気で心配に
なったときは、小
児救急医療電話相
談（＃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。

●いちき串木野市の「休日・夜間当番医」

　　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………８：30～22：00（９月まで｡ 10月以降は８：30～18：00）
　　　　　　　　平日夜間…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、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）

　　１１９番に迷ったら「Ｑ助」を　

●緊急時は１１９番に通報し、救急車を要請してください

鹿児島県・鹿児島県医師会・鹿児島県看護協会

●こどもの救急　ONLINE-QQ
　（公社）日本小児科学会のHPです。
　具体的な症状ごとの対処方法や、家
庭内で起こりやすい事故を防ぐための
ポイントなどが掲載されています。

　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。

総務省消防庁「Ｑ助」案内サイト
https://www.fdma.go.jp/neuter/
topics/fi ledList9_6/kyukyu_app.html
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浄化槽を設置している方へ　　　　
浄化槽の法定検査は義務です！ 上下水道課（☎21-5157）

　浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から
排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことが出来る装置です。
　法定検査は、保守点検、清掃とは別に、毎年１回の検査が義務付けられています。

　鹿児島県では、４月１日から国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法に
変わりました。４年に１回の検査員による検査と４年に３回の採水員による検査になります。国の指導で、
他県と同様に毎年検査することになりますが、１回あたりの検査手数料は引き下げられます。

・浄化槽を休止する・廃止する
　 　出張や引越しで長期間浄化槽を使用しない場合は休止の手続きが、浄化槽の撤去を行う場合は廃止の手
続きが必要です。また、休止・廃止に伴い、清掃が必要となる場合があります。
・休止していた浄化槽を再び使う
　　引越しなどに伴い、休止していた浄化槽を再度使用する場合、手続きが必要です。
・浄化槽の管理者（名義）を変更する
　　家を売買・相続するなど、浄化槽の管理者を変更する場合、管理者変更の手続きが必要です。

検査手数料（一般家庭５～ 10人槽）

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 検査頻度

基本検査(ガイドライン検査)
5,000円

ガイドライン検査
4,000円 ４年に１回

採水員検査
3,000円

採水員検査
3,000円

４年に３回
(当面：４年に１回)

※法定検査は、県の指定検査機関「（公財）鹿児島県環境保全協会」が行います。
　検査結果は、保健所、土木事務所に報告され、必要に応じて指導が行われます。
　なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

法定検査（浄化槽法第11条検査）
　浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また適正に使用され
浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、併せて浄化槽から放流さ
れる水が基準以下のきれいな水になっているか、水を持ち帰り詳しい水質検
査（ＢＯＤ）を実施します。不適事項があれば、行政及び関係者が状況を把
握するとともに早期にそれを是正することを目的にしています。
　日程については、事前に指定検査機関から通知がありますので、必ず検査
を受けてください。

●10人槽以下の定期検査が変わりました。

●鹿児島県知事指定検査機関
　（公財）鹿児島県環境保全協会
　☎099-296-9000
　　http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/

●鹿児島県生活排水対策室
　☎099-286-3685

●市役所　上下水道課
　☎21-5157（下水普及管理係）
　☎21-5158（下水建設係）

浄化槽に関する各種手続きも忘れずに‼浄化槽に関する各種手続きも忘れずに‼

問合せ
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子育て世代包括支援センター
VOL 2

子育て世代包括支援センター（☎24-8311)

○場　　所　串木野健康増進センター内１階　いちき串木野市新生町１８３番地３
○相談受付　８：３０～１７：００（月～金　祝日は除く）☎24-8311

　子育て世代包括支援センター「あいびれっじ」は、妊娠期から子育て期の方が元気に
安心して生活できるようお手伝いをする機関です。
　今月からあいびれっじ通信として、保健師、助産師、公認心理師による子育て情報や
コラムを掲載していきます。
　今回は、公認心理師さんへ相談してみたいけど、どんな人なのか、どんなことを相談し
たらいいのかの疑問を解消すべく、公認心理師の紹介や相談内容の例をご紹介します。

　皆さま、こんにちは。はじめまして。子育て世代包括支援センター「あいびれっ
じ」の公認心理師の岩元です。

　「公認心理師」って聞いたことないなぁ…。まだ誕生して日が浅い日本初の心理
職の国家資格です。ぜひこの機会に心に留めていただけたら嬉しいです。

　人は、生まれ順で考え方がちがうことがわかっています。
　第 1子は両親がいたら、父親の影響をうけやすく、第 2子は母親の影響
をうけやすい。そして末っ子は両親の影響をうけやすく、家族関係を友好
にしようとする気持ちが強いといわれています。
　それがわかってくると、気持ちが楽になったり、対応の方法に工夫がで
きる場合があります。

