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平成28年度　施政方針

　平成28年第１回いちき串木野市議会定例会が２月23日から３月28日まで開催されました。
　田畑市長は、平成28年度の市政運営について、「昨年８月の台風15号で大規模な停電が発生したことを教訓に、
災害に備えた安心できる強いまちづくりをより一層進めてまいりたい。また、持続可能な都市経営の確立のため、
事業の選択と集中を実践しながら、市民や地域の視点に立って、活力ある魅力的なまちづくりを目指し、職員一
丸、自分たちの未来を自分たちで切り開くという情熱をもって取り組んでまいりたい」と所信を表明しました。
　また、議会では平成28年度の当初予算について議員の皆様に承認頂きました。合併後10年を経て、新たな10

年を迎える平成28年度は、定住・交流人口の拡大を図りながら、ふるさと納税等を活用した地場産業の振興な

ど地域活性化・地方創生につながる各種施策に取り組むほか、将来を見据えた社会基盤の整備と老朽化対策を推

進することとしています。

　平成28年度の新規事業と当初予算をご紹介します。	 （政策課☎33-5634・財政課☎33-5627）

住民と行政とのパートナーシップによる　『共生・協働のまちづくり』

共生協働推進事業

　「自治基本条例」に基づき、各地区まちづくり協議会・自治
公民館などの活動補助を行います。

　・地区まちづくり協議会等運営補助金　　
　・地区まちづくり協議会非常勤職員設置補助金
　・地区まちづくり計画策定補助金
　・地区まちづくり計画事業補助金（ソフト事業・ハード事業）
　・地域リーダー養成研修事業
　・野平交流センター整備事業	

広域行政の推進

　新たに鹿児島市等と連携し、雇用の場の創出や人材の育成、
地域資源を活かした交流人口の拡大など、圏域の経済活性化
や公共サービスの確保を目指します。

マイナンバー関連事業

　個人情報等の漏えいを防ぐため、情報システムのセキュリ
ティ強化対策を行います。

　・自治体情報セキュリティ強化対策事業
　・社会保障・税番号制度システム整備事業
　・個人番号カード交付事業

職員研修派遣事業

　市民ニーズの多様化や地方分権の進展等、社会情勢の変化
に対応するため職員を派遣します。

　・鹿児島県庁、鹿児島県大阪事務所、
　　一般財団法人自治体国際化協会　

公共施設適正化事業

　公共施設の老朽化や利用状況等を分析し、公共施設の維持
管理及び施設の更新・統廃合・長寿命化などの基本方針及び
数値目標を設定した公共施設等総合管理計画を策定します。

コミュニティ

行財政

▲鬼火焚き（羽島地区）
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第二次総合計画及び前期基本計画策定事業

　平成29年度から平成38年度までを計画期間とする第二次
総合計画と平成33年度までを計画期間とする前期基本計画
を策定します。

生活環境

保健医療福祉

▲小型動力ポンプ積載車【照島分団】

▲第二次総合計画企画委員会

健康で文化的な生活を営める　『元気で安心できるまちづくり』

最終処分場建設事業

　現在の市来最終処分場の残余容量が少ないことから、自然
環境に配慮しながら、新たな最終処分場の建設工事を実施し
ます。

　総事業費28億２千万円（平成26年度～平成29年度）
　・最終処分場周辺環境整備事業（駐車場整備）

災害対策関連事業

　災害に備えた安心できるまちづくりを進めます。
　・緊急時対策調査・普及等事業（パンフレット作成等）
　・防災メール配信事業
　・原子力広報・調査等事業（訪問調査）
　・総合防災訓練
　・災害対策整備事業（非常用食料品等の備蓄）
　・自主防災活動助成金
　・土川交流センター要援護者等屋内退避施設整備事業

高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業

　高齢者の健康づくりや社会参加活動を行っている団体にポ
イントを付与し、貯まったポイントは換金することにより、
高齢者の健康維持や地域支え合いの取組を図ります。

がん検診等実施事業

　各種検診のほか、前立腺がんの一部と後期高齢者の腹部超
音波検診の検診費用助成や、節目年齢の方に対し子宮がん検
診及び乳がん検診の無料クーポン券と検診手帳を配布するな
ど疾病の早期発見・費用の負担軽減を図ります。　　　　　
　なお、国民健康保険の方は、すべてのがん検診が無料とな
ります。

不妊治療助成事業

　県の助成対象となる男性不妊治療の１治療につき10万円
を上限に上乗せ助成します。

消防施設等整備事業

　消防施設・装備等の整備により、消防救急体制の充実を図
ります。

　・救助工作車更新（石油交付金事業）
　・消防用ホース（　〃　）
　・消防団装備（活動服）の整備（　〃　）	

子ども医療費助成事業

　中学校終了までの医療費（保険適用分）を全額助成し、経済
的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。

徘徊高齢者位置情報検索機器購入助成事業 

　GPS を利用して、徘徊高齢者の位置情報を検索するための
機器購入費用等に対して助成します。

串木野健康増進センター空調設備改修事業	

　老朽化した串木野健康増進センターの空調設備を改修しま
す。
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平成28年度　施政方針

世界に羽ばたく力強い産業が展開する　『活力ある産業のまちづくり』

食のまちづくり推進事業

　健康福祉、教育、観光交流、環境保全、食の安心安全の各
分野と連携し、横断的に積極的な取組を行います。

　・ＥＡＴｄｅ健康メニュー開発支援事業
　・食育実践キャンペーン推進事業
　・特産品直売所ネットワーク化支援事業
　・食の拠点エリア整備事業（排水樋門取付等）	
　・ふるさと納税推進事業　	
　　	ふるさと納税制度を活用し、ふるさと納税専門サイトなどから
特産品の PRや産業振興を図る

沿岸漁業活性化推進事業

　魚価や生産性の向上、資源の維持増大を図るため、漁協等
が実施する施設整備等に対して補助を行います。

　・種子島周辺漁業対策事業　	
　　　市来えびす市場の食堂建設に対する補助
　・藻場環境推進事業
　・漁場環境保全創造事業（人工魚礁設置）
　・新規沿岸漁業就業者支援金
　・沿岸漁業活性化推進事業

川南地区ほ場整備事業（県営事業負担金）
　全体面積：53.4ha（換地面積：46.9ha）
　事業期間：平成25年度～31年度
　・平成28年度予定：整備工事17ha

市有林管理事業　	

　・里山林総合対策事業
　　森林環境税を活用した景観保全対策事業
　　新生町、浦和町保安林内の間伐等
　・野元保安林管理用道路改修事業

まぐろ漁業振興事業
　・まぐろ漁船母港基地化奨励補助金
　	　	遠洋まぐろ漁船及び物資運搬船に対する奨励補助金、まぐろ
水揚げ奨励金の交付

　・薩州串木野まぐろプロジェクト支援事業補助金
　　　母港基地化の推進、付加価値の向上、振興活動への補助
　・まぐろフェスティバル運営補助金
　　　４月30日（土）、５月１日（日）開催

農業振興事業　	

　・	農業・農村活性化推進施設等整備事業
　　果樹の共同生産を行う組合に対し、施設整備の一部を助成。
　　（補助対象者）
　　いちき串木野市果樹生産組合（４戸）　果樹チッパー一式
　　寺堀果樹生産組合（３戸）　果樹防除機一式
　・園芸施設共済加入支援対策事業
　　	市内園芸施設共済への加入を促進するため、共済保険料の一
部を助成。（平成28年度～平成30年度）

観音ヶ池周辺整備事業　 

　観音ヶ池市民の森の利用者の利便性を図るためトイレを
整備します。

　・概要（男小２基、男大２基、女大２基、多目的１基）

焼酎麹用米交付金事業　	

　水田の有効活用策として、本市特産焼酎の原料用麹米の
作付を促進するために助成します。

教育・文化
学校施設整備事業

　安全で快適な教育環境の整備・充実を図ります。
　・小中学校図書館システム導入事業　	
　・幼稚園・小中学校空調設備整備調査事業　	
　・生冠中グラウンド改修事業
　・中学校大型テレビ配置事業

鹿児島国民体育大会準備事業　	

　平成32年度に開催される鹿児島国民体育大会の準備を進
めます。

　・本市開催競技
　　バレーボール（成年男子）、バスケットボール（少年女子）

学校給食センター建設事業　	

　平成31年９月の供用開始を目指して、整備に向けた調査
設計を実施します。

串木野高等学校支援対策事業

　県立高校の再編整備方針に対応し、串木野高等学校の振
興と存続に向けた取組への支援を充実します。

　・国公立大学進学者への入学金・入学準備経費補助
　・模擬試験、英語等検定への補助・部活動応援補助
　・土曜授業等講師料補助
　・国公立大学受験料補助
　・通学費支援補助金

子ども読書活動推進事業　	

　幼児期から読書習慣を身に付け、本への関心のほか、言
語の取得・想像力など豊かな人格形成を図るため、子ども
への読書活動を推進します。

　・セカンドブック事業（３歳児への本のプレゼント）
　・ビブリオバトル事業（知的書評合戦）

長崎鼻プール補修事業　	

　長崎鼻プールフェンスの塗装補修等を実施します。
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市民や地域の視点に立って魅力的なまちづくりを目指します

利便性が高く美しいまちを創造する　『快適な環境のまちづくり』

麓土地区画整理事業

　土地区画整理により安全で快適に暮らせるまちを形成しま
す。

　・進捗率約88％（平成27年度末）
　・平成28年度：調査業務委託、道路・宅地造成、建物等補償

道路整備事業

　・地域間ネットワーク道路の整備　
　　都心平江線、旧国道線、草良線、松比良線　他
　・生活道路の改良　払山線、内門古瀬戸線、冠岳校線　他
　・橋梁長寿命化事業：市内橋梁の点検、設計、修繕を年次的に実施
　・交通安全施設事業：郷之原潟下線の歩道舗装
　・土木事業補助
　　地域が行う生活道路改良費等の補助を行う。
　・市道路面性状調査事業
　　市道の修繕の必要性を調査するため、路面性状調査を行う。

企業の誘致促進及び育成補助金

　市内への新たな事業所の設置等に対して助成し、産業の振
興と雇用機会の増大を図ります。

　・事業所用水使用料補助…１㌧55円となる金額を助成
　・雇用促進補助…新規雇用１人に対し50万円を補助
　・設備投資促進補助…設備投資額の10％以内を補助
　・空き工場活用補助…	改装等の50％以内（上限500万円）、貸借料

の50％以内を３年間を補助
　・土地貸借制度…工業用地の土地貸借料10年間無償

海外販路開拓支援事業　

　・海外販路開拓支援事業
　　	まぐろ運搬船を活用した本市特産品の試験輸送の実施や見本市
へ参加し、海外販路の開拓や串木野新港利用促進を図る。

　・海外貿易商談会出展事業
　　	串木野港から特産品輸出を図るため、海外販路開拓を目的とし
て開催される国内外の商談会に係る出展費用を助成。

住宅等整備事業

　・ウッドタウン住宅建設事業（２棟２戸）　平成29年度まで
　・ひばりが丘団地改修事業
　　	平成27年8月の台風15号により被害にあった屋根外壁の改修
を年次的に行う。

　・民間住宅リフォーム事業補助金
　　対象：市内事業者利用のリフォーム経費の15％（上限15万円）
　・郷之原第１公園トイレ整備事業

地域おこし協力隊事業　	

　人口減少が進む本市において地域外の人材を積極的に誘
致し、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるた
め3名の地域おこし協力隊を導入します。

　・移住・定住支援員
　・観光支援員
　・食のまちづくり支援員

定住促進事業　	

　定住人口の増加を図るため、住宅を新築または購入した
転入者及び市定住促進団地を購入し新築した方に、平成28
年度から若年加算及び市内業者加算を新たに追加します。

　・転入者住宅建設等補助事業
　・定住促進補助事業

薩摩スチューデント偉業・功績発信事業　	

	　明治維新150周年を見据え、薩摩藩英国留学生記念館で
誘客イベントを開催します。

　・五代友厚特別企画展
　・村橋久成フェスティバル
　・長沢鼎フェスティバル
　・薩長同盟150周年記念事業

商店街活性化事業　

　・空き店舗等活用促進事業　　
　　	商工業の育成・振興のため、市内空き店舗等を活用して新規開
業する事業者へ補助を行う。

　・商工業者店舗リフォーム補助事業　	
　　既存事業者が行う店舗の改装に対して助成する。

▲海瀬橋 ▲地域振興住宅（羽島矢倉団地）
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平成28年度　当初予算

6

　市の平成28年度当初予算について、お知らせします。

　前年度当初予算と比較して、２億8,900万円、1.9％の減となります。

　歳入では、地方消費税交付金やふるさと寄附金基金繰入金が増加するものの、合併算定替の段階的縮減

や人口減等により地方交付税の大幅な減少が見込まれます。一方、歳出では、普通建設事業費が減少する

ものの、扶助費や物件費等が増加するため、財政調整基金等を取崩し予算編成しております。

　今後は普通交付税が段階的に減少するなど従来にも増して厳しい財政状況が見込まれることから、行財

政改革の実施による経費の削減と歳入の確保に努めるなど持続可能な財政運営を図ることとしています。

一般会計予算額151億4,000万円

● 企業会計 （単位：千円，％）

● 一般会計・特別会計 （単位：千円，％）

会　　計　　名 平成 28 年度
当初予算額

平成 27 年度
当初予算額

対　　比
増　減　額 増　減　率

一 般 会 計 15,140,000 15,429,000 ▲ 289,000 ▲ 1.9
特 別 会 計 10,381,301 10,496,526 ▲ 115,225 ▲ 1.1

内
　
　
訳

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 559,939 511,838 48,101 9.4
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 5,080,886 5,196,616 ▲ 115,730 ▲ 2.2
公共下水道事業特別会計 705,275 703,907 1,368 0.2
地方卸売市場事業特別会計 714 10,582 ▲ 9,868 ▲ 93.3
介 護 保 険 特 別 会 計 3,580,157 3,567,634 12,523 0.4
戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 15,821 15,727 94 0.6
療 育 事 業 特 別 会 計 21,020 21,597 ▲ 577 ▲ 2.7
後期高齢者医療特別会計 411,183 409,904 1,279 0.3
国 民 宿 舎 特 別 会 計 6,306 58,721 ▲ 52,415 ▲ 89.3

合　　　　　計 25,521,301 25,925,526 ▲ 404,225 ▲ 1.6

会　　計　　名 平成 28 年度
当初予算額

平成 27 年度
当初予算額

対　　比
増　減　額 増　減　率

水 

道 

事 

業

収益的 
収　支

収　入 427,280 429,038 ▲ 1,758 ▲ 0.4
支　出 426,716 428,843 ▲ 2,127 ▲ 0.5
差　引 564 195 369 189.2

資本的 
収　支

収　入 43,383 153,381 ▲ 109,998 ▲ 71.7
支　出 215,275 337,300 ▲ 122,025 ▲ 36.2
差　引 ▲ 171,892 ▲ 183,919 12,027 ▲ 6.5
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● 一般会計歳入歳出状況

【歳入の内訳】

30.8％

69.2％

自
主
財
源

依
存
財
源

繰入金　822,452千円　5.4％
基金からの取り崩し（特定の目的等のために積み立て
ておいたお金からの引き出し）

使用料及び手数料　185,961千円　1.2％
市営住宅や施設などの使用料及び住民票や各種証明等
の手数料

分担金及び負担金　156,665千円　1.1％
一定の事業についてその経費を負担あるいは分担する
もので保育施設等や老人ホーム負担金など

その他　1,361,935千円　9.0％
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、地方特例交
付金、寄附金など

県支出金　1,138,699千円　7.5％
市が行う特定の事務事業に対して県から交付されるもの

国庫支出金　1,923,665千円　12.7％
市が行う特定の事務事業に対して国から交付されるもの

市税
2,909,030千円　19.2％

個人法人市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
入湯税

地方交付税
4,794,000千円　31.7%
標準的な行政の実施に必
要な経費を賄うための収
入が不足する団体に対し
て、一定の方法により国
から交付されるもの

市債
1,847,593千円　12.2％
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【歳出の費目別内訳】
民生費

3,868,221千円　25.5％
一定水準の生活と、安定した
社会生活に必要な主に福祉関
係の経費

土木費
1,801,540千円　11.9％
道路・河川・都市計画・住
宅などにかかる経費

教育費
971,259千円　6.4％

小・中学校、公民館、体育施設などの
教育関係経費全般

その他
1,123,124千円　7.5%

消防費、議会費、商工費、災害復旧
費など

公債費
2,013,768千円　13.3％
市が借り入れた市債の償還
にかかる経費

農林水産業費
 743,061千円　 4.9％

農道・農地・林道・漁港な
どにかかる経費

衛生費
2,627,884千円　17.4％

健康で衛生的な生活を送るために必
要な保健衛生、清掃などの経費

総務費
1,991,143千円　13.1％

全般的な管理事務や財産、企画、税
務事務などにかかる経費

【性質別歳出予算額】

投資的経費　16.6％

義務的経費　52.6％

その他　30.8％

補助費等
1,137,907千円

7.5%

繰出金
1,290,787千円

8.5%

維持補修費等
402,062千円
2.7%

人件費
2,973,223千円

19.6%

扶助費 
2,980,568千円

19.7%

公債費 
2,013,768千円

13.3%

普通建設事業費
2,467,102千円  

16.3%
災害復旧事業費
46,000千円　

0.3%

物件費
1,828,583千円

12.1%



　本市の行政改革に関する大綱及び関連計画を策定しました。平成28年度から平成32年度を推進・計画
期間としており、これらの計画等に基づき更なる行政改革を進めていきます。

総務課（☎33-5626）
第三次いちき串木野市行政改革大綱及び関連計画を策定しました

目的 行政改革の取組の基本的な方針を示すもの

基本
方針

効率的で無駄のない
スリムな行政経営の推進

持続可能な財政基盤の構築
市民サービスの向上と
共生・協働の推進

具体的
取　組

・定員管理及び給与の適正化
・効率的な組織機構の構築
・�職員の意識改革と人材育成
の推進

・財政運営の健全化
・公共施設の見直し　
・既存事業の見直し
・積極的な財源確保の取組　
・民間委託等の推進
・地方公営企業等の経営健全化

・市民サービスの向上　
・市民と行政の協働の推進

目的
有利な財源である合併特例債の起債可能期間を５年間延長し、長期財政見通し（10年間）
を踏まえ、将来にわたって持続可能な財政基盤の確立を図る。

具体的
取組方針

⑴持続可能な財政構造への確立を図るため、財政改善計画を踏まえた予算編成の実施
⑵歳入の確保　　　　　　
⑶人件費を含めた内部管理経費の節減
⑷事務事業の再編・整理、統合・廃止及び公共施設適正化の着実な実施
⑸普通建設事業の厳選・抑制による市債残高の減少

財政推計
の手法

中期財政見通しで基金等を充当しながらも５億７千７百万円の実質的な財源不足を行革効
果額９億４千万円により、収支バランスを取る。

目的 行政改革大綱の実施計画であり、行政改革の具体的な取組を計画的に推進するための指標

推進計画
の項目等

・定員適正化計画の着実な推進
・組織機構の再編・整備
・物件費の削減
・公共施設等総合管理計画の策定と推進（新規）
・事務事業の再編・整理、統合・廃止　　
・ふるさと納税制度の活用（新規）
・指定管理者制度の見直し検討　　等　　　　　　外22項目

財政効果額 ５年間で約９億４千万円を目標

１．第三次いちき串木野市行政改革大綱

２．第三次いちき串木野市行政改革大綱推進計画

３．財政改善計画
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副市長就任のあいさつ
（略歴）

昭和54年3月　下関市立大学卒業

昭和54年4月　串木野市役所に勤務

平成12年4月　�総務課長兼選挙管理

委員会事務局長

平成15年4月　議会事務局長

平成21年4月　自治振興課長

平成24年4月　財政課長

平成26年4月　総務課長

び込む地方創生の取り組みが進められています。
難しい課題ではありますが、決め手は「地域の元
気」にあり、「そこで暮らしている人の幸せそうな
姿」にあると思います。
　市民と行政が互いに知恵や力を出しあい、「ワ
クワクするような地域づくり」を進めることが地
域や街の誇りを育て、市全体の元気づくりにも
つながっていくものと考えます。
　もとより浅学非才の身ではありますが、市長
の補佐役として市勢発展と市民の幸福実現のた
め全力で取り組む所存であります。市民の皆様
はじめ関係各位のご指導ご鞭撻をお願いいたし
ます。

　石田信一前副市長の任期満了退任に伴い、市
議会の議決をいただき4月1日に副市長に就任い
たしました。
　急激な人口減少と少子高齢化の流れに歯止め
をかけ、子育て支援や移住定住促進など人を呼