公認心理師さんのお仕事は
 　①心の問題を抱えている人及びその周囲の人に対して解決できるための相談、助言、援助を行う
 　②心の健康についての知識や情報の発信、提供を行う
とあるので、何か、心に問題がないと相談できないのかと考える方もいますが、子育て支援専門の先生なの
で、「子育てのちょっとした悩み」や「自分の気持ちに余裕がなくて、自己嫌悪におちいる」などの相談でも大
丈夫です。

まずは、あいびれっじに毎週月曜日、来所する岩元先生の紹介です。

岩元先生に相談をして、「気持ちが楽になった」「子育てに余裕がでてきた」との感想をいただいています。

子どもは二人いるのですが、第 1子と気があわない。
第１子の気持ちがわからない。
第１子に対して、厳しくなってしまいます。

相談の例

公認心理師と臨床心理士の違いは 国家資格 と 民間資格 のちがいです。 公認心理師　岩元正和先生

　岩元先生の相談は毎週月曜日、8：30から 17：00の時間予約制になっています。相談時間は 1人 90分
程度です。相談希望の方は、お電話ください。また、月曜日以外でも他のスタッフが対応しますので、お気軽
にご連絡ください。
　次回は、お母さん達が元気になる魔法のことばをいれた岩元先生のコラムを紹介します。

14

MK01-い串2020_8月号.indd   14 2020/08/17   8:46:49



vol.05
今月のコラムニスト　
樫村 美代子

ickkskn2016

地域おこ
し協力隊からの

　こんにちは！３度目の登場となりました協力隊のカッシーです☆彡
　2020 年も早いもので、もう夏が終わろうとしています。特に今年は新型
コロナウイルス感染症が世界的に広がったり、先日の大雨では多くの被害が
出てしまったり、長雨が続いておかしな天気になっていたり…。とにかくい
ろいろな出来事が多い数か月でした。
　私がいちき串木野市に来てからもうすぐ１年になろうとしています。ある
意味いろいろなことがありすぎて、皆様のお役に立てるような活動はできて
いませんが、今は次の活動を見据えてゆっくり準備を進めています。
　そして、８月は季楽館でのイベントを開催！！８月 29 日（土）はかき氷
無料ふるまいイベント（10：00～ 16：00）を行いますので、ぜひご家族そろっ
てお越しくださいね♪
　自粛ムードが続いていて子ども達にとってはいつもと違う夏のようです

が、いつもと違う夏だからこその思い出を作れる
と良いですね。
　また、協力隊の先輩でもある花田隊員の卒業が
迫ってきていますが、今後も大いにご活躍される
ことと思いますので、ぜひ応援していきたいと
思っています。
※８月８日のワークショップは終了しました。

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

15

MK01-い串2020_8月号.indd   15 2020/08/17   8:46:50



【 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」～
令和 2年 8月号　 まちづくり防災課 ☎3 3 - 5 6 3 1

　7月16日、生冠中学校の１年生を対象にインターネッ
トと犯罪に関する学習が行われました。
　いちき串木野警察署から、インターネットは日常生活
に欠かすことのできない便利さの一方、利用の仕方に
よって自分が周りの人へ様々な被害を与えたり、周りの
人から被害を受けることがあるとの説明を聞き、その後、
インターネットによる犯罪行為、迷惑行為などの案件に
ついて、生徒が話し合う時間がもたれました。

　7 月 17 日、羽島中学校で性犯罪についての講話が行
われました。
　いちき串木野警察署から、性犯罪とはどのようなも
ので、被害者にどれほどの重大な精神的影響があるの
か、また最近の動向や背景などの話を聴きました。
　生徒の皆さんには、自分の身近でも起こり得る性犯
罪に巻き込まれないよう、日頃から個人が心掛けるこ
と、直ぐに家族や警察に相談する勇気の大切さを再認
識する機会となりました。