副市長　中 屋 謙 治

※大綱及び各計画の詳しい内容については、市ホームページに掲載してあります。
　また、市役所串木野庁舎総務課と市来庁舎市民課でも閲覧（配付）できます。

基本的な
考え方

少子高齢化、人口減少社会の進行及び再任用制度の本格運用等を踏まえ、引き続き簡素で
効率的な組織を整備し、最小の経費で最大の効果を上げる行政システムの確立を目指す。
⑴職員定数は、職員１人当たり人口比率を概ね80人以上とする。
　（年齢構成のバランスを考慮）
⑵�再任用職員は短時間勤務を基本とする。

基本目標

⑴事務処理の円滑化・効率化及び既存事業の廃止・縮小　　　
⑵組織の見直し
⑶事務事業の委託、施設の指定管理者制度導入、移譲などの推進　　　
⑷人材の確保

目標職員数

平成32年度における総職員を337人に設定

４．第三次定員適正化計画

H27 H32 増減

一般職員 342 305 △37

再任用職員 ��2 �32 +�30

計 344 337 △7

（人）
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　国の天然記念物で絶滅危惧種に指定されている海
鳥「カンムリウミスズメ」が長崎鼻の沖にいます。
　この鳥は一生のほとんどを海で暮らし、水中に
潜って小魚などを餌としています。漁業関係者には
以前からいることが知られていたようですが、２年
前に市内の野鳥愛好家田中正一さんによってカンム
リウミスズメと確認されました。
　波風が穏やかな日なら、長崎鼻の堤防で耳を澄ま
すとカンムリウミスズメの「ピピピ」とスズメに似た
鳴き声が聞こえます。運が良ければ堤防のそばにい
る小魚を食べに寄ってくるカンムリウミスズメの姿
を見ることができます。
　この食べる姿を陸上から観察できる場所というの
は滅多になく、取材に行った日も野鳥愛好家５～６
名がこの珍しい鳥を撮影しようと堤防上でカメラを
構えていました。

　海中で羽ばたく
ようにして泳ぐ姿
が見られます。

　研修室には、
調理台やオー
ブンなどが供
えられている。
有料だが誰で
も利用できる。
隣には会議室
もある。

この看板が目印

営業時間
8：30～17：30
TEL　32-5256

　国道３号串木野インター入口交差点近くに整備中
の“食彩の里いちきくしきの”内に４月１日、新しく
なった総合観光案内所がオープンし、関係者80名が
集まり、テープカットをして祝いました。
　新しくなった総合観光案内所は広さ168平方メー
トルで、カウンターも広くなり無料Wi-Fi が利用で
きるなど、観光案内所としての機能が充実しました。
　また、研修室には、食のまちいちき串木野らしく
調理台も備えているのが特長で、特産品の開発など
につながることが期待されます。
　センター長の榎木清照さんは「広くなり、皆様が
利用しやすい施設になった。地域の観光拠点として
情報発信をしていきたい」と意気込みを語りました。

天然記念物の海鳥　長崎鼻に

いちき串木野市総合観光案内所がオープン

（写真提供：有村修平氏）

案内所スタッフ６名「お気軽にお立ち寄りください」

（写真提供：有村修平氏）
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　３月９日、市の防犯協会は市内５つの青パト隊の
防犯パトロールなど日々の活動に対し、燃料代の一
部を助成しました。
　青パト隊は隊員の個人車両を青パトとして登録し
ており、その活動はボランティアです。パトロール
中には不審な車両を見かけることもあり、そんな時
は「何をしているのか」と声をかけ事故や犯罪の発生
を未然に防止してます。どの青パト隊も地区をくま
なく週２回程巡回するため、燃料代はかなりかかる
そうですが、「地域の安全のために」とパトロールを
続けています。

　３月14日、串木野小学校ＰＴＡは、集めたベル
マークで購入したハンズフリーマイク（拡声器）や電
波時計などを市と学校に贈りました。
　贈呈にあたりＰＴＡ会長の梅北成文さんは「ベル
マークはみんなで集めれば大きな力になる。この取
組みを通して社会に貢献し役立つ人になってほし
い」と児童に活動の意義を話し、ベルマーク部の内
部長から市長へ目録が渡されました。
　贈られたハンズフリーマイクは、母子健診や出前
講座などで使われ、電波時計とメトロノームは学校
で使われます。
　ありがとうございました。

　川の美化活動に貢献のあった団体を表彰する、平
成27年度河川愛護優良団体に迫田前公民館が選ば
れ、３月23日伝達式が市長室で行われました。
　式では県の担当者から公民館の方々への感謝の言
葉と一緒に賞状が手渡されました。
　迫田前公民館は昭和34年から毎年河川の草刈り
やゴミ拾いを続けています。この日表彰状を受け
取った公民館長の巡

めぐり

芳
かおり

さんは、「今後の活動の励み
になります」と受賞を喜びました。おめでとうござ
います。

　３月、東塩田町公民館に地域住民約70名が集ま
り、55年前に南極観測に参加した鮫島正和さんを招
き、南極の様子や氷海を航行するときの苦労話など
に耳を傾けました。
　南極観測開始から今年が60年目にあたることか
ら、同公民館が企画したものです。
　会場には南極の石やオーロラの写真の展示もあ
り、映画にもなった犬ぞりを引くため南極に渡った
樺太犬「タローとジロー」の発見時の話も聞け、参加
者は未知の世界の貴重な話を興味深く聞いていまし
た。

犯罪の抑止力　青パト隊に燃料代を助成

串小ＰＴＡベルマークで社会貢献きれいな川をいつまでも
河川愛護運動団体表彰受賞

「南極観測」黎明期の体験談を聞く
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　３月６日、B&G 体育館で、県内から56チーム
430名の小中学生が参加して、柔道大会が開催され
ました。
　試合は個人戦で行われ、小学生は学年ごと、中学
生は体重でクラス分けされ戦います。選手は、組
んで間合いを図りつつ、ここぞというところで「せ
えぃっ！」という気合とともに技を繰り出していまし
た。
　なお、会場となった B&G武道館の柔道場には今
年改修工事でフロアーと同じ高さになるよう柔道畳
が埋め込まれました。ぜひご利用ください。
【主な成績】
小学生の部　
　３年生　　　１位　榊原　天蘭
　５年生　男子２位　宮永　凌駕

　原口倖
ゆき

歩
ほ

ちゃん（６才）が３月末に岡山県で開催さ
れた倉敷ジュニアオープンの幼児の部で優勝し、市
役所に報告に訪れました。
　この大会はオリンピック選手や全日本選手を輩出
してきた大会です。バドミントンは近年競技年齢が
下がってきており、今年初めて幼児の部が設けられ
倖歩ちゃんは全試合ストレート勝ちで初代日本チャ
ンピオンになりました。
　２才からバドミントンを始めた倖歩ちゃん、今で
は毎日夜10時まで練習を重ね腕を磨いています。夢
はもちろん「オリンピック選手」です。おめでとうご
ざいます。

　徐福ロマンロードウオーキング大会が３月６日開
催され、204人が思い思いのペースで早春の冠嶽路
を歩きました。
　夫婦で毎年参加している前野俊子さんは、道沿い
の景色を眺めたり、満開となったひかん桜を写真に
収めたりしながらゆっくりと７キロを完歩。「ふきの
とうが芽吹いていて楽しかった」と春の訪れを感じ
ていました。

　３月20日、JR市来駅から JR木場茶屋駅まで薩摩
街道や金山の史跡を巡るウオーキング大会が開催さ
れ、春の温かい陽気の中約200名が参加し、さわや
かな汗をかきました。
　コースの途中にある史跡では地域の子ども達がガ
イド役を務めました。八坂神社で子どもガイドを務
めた濵田佳穂さんと真穂さんの姉妹は、「市来の伝統
をたくさんの人に知ってもらいたい」と祇園祭につい
て調べたことを短くまとめて説明。参加者は説明に
聞き入りうなずいていました。

第９回いちき串木野市柔道大会開催

バドミントン全日本チャンピオンに春の訪れ感じながらウオーキング大会

歴史探索　薩摩街道ウオーキング大会
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　羽島崎神社の例祭「太郎太郎祭」が３月13日にあ
り、多くの人が訪れました。
　太郎太郎祭は、豊漁豊作を願う「船持ち」と「田打
ち」行事があり、それぞれ地域の数えで５歳になる
子どもが参加し、参加する子どもの無事な成長も祈
ります。
　齋藤由佳さんは、県外から実家のある羽島に家族
で戻ってきて初めての参加となりました。大勢の人
に見守られ、田打ち行事で苗に見立てた松葉を植え
る息子の航季君とご主人を見て、「知った方々に祝っ
てもらえるのはうれしい」と話しました。

　３月12日、卒園前の照島保育園の園児24名が、
お茶をたて、自分の親に振る舞いました。
　これは、お茶を通して日本の作法や文化に接して
もらおうと７年前から取り組んでいるものです。
　園児たちはそれぞれ親の前に座ると、リズムよく
茶せんで抹茶を泡立て、月２回１年間練習してきた
見事な“お点

て

前
まえ

”を見せました。
　わが子のたてたお茶を飲んだ志村亜紀子さんは、
「子どもの成長を感じました。美味しかったです」と
目じりを下げました。

　３月６日深田神社で五穀豊穣を願う「ガウンガウ
ン祭」が開催されました。
　ガウンガウン祭の見どころはユーモラスな田植え
の即興劇にありますが、地域の子どもも祭りに参加
し、演者とやりとりする様子も笑いを誘います。子
ども達は田植えの準備をするテチョ（父親）の足を小
さなクワの形をした木の枝で引っ掛け、転ばせます。
転べば転ぶほどその年は豊作になると言われてお
り、テチョは何度も転ばされていました。
　今年も豊作間違いなしですね。

　特別養護老人ホーム潮風園の入居者にお茶を楽し
んでもらおうと、毎年お茶会が潮風園の庭で開かれ
ています。酔之尾で茶道を教えている勝田ひとみさ
んが６年前に始めたものです。
　６年前、介護に関わっていた勝田さんが、イベン
トで余ったお茶を使って始めたのがきっかけで、桜
の時期の毎年の行事として定着。楽しみにしている
入居者も多いそうです。
　入居者はお菓子を食べ、入れたてのお茶を美味し
そうに飲み、楽しいひと時を過ごしました。

太郎太郎祭

お父さんお母さん　お茶をどうぞ豊年万作ガウンガウン祭

春風の中お茶楽しむ
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　羽島中学校で３年生11名とその保護者を対象に、
２月19日、男女共同参画講座を開催しました。講師
に鹿児島純心女子大学の谷崎和代准教授を招き、人
権やデートDVなどについて講話がありました。
　講話では、つい相手を責めがちになってしまう
「You」メッセージと、自分の気持ちを相手に伝える
「Ｉ」メッセージについて話がありました。
　講座には、お母さんたちも参加。「こんな遅くまで
どこ行ってたの！いま何時だと思ってるの！」。日頃、
親子の間でよく耳にしそうな「You」メッセージ。こ
れを「Ｉ」メッセージに置き換えます。「帰りが遅いか
ら心配してたのよ。無事に帰ってきてよかった」。苦
笑いしていたお母さんたちの表情も、思わずほころ
びます。
　生徒たちからは、「Ｉメッセージを使うようにした
い」「相手の気持ちを考えることが大事」といった感想
が聞かれました。

　今年も市内各地で桜をめでる人達の姿がたくさん
見られました。桜の名所、観音ヶ池公園市民の森で
は“市来元気会”が３月27日、さくら祭りを開催しま
した。今年は桜の開花が遅く、観音ヶ池周辺は３部
咲きといったところでしたが、多くの人が訪れ、お
弁当を食べたり、祭りの出店やステージを楽しむ姿
が見られました。

「Y
ユ ー

ou」メッセージと「Ｉ
アイ

」メッセージ
～親子で学ぶ男女共同参画講座～

さくら祭り賑わう

４月６日撮影
この頃でも７～８部咲き。今年は一気に開花しなかったせいか、
長い間桜を楽しめました。

串木野健康増進センター（☎33－3450）
　３月８日の５歳児歯科検診において、むし
歯がなかったお子さんをご紹介します。

 荒
あ ら た

田　獅
しりゅう

竜くん   ・  中
なかしま

島　瑠
る い

惟くん

 有
ありむら

村　ななちゃん   ・  西
に し く ぼ

久保有
ゆ う き

輝くん

 榎
えのきぞの

園　壮
そうすけ

介くん   ・  浜
は ま だ

田　真
ま こ

子ちゃん

 佐
さ た

多　恋
こ な み

波ちゃん   ・  西
にしむら

村　知
ち か

花ちゃん

 年
としなが

永　芽
め い

來ちゃん

　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検
診でむし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆ かかりつけの歯科医院
をつくって、家族みんな
で歯の健康づくりに取り
組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）
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歓迎！クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」

　４月７日、本市を通過したクルーズトレイン「な
なつ星 in 九州」に、駅舎や沿線から市民が横断幕や
旗で歓迎しました。市来駅では約５分間停車し、雨
の中集まった60名が乗客に手や旗を振ると窓越し
に笑顔を返してくれました。同列車は、９月27日ま
で毎週木曜日の15時50分頃本市を通過します。

　３月30日、戸崎公民館と潟小路公民館で“ころば
ん体操”に取り組む市民約30名が戸崎公民館に集ま
り、ころばん体操を通して交流を深めました。
　潟小路公民館でころばん体操の普及に取り組んで
いる小橋口正人さんが戸崎公民館の濵田憲英館長に
呼びかけたものです。
　ころばん体操は高齢者が元気に過ごせるように、
手足に重りをつけてゆっくりとした動きで、筋力を
つける体操で、現在市内の55公民館が取り組んでい
ます。参加者は童謡にあわせて約１時間の体操をし
たあと、車座になってミニゲームも楽しみ、会場に
は笑い声が響いていました。
　小橋口さんは「こうした交流を楽しみながら、こ
ろばん体操を広げていきたい」と話しました。

　３月13日、第１回海童旗争奪ソフトボール大会が
多目的グラウンドで行われ、熱戦が繰り広げられま
した。
　また、開会式の前に、濵田酒造グループから寄贈
された優勝旗（Ａ級、Ｂ級）と優勝カップ（Ｃ級）の贈
呈式が行われました。
○Ａ級優勝　レッドフェニックス
○Ｂ級優勝　えんでん内科
○Ｃ級優勝　ベンチャーズ

一緒に楽しく“ころばん体操”第１回海童旗争奪ソフトボール大会
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薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

1862年に起きた生麦事件の
賠償問題が発展した争い。
西欧列強の軍事力や技術の差
を痛感。

薩英戦争１

薩摩スチューデントと明治維新

明治維新
150周年（2018年）カウントダウン

●イギリス艦隊 鹿児島湾に現わる
　前の年の生麦事件に対する賠償要求に薩摩藩
は応じません。薩摩藩は、イギリス艦隊がいつ
現れてもいいように、鹿児島湾沿岸の砲台を整
備し、入念な準備をします。それに対してイギ
リスは、薩摩藩を交渉のテーブルにつかせるこ
とを目的に横浜からイギリス艦隊を送ります。
イギリス艦隊の威力を示せば、要求に応じるだ
ろうと楽観的に考えていました。
　そして、文久３年６月27日（1863年８月11日）、
イギリス艦隊７隻が鹿児島湾に姿を現します。
翌28日、ニール代理公使は、改めて生麦事件の
犯人処刑と25,000ポンドの賠償金を要求しますが、薩摩藩はこの要求を拒否し続け、両者一歩も譲らず、緊迫
した状態に陥ります。

●スイカ売り決死隊作戦
　薩摩藩は武士たちをスイカ売りに変装させ、イギリス艦隊に乗り込んだ
ところで水兵たちを切り倒し、軍艦を奪うという奇策を立てます。これが
「スイカ売り決死隊作戦」です。総勢約80名で結成されたスイカ売り決死隊
の中には、黒田清隆、大山巌、後に薩摩スチューデントに選ばれる朝倉盛
明などがいました。しかし、このような作戦がイギリスに通じるわけがあ
りません。案の定、変装がばれた部隊は乗艦できず、この作戦は失敗に終
わってしまいます。

●薩摩藩蒸気船拿捕
　同年７月２日、要求に応じない薩摩藩に対してイギリスは、
薩摩藩が重富沖（現姶良市）に避難させていた蒸気船３隻（天
佑丸、青鷹丸、白鳳丸）を拿捕します。生麦事件の賠償金額
を上回る価値がある蒸気船３隻（80,000ポンド）を押さえ、交
渉を有利に進めることが目的でした。この蒸気船３隻は、五
代才助（友厚）らが買い付けてきたものでした。この蒸気船の
船長を務めていた五代と松木弘安（寺島宗則）はイギリス側の
捕虜となってしまいます。この行為を戦闘行為とみなした薩
摩藩は、天保山の砲台からイギリス艦隊に向けて砲撃を開始
します。雨風が荒れる中、開戦の火蓋が切られたのでした。

（次回（５月20日号）は「薩英戦争２－五代友厚の動向」です。）

第2 回

★薩摩藩英国留学生記念館では常時、分かりやすい館内ガイド（無料）をしています。
事前に予約すればスムーズにご案内できますので是非ご利用ください。

開催中

　薩摩藩がイギリスの要求を頑なに拒絶し、応戦準備を進めた背景には、イギリス側の要求「主犯（＝生麦事件で
リチャードソンらに危害を加えた犯人）を処刑せよ」という内容が、「主（＝島津久光）の首級を差し出せ」と誤伝さ
れていたからとも言われています。なんと、この和訳を担当したのが、後に「慶應義塾」を創設し、「学問のすすめ」
を発行した福澤諭吉だったのです。

平成28年
薩摩藩英国留学生

4月20日〜10月24日
薩摩藩英国留学生記念館特別企画展「GODAI…バイタリティーの男」〜薩摩スチューデントから大阪の恩人へ〜

こぼれ話
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鹿児島城下沖に碇泊したイギリス艦隊

旗艦ユーリアラス号と薩摩藩の小舟

薩摩藩蒸気船の拿捕

薩英戦争絵巻：尚古集成館蔵

薩英戦争絵巻：尚古集成館蔵

薩英戦争絵巻：尚古集成館蔵



健 康 な ま ち づ く りシリーズ

串木野健康増進センター（☎33-3450）

 まずは腎臓の働きを知りましょう！

 CKDってなんだろう？

 早くCKD を見つけるには？

　腎臓はそら豆のような形をし
た、握りこぶしくらいの大きさで
腰のあたりに左右対称に二つあ
ります。血液が最もたくさん流
れている臓器です。
　腎臓に運ばれた血液から、
体に不要なものはこし出され尿と
して出されます。必要なものは
吸収されて、再び血液に運ば
れます。

　次の①または②のいずれかが３か月以上持続した状態のことを言います。
　　①腎臓の働きが健康な人の60％未満に低下する
　　②たんぱく尿が出るといった腎臓の異常が続く状態。

　定期的に健診を受けることが重要です！40歳になったら必ず健診を受けましょう。
●たんぱく尿：腎臓の働きが悪くなると、血液中のたんぱく質が尿に漏れ出します。
●血清Cr（クレアチニン）：腎臓のろ過や排泄がうまくいってないと判断できます。
   　 eGFR（推定腎機能）を算出することができます。
　健康な人でも加齢とともに腎機能は少しずつ低下していきますが、肥満・高血糖・高血圧脂質異常・
喫煙などが加わると、CKD は重症化しやすく特に注意が必要です。
　健診を受けて、ご自身のからだの状況をしり、CKDを予防しましょう！

❶

❷❺

❹ ❸

腎臓の働き

老廃物や毒素を
からだの外に出す
老廃物や毒素を
からだの外に出す

血圧を調整する血圧を調整する

赤血球をつくり
貧血になるのを防ぐ
赤血球をつくり

貧血になるのを防ぐ

体液の量や
電解質のバランスを

調整する

体液の量や
電解質のバランスを

調整する

骨を丈夫にする骨を丈夫にする 塩分と水分の排出量を
コントロールする

塩分と水分の排出量を
コントロールする

自覚症状がほとんどなく、
末期になるまで気づかない！

CKD（慢性腎臓病）ってなんだろう？
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地域安全ニュース
−「 毎 月１１日 は 、地 域 安 全 推 進 の 日 」−

まちづくり防災課（☎33‐5631）

みんなでつくろう 安全安心のまち

【 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

　子ども達だけになりがちな場所は、犯罪が起
こりやすい傾向にあります。犯罪者は、純真な
子どもの心につけこみ、嘘をつき、言葉巧みに
近づいてきます。日頃から、子どもを狙う犯罪
者の誘いの手口や言葉を具体的に教えておきま
しょう。

　声を掛けられても、すぐについて行かないこと
や「家の人に聞いてから」と断ることを教えましょ
う。
　また、見知らぬ人に声をかけられたら、必ず親
や先生に話をするよう指導しましょう。