38年越しに追加される、
堀孝之と高見弥一

　鹿児島中央駅前の「若き薩摩の群像」は、昭和 57 年に鹿児島市が 50 万都市達成を記念し、薩摩スチュー
デントをモデルとして建立しました。この時、群像は薩摩藩出身者のみで構成され、藩外出身者の堀孝之（長
崎出身）と高見弥一（土佐藩出身）が欠けていました。そうした中、今年２月に鹿児島市がこの２名を追
加することを発表し、現在群像は仮囲いで覆われ準備作業が進められています。
　堀家は代々、オランダ通訳の家柄で、薩摩藩とも古くから交流がありました。孝之は五代友厚の推薦で
イギリス留学には通訳として参加し、産業機械の買い付けや外交協議など重要な用務に関わり、大きく貢
献しました。帰国後は五代の右腕となり、生涯に亘って五代を支えました。
　高見弥一は土佐藩参政の実力者、吉田東洋を暗殺したことで脱藩し、薩摩藩に匿われる身となりました。
その後、薩摩藩の洋学教育学校「開成所」で多岐にわたる
西洋学を学び、非常に優秀な成績を残しました。土佐出身
でありながら、開成所や留学生に選ばれた高見は、薩摩藩
から優秀な人材として認められていたことがわかります。
帰国後は、県立中学造士館（現在の甲南高校）の数学教員
などを務め、鹿児島県の学校教育に尽力しました。
　今回、38 年の時を経て、原型を制作した同じ彫刻家の中
村晋也氏によって制作されることは大変意義深く、９月末
のお披露目が大変楽しみです。

  薩摩藩英国留学生記念館スタッフ　鴨川　敏哉

～インターネットは誰でも被害者、加害者になる“もろ刃の剣”～

～身近でも起こりうる性犯罪に巻き込まれないように普段からの用心を～

堀孝之 高見弥一
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『家族じまい』

桜木紫乃／著・文
集英社

「ママがね、ぼけちゃったみたいなん
だよ」。突然かかってきた、妹からの
電話。両親の老いに直面して戸惑う姉
妹と、それぞれの家族。認知症の母と、
かつて横暴だった父……。別れの手前
にある、かすかな光を描く長編小説。

◆９月のおはなし会
※本館と分館の日程が変更になりました。
　 本　　館
　　６日（日）11:00～（20～30分程）
　　　ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　12日（土）15:00～（30分程）
　 市来分館
　　５日、19日（土）11:00 ～（30分程）

◆蔵書点検による閉館のお知らせ
　　次の期間中、蔵書点検のため閉館いたします。
　 　利用者の皆様にはご不便をおかけ致しますが、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●市来分館　
　９月12日（土）～９月16日（水）
●串木野本館　
　９月17日（木）～９月27日（日）
※14・20・28日は両館とも通常の休館日になります。

　 　返却ポストの利用は出来ますが、貸出を希望す
る場合は、ポストには入れずに、開館している館
で返却も行って下さい。
　 　広域返却・居住地返却・相互貸借本は返却ポスト
には入れずにカウンターへの返却をお願いします。

『えだまめ』

こがようこ／著・文
大日本図書

赤ちゃんとのコミュニケーションにもな
るようパパママはもちろん、だれでも読
めば自然に語りかけになる絵本シリーズ。
赤ちゃんも大好きなえだまめが元気よく
飛び出る様子と、読みながら一緒にパクッ
と食べるしぐさができる楽しい内容です。

『オニのふろめぐり』

岡田よしたか／作
小学館

ある日ふたりの赤オニは人間の町の
ふろ屋に出かけます。いたずら好きな
ふたりは人間たちをおどろかせたり、
いっしょにさわいだり。でも最後は
……？岡田よしたかさんならではの、
軽妙な関西弁とオチがゆかいなお話。

『まだ温かい鍋を抱いて
 おやすみ』
彩瀬まる／著・文

祥伝社

彼女が大好きな枝豆パンは、"初恋
の彼"との思い出の品。病に倒れた
父の友人が、かつて作ってくれた鶏
とカブのシチュー。"あのひと口"の
記憶が紡ぐ６つの物語。ほろ苦く、
心に染み入る極上の食べものがたり。

一般図書
【本館】

児童図書
【本館】

◆９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 １日（火） ９コース 10 日（木）

２コース ２日（水） 10 コース 15 日（火）

３コース ３日（木） 11 コース 16 日（水）

４コース ４日（金） 12 コース 17 日（木）

５コース 11 日（金） 13 コース お休み

６コース ８日（火） 14 コース 29 日（火）

７コース ９日（水） 15 コース 30 日（水）

８コース 21 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。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】
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