市婦連にうそ電話詐欺防犯アドバイザー委嘱
　身内や弁護士などに成りすまし、様々な手口で
お金をだまし取る「うそ電話詐欺」の被害を防ぐた
め、いちき串木野警察署は3月30日、市地域婦人団
体連絡協議会を「うそ電話詐欺防犯アドバイザー」
に委嘱しました。
　市婦連は、会員数約4500名という規模を活かし
て、うそ電話詐欺の被害防止にも警察と連携して
取り組んでいくことになります。
　市婦連の勝目眞理子会長は「市婦連の目標のひと
つは安心安全なまちづくり。気持ちを新たにうそ
電話詐欺防止に取り組んでいきたい」と決意を語り
ました。
　委嘱を受け市婦連では早速4月16日の総会で、い
ちき串木野警察署からうそ電話詐欺防止について
講義を受け理解を深めたほか、一人暮らしの高齢

　　　　いか　いかない
　　　　の　　のらない
　　　　お　　おおごえでさけぶ
　　　　す　　すぐにげる
　　　　し　　しらせる

●�子供に通学路にある「子ども１１０番の家」の
場所や「いかのおすし」などの防犯対策を教え
ましょう。
●�防犯ブザーを必ず持たせましょう。
●�日頃から親子のコミュニケーションをしっか
りとりましょう。

者宅をまわり、安否確認をする在宅福祉アドバイ
ザー「ともしびグループ」にもお願いし、うそ電話
詐欺について注意を促すようにしていくとのこと
です。

声かけ・連れ去りに注意！

4500名の目でうそ電話詐欺を防げ！

新学期スタート・新入学・新入園の時期です。地域ぐるみで見守りを

●�おかあさんが救急車で病院に運ばれた
から、早く一緒に行こう
●道を教えて欲しい
●ゲームやおもちゃで遊ぼう
●困っているから助けてくれない？
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【両日開催】

●天然まぐろ握り寿司の振る舞い（両日とも先着1,000名様　9:00～）
●冷凍まぐろ解体ショー＆即売（10:00、15:30）
●まぐろのかぶと焼き振る舞い（12:00 無くなり次第終了）
● TV 筋肉番付でおなじみの SASUKE ショー（11:00、14:30）
●活魚つかみ取り（小学生優先先着200名　受付9:00～、開始13:00）
　＊水に濡れるので、着替えをご準備ください。
●相撲甚句（11:30）     ●冷凍まぐろ解凍・刺身造り方教室（15:00）
●まぐろ重量当てクイズ（9:00～15:00）  ●水咲えり歌謡ショー（4/30 13:00、5/1 12:00） 
●観光ＰＲタイム（13:30）    ●食の広場      
●いちき串木野特産品コーナー  

【4月30日（土）】
●神村学園太鼓部（9:00）    ●セーラー☆スターズ　チアリーディングショー（9:30）
●真木ことみ歌謡ショー（10:30、14:00）  ●式典（優良漁船員表彰等12:00）   
●ゆうこジャズダンスショー（15:30）  ●海上自衛隊支援船見学会（9:30～11:00、13:00～15:30）
● Dance Performance Max Genaration 伊集院（16:00）

【5月1日（日）】
●串木野中学校吹奏楽部（9:00）
●串木野幼稚園卒園生大漁踊り（9:30）
●巡視船「とから」見学会（9:30～11:45、13:00～15:30）
　※変更になる場合があります。
●ジミー入枝とザ・キングタウンズ（10:30、15:00）
●串木野さのさ踊り（11:00） 
●木花流舞踊（14:00）
●創作太鼓衆 琉芯華（14:30）

（まぐろラーメン、まぐろ舵取り丼、
マグロカレー、まぐろ丼）
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4月30日（土）・5月1日（日）（9:00～16:30）串木野漁港外港（まぐろ本町）

第
25
回串木野まぐろ
 　フェスティバル

【 問合せ 】　鹿児島まぐろ船主協会　☎32-2181　（串木野まぐろフェスティバル実行委員会）



切　り　取　り　線
第９回　いちきウオーキング大会～白砂青松コース～参加申込書

誓約書	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
　　	私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品の管理等については、
自己の責任とし主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切迷惑をかけ
ないことを誓います。また、大会当日は、事故の無いように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分
留意しながら先導者に従い歩くことを誓います。	 	 	

　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日	 	 	 	 	 	 	 	
	 　上記誓約書に参加者全員同意します。　　　　　　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印

氏　　名 年齢 性別 住　所（市町村名） 保護者印 電 話 番 号 参加コース バ ス 利 用

3㎞・5㎞ 串木野庁舎・串木野駅・市来駅

3㎞・5㎞ 串木野庁舎・串木野駅・市来駅

3㎞・5㎞ 串木野庁舎・串木野駅・市来駅

3㎞・5㎞ 串木野庁舎・串木野駅・市来駅

3㎞・5㎞ 串木野庁舎・串木野駅・市来駅

４年生以下は保護者同伴とし、５年生から中学生のみの参加は保護者の承諾印が必要です。

バス利用時刻
串木野庁舎　８：10
串 木 野 駅　８：20
市 来 駅　８：35

【集合出発場所】 市来海岸（市来中学校西側）
【駐　　車　　場】 市来中学校校庭（駐車台数に限りがあります）
【受　　　　付】	８：30から　
【開　　会　　式】 ９：00から（９：20スタート予定）
【参　加　資　格】  下記の誓約を承諾し、健康な方ならどなたでも参加できます。
	 	 　（小学４年生以下は保護者同伴、５年生から中学生のみの参加は保護者の承諾が必要です）

【参　　加　　料】 無料	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
【携　　行　　品】  飲物・タオル・帽子など各自でご準備ください。
【申込・問合せ】  いちき串木野市教育委員会　市民スポーツ課　☎32-3111　　
　　　　　　　　串木野庁舎１階・総合体育館・市来体育館・串木野体育センター
	 	 			Ｂ＆Ｇ海洋センターでも申込書の提出ができます。
	 	 			ホームページからの電子申込みも可能です。

【 申 込 締 切 】 ５月13日（金）まで（当日受付もできます）
主催：いちき串木野市　　いちき串木野市教育委員会	
主管：いちきウオーキング大会実行委員会	 	 　後援：いちき串木野市体育協会　　南日本新聞社

参加料
無料 !

当日参加も
OK!
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第 9回

～白砂青松コース～

初夏の浜辺でマイナスイオンを浴びてみませんか

平成28年5月22日㈰

いちきウオーキング大会

①３kmコース ②5kmコース
 参加者へ
 お土産あります



　市では、就農意欲があり継続的に営農する方に

対し、新規就農者支援金を交付し、農業農村の活

性化と農業振興に努めています。

　平成26年７月以降就農した４名の方に、３月22

日に市長から支援金が贈られました。新規就農者

の一人杉山幸雄さんは「農業は夢を持ってる。地域

の農家の人にお世話になっているので頑張って栽

培し、恩返ししたい」と抱負を述べました。

　皆様の今後のご活躍を期待しています。

　青少年補導センターには、13人の青少年補導員が

おり、警察をはじめ関係機関や民間団体及び有志

指導者の協力を得て青少年の健全育成に取り組ん

でいます。

　具体的な活動として、街頭補導や巡視、青少年

に有害な環境の浄化活動、青少年相談などを行い、

青少年のいじめ・非行の早期発見や未然防止に努

めています。また、青パト隊として防犯パトロー

ルも実施しています。

　地方で生活しながら地域おこしに取り組む「地域

おこし協力隊」本市第１号の隊員として、小林史

和さんが4月1日着任しました。市役所に席をおき、

ゲストハウス立ち上げを手伝った経験などをもと

に移住・定住支援に取り組みます。

　小林さんは山梨県甲府市出身。いちき串木野市

の隊員に応募したきっかけは、飲んで美味いと思っ

た「市来」の焼酎。インターネットで「市来」を検索

していると、たまたま本市が隊員を募集している

ことを知り「チャンスがあるなら行かないと」と応

募しました。

　着任していちき串木野の印象は「おもしろそうな

ものがたくさんあった。掘り起こしてまずは山梨

の友人がいちき串木野に来たくなるように頑張り

たい」と抱負を話りました。

　市民の皆様どうかよろしくお願いします。

　４月１日から電力小売が全面自由化されました

が、太陽光パネル・電気温水器・蓄電池など新た

な機器を購入する必要はありません。このような

機器、電力の新料金について訪問販売・電話勧誘

販売で契約した場合、８日以内であれば契約解除

ができます。

　契約トラブルなどは、消費生活センター（水産商

工課内）へご相談ください。

※�消費生活相談窓口は、消費生活センターに名称

を変更しました。

農政課（☎33-5635）

社会教育課（☎21-5128）

政策課（☎33-5634）

水産商工課（☎33-5638）

農業の新たな担い手に期待
支援金を贈呈

市青少年補導センターを
ご存知ですか？

地域おこし協力隊
小林です！

電力小売全面自由化
便乗商法に注意
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青少年の健全育成に市民の皆さまのご協力をお

願いします。

市政ニュース

NEWS

杉山幸雄さん

松田理恵さん

鉾之原善宣さん

稲垣敬太さん

小林史和さん
「たくさんの人と友人になりたい」

市政
市ではこんなことをしています



空き店舗等活用補助制度の内容が変わります。
　市内空き店舗（空き家含）を活用し、新規に出店

する場合、店舗等改装経費と家賃の一部を補助す

る制度の内容を今年７月１日から、次のとおり変

更します。詳しい要件はお問い合わせください。

●改正内容

※大規模店舗内のテナントについてはその半額

●問  合  せ　水産商工課　☎33-5638

店舗のリフォーム補助制度を新設しました。
　従業員が商業・サービス業で5人以下、製造業で

20人以下の小規模事業者が市内業者を利用して行

う店舗のリフォームに助成します。詳しい要件は

お問い合わせください。

●補助金額
　�20万円以上の工事で２分の１補助（上限額30万円）

●対象者
　・�市内で１年以上販売等を行っている小規模事

業者

　・�商工会議所もしくは商工会の会員（または会員

になる見込み）で推薦を受けた方

　・�リフォームする店舗で空き店舗等活用促進事

業補助金の交付を受けていない方

　・市税の滞納がない方等

●対象業種
　�卸売業、小売業、飲食業、理容 ･美容業、教育 ･

学習支援事業、保険業、医療 ･福祉業　等

水産商工課（☎33-5638）商工業を営む方へ　助成制度を利用ください

　東日本大震災で東北の一部の海上保安部庁舎が

使えなくなったことを教訓に、３月11日、市と串

木野海上保安部は、災害時等における仮事務所施

設利用に関する協定を結びました。

　甑島列島東方沖地震の津波などの災害で、港沿い

に立つ串木野海上保安部庁舎が使用できなくなっ

た場合、市役所串木野庁舎の一部を仮事務所とし

て使用することができるようにするものです。

　これにより災害時、スムーズに海路を使った救助

や物資輸送に備えることができるようになります。

　市では県立串木野高校の勉学や活動を金銭的な

面から支援し、同校の存続を図っています。

　具体的には入学準備に係る経費のほか通学費や

部活動、模擬試験受験料の補助、また国公立大学

入学金などを助成しています。これにより進学を

あきらめていた生徒が大学進学を志すなど成果も

出てきています。

　4月7日行われた串木野高校の入学式で、市長は

今年入学した生徒の代表3名に支援金の目録を手渡

し、激励しました。

教育委員会総務課（☎21-5126）

キバレ串校生！支援金贈る 海上保安部と築く災害発生時
の協力体制 まちづくり防災課（☎33-5631）

補助種類 変更前 変更後

改装補助
改装経費の10分の
８を補助（上限額50
万円）

改装経費の２分の１
を補助（上限額30万
円）

家賃補助

・	最初の半年間は、
全額補助（上限額
５万円）
・	７～24か月は２
分の１補助（上限
額２万５千円）	

・	最初の半年間は、
全額補助（上限額
３万円）
・	７～24か月は２分
の１補助（上限額
１万５千円）	
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　平成28年６月１日を基準日として経済センサス‐活動調査が実施されます。

　この調査は、全ての企業・事業所を対象に、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握する我が
国唯一の調査です。調査の結果は、国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や商店街の活性化などの

地域行政のための基礎資料として利活用されます。

　調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

調査の方法
●支社等のない事業所
　�　調査員証をつけた調査員が訪問して、直接調査票を配布・回収します。調査票は、平成28年５月末日

までに配布します。

　�　調査員が事業所を訪問して調査を行う「調査員による調査」では、インターネットで回答できます。イ

ンターネットでの回答は、とても簡単、しかも安心です。なお、紙の調査票に記入し、調査員に提出す

ることもできます。

●支社等が有る企業
　�　国が民間事業者を通じて本社等に調査票を郵送しますので、記入し同封の封筒でご返送ください。支

社等が有る企業でも、事業所の活動状態等を把握するために本市の調査員が伺いますのでご協力くださ

い。

報告義務について
　この調査はとても重要なもので統計法により、調査を受ける人には「調査

に対し報告を行う義務」が、調査を実施する関係者には「調査によって知った

ことを他に漏らしてはならない義務」が課せられています。また、調査票の

内容については統計作成の目的以外に使用されることはありません。

政策課（☎33-5672）

　　　　　　  日本経済の
　　　　　　  「いま」を教えてください。

　４月６日、市民文化センター前において、特認

校制度を利用し特認校４校へ通う児童の出発式が

行われました。

　特認校制度とは、小規模校特別認可制度の略で、

小規模ならではの体験や学びをしたい児童が、大

規模校から特別に小規模学校へ通うことができる

制度です。

　児童を代表して、冠岳小学校６年生の中野瑠七

さんが「新しい友達と勉強や運動を頑張りたい」と

あいさつをしたあと、児童はそれぞれ送迎するタ

クシーとバスに乗り込み学校へ向かいました。

　本年度は、全部で31人がこの制度を利用して、

特認校へ通学しています。

自然豊かな学校で学びます　特認校児童出発式 学校教育課（☎21-5127）

23

市政ニュース



　今年の夏の参議院選挙は、選挙権年齢が下がり、18歳、19歳の皆さんも投票できることになります。選挙
権を行使するためにも忘れずに住民票を移しましょう。（施行　H28.6.19）

　選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
　しかし、今年の春に引っ越しをする場合、今年の夏の参議院選挙に、新住所地で投票できない可能性が
あります。

　今回、公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となる18歳、19歳の方が今年の春に引っ越
しても、旧住所地に３か月以上住んでいた場合、夏の選挙には旧住所地で投票できます。

　旧住所地の選挙管理委員会に、郵送等で投票用紙などの必要な書類を請求します。そして、交付された
投票用紙などを持参して、新住所地の選挙管理委員会に出向きます。

　引っ越し先に住民票を移す際は、市区町村窓口での「マイナンバー通知カード」
「マイナンバーカード」「住民基本台帳カード」の住所変更の届出もお忘れなく！

進学や就職の方へ
引っ越したら住民票を移しましょう！

　『単独処理浄化槽』を設置しているご家庭や『トイ
レが汲み取り』のご家庭は、生活雑排水を処理せず
そのまま流しています。
　合併処理浄化槽を設置すると、単独処理浄化槽

を設置している場合に比べ、川などに放流する汚

れの量が８分の１になります。

　また、汲み取り便所の家は、生活雑排水をその

まま流しているので、合併処理浄化槽を設置する

と汚れの量は約７分の１になります。

　なお、市では合併処理浄化槽へ切り換える方に

対して、補助金制度を設けています。

　補助要件など詳しくは上下水道課へお問い合わ

せください。

上下水道課（☎21-5157）

あなたの家は
合併処理浄化槽を設置していますか？

選挙管理委員会（☎21-5125）

　今年の春に引っ越す方は注意が必要です！

　Ｑ　引っ越して３か月経ってないけど、投票するにはどうしたらいいの？

　Ｑ　旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの ?

 今年の夏の選挙へ、Let's 投票！

　Ａ　旧住所地で投票できます！

　Ａ　不在者投票という方法があるんです！
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●防災行政無線機を活用しましょう！
　�　市では、各家庭に、防災行政無線機（個別受信機）を無料で貸し出しています。転出や転居するときは、

まちづくり防災課へ返却してください。

　　また、転入・転居して、まだ設置していない方はまちづくり防災課へご連絡ください。

●防災行政無線機

◎いざという時のために
　�　食料品・飲料水・乾電池・懐中電灯・携帯電話の充電器（電池式）等を備えておきましょう。なお、備

蓄したものは定期的に消費し、新しいものを補充しましょう。

◎防災ハザードマップでもう一度確認を！
　�　各家庭に配布してあります。災害から尊い命を守るためには、「早めの避難」が

最も有効です。今一度、家族や事業所で「家の周りの危険箇所」と「避難場所」を

確認してみましょう。

◎家の安全点検
　�　地震等に備え、タンスや食器棚を固定するなどの対策をとりましょう。

　�　また、昭和56年以前に建築された建物は、旧耐震基準によるもので、耐震性が十分ではありません。

耐震診断や補強工事等必要な対策に努めてください。

日頃から備え防災力を高めましょう！

おもて う　ら

まちづくり防災課（☎33-5631）

《こんなことありませんか？》
【症状１】　放送はちゃんと受信しているが、「電池を交換してください」とよく音声が流れる。
　　　　　A．原因　��掃除機などを使用する際に個別受信機の電源コードをコンセントから抜いていませんか？
　　　　　　　　　　�電源コードを抜いてしまうと電池が消耗し、数日で電池が切れてしまう場合もあります。

できるだけ電源コードは抜かないようにしましょう。
【症状２】　電源ランプ（緑色）はついているが、放送がまったく聞こえない。
　　　　　A．原因　�落雷等により正常に動作していません。この場合、うら側の主電源スイッチ（黒色）を一

旦切って、再び入れ直し個別受信機をリセットしてください。その後、時報や定時放送
を確認し、それでも症状が改善しない場合は、まちづくり防災課へご連絡ください。
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通 常「電 源」は「み ど り」で
す。停電等により電池で動
いている時は「あか」になり
ます。電池の動作時間は新
品で24時間が目安です。

電池の交換時期が来たらこ
こが「あか」になり、お知ら
せします。

電池交換の仕方
●ここを押し上げて、中の電池を交換します。
●電池は新しいものを !!（単二または単三のアルカリ電池が２本必要です）

主電源スイッチ（黒色）
●落雷等の影響により、放送が全く聞こえなく
なった場合、このスイッチを入れ直すことで再
び聞こえるようになる場合があります。
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　議会活動や市政の状況を市民へ直接報告・説明
し、また、意見や提言を伺うため、市民と語るを
次の日程で開催します。
　多数の参加をお待ちしております。

　※都合に合わせて各会場にお越しください。

●追悼式期日　８月15日（月）　
　　　　　　※前日からの団体行動になります。
●場　　所　日本武道館（東京都千代田区）
●対  象  者
　・�戦没者及び一般戦災死没者の配偶者及び三親
等内の遺族（過去参列していない方を優先）

　・�「次世代への継承」という観点から「18歳未満の
遺族」についても募集します。

●募集遺族数　県下で65名
●申込期間　５月２日（月）～５月31日（火）
●申込・問合せ
　串木野庁舎　福祉課子育て支援係　☎33-5618
　市来庁舎　　市民課健康福祉係　　☎21-5117

　賃金引き上げの恩恵が及びにくい高齢者の方を
対象に年金生活者等臨時福祉給付金を給付します。
●給付対象者
　次のすべてを満たす方が対象です。
　・平成27年1月1日に本市に住民票がある
　・平成27年度分の市民税が課税されていない
　・平成29年３月31日までに65歳以上になる
　※�ご自身の扶養者が課税されている方や生活保
護を受給している方は対象外です。

　※�税の修正申告をして住民税が課税されなく
なった方は対象となる場合があります。詳し
くはお問い合わせください。

●給  付  額　給付対象者１人につき３万円
●申請手続　�給付対象と思われる方には５月上旬

に申請書を送付します。ただし、所
得の状況により給付対象者とならな
い場合もあります。

●申請に必要なもの
　�　印鑑、通帳の写し等。詳しくは申請書をご覧
ください。

●申請期間　５月９日（月）～７月29日（金）
●申請場所　串木野地域　福祉課
　　　　　　市来地域　　市来庁舎市民課
●問  合  せ　福祉課子育て支援係

●特定健診とは
　�　私たちの健康をおびやかす、心臓病、脳卒中、
糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないま
ま進行することが多く、異常に気付くためには
毎年の健康診査が欠かせません。また、毎年の
検査結果の変化を見ることで、異常が出る前の
段階で予防に取り組むことができます。
　�　健康づくりのスタートとして健康診査を受診
し、生活習慣の見直しに役立てましょう。

●対  象  者
　・40～74歳のいちき串木野市国保加入者
　・後期高齢者医療制度加入者（75歳以上）
●期　　間　５月～10月まで（費用は無料です）
●健診の流れ
　①対象者に市役所から受診券が届きます。
　　・�長寿健診票は、前年度受診者に届きます。受

診券がない方は、健康増進課に申し込んで
ください。

　②各自で健診を医療機関に申し込みます。
　　・�市と契約している市内の医療機関で受診し

ます。
　③健診を受診します。
　　・�身体計測や血液検査などメタボリックシン

ドロームに関わりの深い項目を中心に検査
を受けます。

おしらせ版おしらせ版
市議会「市民と語る会」を開催します

議会事務局（☎33-5648）

全国戦没者追悼式参列希望遺族の募集
福祉課（☎33-5618）

年金生活者等臨時福祉給付金申請受付のお知らせ
福祉課（☎33-5618）

今年度の特定健診・長寿健診が始まります
健康増進課（☎33-5613）

日　　時 場　　　　所 対象地区

5/16（月）
19:30～

川北交流センター 川北

冠岳交流センター 冠岳

野元公民館 野平

5/17（火）
19:30～

荒川交流センター 荒川

上名交流センター 上名

本浦交流センター 本浦

5/18（水）
19:30～

羽島交流センター 羽島

川上交流センター 川上

生福交流センター 生福

5/19（木）
19:30～

川南交流センター 川南

照島交流センター 照島

市来地域公民館 湊・湊町

5/20（金）
19:30～

中央公民館 大原

旭交流センター 旭

中央交流センター
（ドリームセンター） 中央

5/21（土）
19:30～ 土川交流センター 土川

26



　④検査結果
　　・�受診後１～２か月後に結果報告会の案内が

届きます。
　⑤保健指導を受ける
　　・�メタボリックシンドロームのリスクがある

方は保健指導を受ける必要があります。
※�詳しくは、受診券と一緒に届く書類でご確認く
ださい。

●問  合  せ　健康増進課保険給付係

　まむしが活動を始める季節です。農作業や行楽
などで万一まむしに噛まれた時の対処方法を知っ
ておきましょう。
●噛まれたら
　・�傷口を洗い、あわてずに、安静を保ちながら
医療機関へ運ぶ。

　・利尿作用を促すために水分を摂る。
　・冷やさない（冷やしても蛇の毒には効果はない）
　・�毒の広がりを防ぐため、噛まれた箇所10～20
センチ心臓よりの部分に止血帯を巻く。止血
が目的なのであまりきつく締めすぎないよう
にし、静脈が軽く浮き出る程度に。

　・�まむしの毒はまわりが遅いのですぐに死亡する
ことはない。医療機関まで自力で行かねばなら
ない場合は、走らず、ゆっくり歩いて移動する。

●噛まれた場合の症状
　・局所症状：�噛まれた直後～数分後に激しい痛

みが現れ、大きく腫れる。
　・全身症状：�吐き気、嘔吐、頭痛、発熱、下痢、

視力の低下、しびれ、運動障害、血
圧低下、意識障害、腎不全、溶血
など

●まむし血清についての市内医療機関の問合せ
　※ 以前まむしに噛まれたことがあれば必ず医師

に伝えること。
　※必ず事前に連絡をしてから受診してください。
　　・金子病院　　　☎33-0011
　　・和田外科医院　☎32-4185
●まむしに噛まれないためには
　・�まむしが生息しているような場所の近くでは、
裸足やサンダルで歩かない。皮膚を露出する
服装は避ける。

　・�まむしなど毒蛇は、石や朽木の下、穴の中に潜
んでいることが多い。昆虫採集などの際、こ
のような場所に手足を入れるのは大変危険。

　・山道を歩く場合、藪の中に入らない。
　・�蛇を見つけても蛇が逃げ去るまで待つ。蛇の
攻撃できる範囲は限られており、標準的なま
むしの場合約50センチ。

　・�死んでいるように見える蛇であっても、いき
なり手でつかむことはやめる。

　過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納
付すると、将来の年金額を増やせる「後納制度」が昨
年10月から３年間限りの特例として始まりました。
　なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後
納制度の利用はできません。
　後納制度を利用するには、申込が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。
●問  合  せ
　国民年金保険料専用ダイヤル　☎0570-011-050
　川内年金事務所　☎22-5276

　水田で米や飼料作物、販売用の野菜等を生産し
た生産者には、作付した作物の種類や作付面積に
応じて国から交付金が交付されます。
　交付金の交付を受けるには、経営所得安定対策の
交付申請書類の提出が必要です。交付申請書類は、
４月19日頃から順次、農業共済連絡員が配付します。
　申請書類にある作物ごとの交付金額などを参考
に作付計画を立て、５月２日（月）までに交付申請
書類を提出してください。
　なお、４月末までに書類が届かない方や新たに米
等を水田に作付けする方はお問い合わせください。
●水稲の生産者は、全員、作付計画の提出が必要です。
　水稲の作付は、国から作付面積の割り当て（生産
数量目標の配分）を受ける必要があります。
　そのため作付面積が11a 未満であるなど、交付金
の交付を受けない方も、必ず作付計画の提出が必
要です。
●交付金の額（直接支払交付金　10アールあたり）
　・米（主食用米）　7,500円（29年度まで）
　・転作作物

　※販売用の野菜、果樹、花きも対象になります。
　※地域振興作物には、別途、加算があります。
　　地域振興作物…�飼料作物、いちご、にがうり、

かぼちゃ、そらまめ、ソリダゴ、
ばれいしょ、スナップエンド
ウ、ヒバ

　そのほか、認定農業者等を対象に、米の販売収
入が下落した際、減収額を補てんする制度（ナラシ
対策）があります。
●問  合  せ　農政課農林係

まむしに噛まれた時の応急処置
串木野健康増進センター（☎33-3450）

国民年金保険料「後納制度」
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

対象作物 交付単価
加工用米（焼酎麹用米）※単年 43,000円
加工用米（焼酎麹用米）※複数年 55,000円
ＷＣＳ用稲 82,000円
飼料作物 39,000円
飼料作物（二毛作） 15,000円

飼料用米 62,000円
～112,000円

水田に水稲や転作作物を作付する方は
申請書（作付計画）の提出が必要です

農政課（☎33-5635）
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　香港、マカオ、台湾の大学生と生活を共にする
ことで、観光旅行等では得られない思い出を作る
ことができます。皆様の応募をお待ちしています。
●受入期間　７月10日（日）～24日（日）
●申込期限　５月13日（金）まで
●申込・問合せ　いちき串木野市国際交流協会事務局
　　　　　　（政策課国際交流係内）

　入場は無料です。自由に聴講できるので直接会
場にお越しください。
●日　　時　５月21日（土）14:30～16:00
●場　　所　かごしま県民交流センター
　　　　　　大研修室　第３（東棟４階）
●講座内容
　・糖尿病と歯周病の不思議な関係
　・生涯口から食べることを目指して
●主　　催　第59回春季日本歯周病学会学術大会
●問  合  せ　運営事務局㈱コンベンションリンゲージ
　　　　　　☎092-437-4188

　商工会議所女性会では「茶いっぺで語いもんそ」
を開設します。とっても簡単な「ゆるゆる体操」で
体をほぐしたり、のんびりお茶しませんか。
　お気軽にお立ち寄りください。申し込みや参加
料は不要です。
●開  設  日　�毎月第２、第４木曜日
　　　　　　10:00～12:00
●場　　所　�旭町中央通り商店街　まちなかサロン
●問  合  せ　�いちき串木野商工会議所女性会
　　　　　　☎32-2049

　昨年、11月に開催された国民文化祭「薩摩藩英国
留学生フェスティバル」の記録映像を無料で貸出し
しています。
●貸出場所　いちき串木野市立図書館
　　　　　　羽島交流センター
● DVD 内容
　・留学生渡欧劇【羽島青年学級】
　・吹奏楽演奏会【陸上自衛隊第８音楽隊】
　・リレートーク【羽島史跡顕彰会等】
　・薩摩スチューデント落語【桂竹丸】
　・�元ロンドン大学副総長講演【ジョン・ホワイト
教授】

　・その他
　※�薩摩藩英国留学生記念館ライブラリーで閲覧
できます。

●日　　時　５月17日（火）～22日（日）
　　　　　　全日20:00～
　　　　　　（参加チーム数により期間は変わります）
●場　　所　市来体育館
●試合方法　�日本バレーボール協会の９人制ルー

ルで実施しますが、一部、大会特別
ルールを採用し、参加チームを３つ
のクラスに分けて行います。詳しく
は事務局へお問い合わせください。

●参加資格　�本市居住者で、平成13年４月１日以
前に生まれた男女により１公民館に
よるチーム編成としますが、戸数の
少ない公民館は２公民館（近隣）での
編成を認める場合もあります。

●申込締切　５月６日（金）まで
●申込・問合せ
　都市計画課（市来庁舎）　　　中間　☎21-5152
　健康増進課（串木野庁舎）　　中間　☎33-5673

よく見て確認　電線注意！
・電線近くでのクレーン作業は危険です。
・	鯉のぼりを立てる際、電線の近くは危険です。
・	電線近くでの釣りは危険です。
　もし電線にかかったときは、九州電力にご
連絡ください。
●問  合  せ　九州電力㈱川内営業所
　　　　　　☎0120-986-802

関西市来会より
関西居住の方へお知らせ願います
　５月28日、大阪で「第21回関西市来会親睦
会」が開催されます。
　市来地域出身の方であればどなたでも参加
できるので、関西居住の兄弟や親せき、知り
合い等がいる方は、その方へ親睦会の開催を
お知らせください。
　なお、参加を希望される方は、直接事務局
へお問い合わせください。
●問  合  せ　関西いちき会事務局　福屋政信
　　　　　　昼　　☎06-6991-5843（会社）
　　　　　　夜　　☎06-6996-3811（自宅）
　　　　　　携帯　☎090-8524-1611

茶いっぺでかたいもんそ
水産商工課（☎33-5638）

「薩摩藩英国留学生フェスティバル」DVD を貸出します
観光交流課（☎33-5640）

第29回からいも交流・夏　受入家庭募集
政策課（☎33-5624）

日本歯周病学会　市民公開講座
串木野健康増進センター（☎33-3450）

第47回公民館対抗
ベストメンバーバレーボール大会

市民スポーツ課（☎21-5129）
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　それぞれのソフトの基本操作ができる方を対象
にした講座です。

●時間・曜日　毎週　月・水・金曜日（祝日除く）
　　　　　　9:00～16:00（昼食時間12:00～13:00）
●場　　所　川内技術開発センター
●申込方法　�電話または FAX（講座名・住所・氏名・

電話番号を記入）
●申込・問合せ　川内能力開発協会
　　　　　　☎22-3873　FAX20-6423

　市のすべての計画の基本となる「第一次総合計
画」が平成28年度に終了することから、平成38年度
を目標とする「第二次総合計画」を策定するため、基
本構想を審議する委員を募集します。
●募集人数　５名以内（委員総数20名以内）
●応募資格　次の条件のすべてを満たすこと
　（1）�満20歳以上で、市内に１年以上居住または市

内の事業所に１年以上勤務していること
　（2）�年５回程度ある平日開催の会議に参加できる

こと
　（3）市の他の附属機関の委員でないこと
　（4）公務員、市議会議員でないこと
　（5）市税の滞納がない者
●任　　期　委嘱の日から平成29年３月31日まで
●応募方法
　�　応募用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、
FAX、もしくはメールにて提出してください。
　�　応募用紙は、政策課、市来庁舎市民課にある
ほか、市ホームページからもダウンロードでき
ます。

●応募期間　５月13日（金）まで（必着）
●応募・問合せ
　政策課　政策係☎33-5634　FAX32-3124
　メール　seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

　総合観光案内所では体験講座を開催しています。

※講座は１回のみの講座になります。
※�幼児の参加には必ず保護者同伴でお申し込みく
ださい。
※託児サービスは行っていません。
●定　　員　各講座20名
●場　　所　�いちき串木野市総合観光案内所研修

室
●申込期限　５月５日（木・祝）まで
　　　　　　（先着順で定員になり次第締切）
●申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　8:30～17:30　☎32-5256

　移動図書館車が市内を巡回します。お気軽にご
利用ください。

※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。
※	１、２、３、７、８、９、15コースについては、
前日に防災無線で放送します。

講座 日時 対象者 内容 参加費
（材料代等）

①エコなクラフト
　ウニ殻アート
　体験 A

5/8（日）
13:00

～

13:50

幼児

～

大人

ウニの殻に
模様を描い
て作品作り

300円

②エコなクラフト
　ウニ殻アート
　体験 B

5/8（日）
14:00

～

14:50

中学生
以上

ウニの棘（と
げ）を 使 っ
たアートフ
レーム作り

500円

③気象予報士の
　お天気教室

5/7（土）
13:00

～

15:00

小学生

～

大人

いちき串木
野の興味深
い自然や気
象を学ぶ。

100円

５月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

総合観光案内所5月～6月体験講座募集中
観光交流課（☎33-5640）

パソコン講座のご案内
水産商工課（☎33-5638）

総合計画審議会委員を募集
政策課（☎33-5634）

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 3日（火）
荒川小休み ９コース 12日（木）

2コース 4日（水）
旭小休み 10コース 17日（火）

3コース 5日（木）
冠岳小休み 11コース 18日（水）

4コース 6日（金） 12コース 19日（木）

5コース 10日（火） 13コース 24日（火）

6コース 11日（水） 14コース 25日（水）

7コース 13日（金） 15コース 26日（木）

8コース 16日（月）

講座 ①ワード応用コース
（Word2010）

②エクセル応用コー
ス（Excel2010）

日時 6/29（水）～7/8（金）
５日間30時間

7/11（月）～7/29（金）
８日間48時間

内容
書式の設定、図形を
使った文書の作成

関数の使い方やグラ
フィックの作成、ピ
ボットテーブルの作
成、マクロの自動処理

定員 18名 18名

受講料 13,000円
（税込・テキスト代含）

18,000円
（税込・テキスト代含）

申込締切 ６月17日（金） ７月１日（金）
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●自主講座

※受講料等は、各講座で異なります。また、会場・予定日等は変更になることがあります。
●申込方法　�このページの受講希望申込書を社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールへ５月13日（金）

までに提出してください。FAX（36-5044）でも申し込めます。申込後、各講座から連絡があり
ます。

●問  合  せ　社会教育課（市来庁舎）　☎21-5128

受講希望申込書��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX36-5044

氏
フ リ

　　　　　名
ガ ナ

�住　所　（〒　　　　　　　　） 公民館 年　齢 電話番号

�いちき串木野市

受�講�希�望�講�座

講座名（講座生から） 開講場所 開講予定日 時　間

アートフラワー（布を染めて自分だけの花づくりを楽しみます） 市来地域公民館 毎月１回（第３火曜日） 13:00～16:00

市来コーラス（女声コーラスグループです。一緒に歌いましょう） 市来地域公民館 毎月４回（毎週水曜日） 10:00～12:00

絵画教室（油絵描画を楽しんでいます。仲間づくりも） 市来地域公民館 毎月１回（第３土曜日） 13:30～15:30

鹿児島弁学習研究会（かごしま弁を学び生活に生かします） 中央公民館 毎月１回（第２土曜日） 14:00～16:00

串木野古文書会（「林鹿＝麓、「難考＝ナンコ」と考え話し合い、読んでいます） 中央公民館 毎月１回（第４土曜日） 10:00～12:00

コーラスはまゆう（女性・男性問わず楽しく歌いましょう） 市来地域公民館 毎月３回（第１・２・４水曜日） 13:30～15:30

古文書に親しもう（古文書解読から史跡見学まで学びます） 市来地域公民館 毎月１回（第３土曜日） 10:00～12:00

茶道自主講座（日本の伝統文化を気軽に一緒に楽しみませんか） 市来地域公民館 毎月２回（第１・３水曜日） 13:30～15:30

シルバー音楽教室（童謡・唱歌等懐かしい歌を歌いましょう） 串木野高齢者福祉センター 毎月１回（第３水曜日） 10:00～11:30

女声合唱団コールあじさい（楽しく合唱の練習をしています） 市来地域公民館 毎月３回（第１・２・３火曜日） 9:45～11:30

水墨画「翔龍会」（四季の風景を先生の話を聞きながら描きます） 市来地域公民館 毎月２回（第２・４金曜日） 13:30～15:30

ズンバ BAILA・K（ラテン系の音楽で楽しく汗を流しましょう） 上名交流センター 毎月４回（毎週火曜日） 19:30～20:45

大正琴桜グループ（興味のある方、一緒に楽しみましょう） 中央公民館 毎月２回（第２・４金曜日） 13:30～15:00

大正琴湊グループ（興味のある方、一緒に楽しみましょう） 市来地域公民館 毎月２回（第１・３月曜日） 13:30～15:30

渚ハーモニカクラブ（ハーモニカを楽しみましょう。初心者大歓迎） 市来地域公民館 毎月２回（第１・３土曜日） 10:00～12:00

ハナレイ・ホク☆フラ・マーリエ（楽しくフラダンスを踊ります） 市文化センター 毎月１回（第４土曜日） 13:30～14:30

パッチワーク「絹布」（パッチワークでバッグ、小物づくりを楽しみます） 市来地域公民館 毎月１回（第４水曜日） 13:00～16:00

盆栽同好会（鉢物を中心に手入れを楽しみます） 薩摩金山蔵 毎月２回（第２･４金曜日） 9:30～11:30

民　　踊（楽しく踊り、仲間づくりや生きがいづくりを一緒にしませんか） 中央公民館他 毎月２回（第２･４木曜日） 20:00～22:00

ヨガ講座（ヨガで心も体もリフレッシュ） 市来高齢者福祉センター 毎月２回（第２･４木曜日） 13:30～14:30

レクリエーションダンス（音楽に合せて体を動かしましょう） いちきアクアホール 毎月４回（毎週火曜日） 20:00～22:00

平成28年度　生涯学習講座（自主講座）のご案内
社会教育課（☎21-5128）

市内では、公民館講座から自立した多くのグループが自主講座として活動しています。
生活の充実や健康増進・生きがいづくりのため、皆さんの参加をお待ちしています。

（切り取り線）
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●日　　時　５月１日（日）～５月８日（日）
　　　　　　図書館の開館時間
　　　　　　（最終日は15時まで）
●場　　所　市立図書館本館・分館
●対　　象　2015年３月以前の週刊誌
　　　　　　2014年３月以前の月刊誌
　　　　　　リサイクルとしていただいた図書

　図書館スタッフによる読み聞かせです。
簡単な工作もあります。多くの方のご来館をお待
ちしております。
●日　　時　５月７日（土）　15:00～（１時間程度）
●場　　所　串木野中央公民館　第１・２会議室

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守されます。

※�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会に
予約してください。（定員７名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問  合  せ　社会福祉協議会

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、４月25日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機関
に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手続き
ください。

税金は　ぼくらの夢の　応援だ
（平成27年度「税に関する標語入賞作品」より）

（届出人が同意された方を掲載してあります）�

お　く　や　み（３月届出分）

国民健康保険税　　　　　第１期
介護保険料　　　　　　　第１期
後期高齢者医療保険料　　第１期

５月２日

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別

相　談　日

相談員６日 13日 20日 27日

金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター
9:00 ～
12:00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員

年 金・ 保 険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社会保険

労 務 士

財産・登記相談 ○ − ○ ○ 司法書士�
行政書士

税金・経営相談 − ○ − − 税 理 士

※法律相談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
10:00 ～
12:00

生活・福祉相談

10日 17日 24日 −

心配ごと
相 談 員

火 火 火 −

○ ○ ○ −

５月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

本のリサイクル市
市立図書館（☎33-5655）

４月の市税納期
税務課（☎33-5682）

子ども読書の日スペシャルおはなし会
市立図書館（☎33-5655）
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故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

久木山　　　正 92 浅　山 久木山　ノブ子
久　保　哲　男 83 港　町 久　保　惠　子
内　村　　　榮 98 牛ノ江 内　村　　　求
久　保　武　義 86 平　向 久　保　キクノ
永　山　成　子 82 高見町 藤　﨑　英　子
松　島　タ　エ 89 木場迫 松　島　茂　博
上　野　道　夫 74 春日町 上　野　ユワ子
上迫田　敏　夫 80 八　房 上迫田　ヨツ子
松　下　ニ　カ 100 上　名 松　下　喜久夫
林　　　吉　潔 87 栄　町 林　　　猛　城
城　川　とし子 66 日出町 城　川　さなえ
吉　村　洋　子 70 中　原 吉　村　秋　夫
下迫田　香　代 41 別　府 下迫田　智　和
原　田　順　和 39 寺　迫 原　田　和　子
福　永　森　藏 90 東塩田町 福　永　清　子
伊集院　政　國 90 高見町 伊集院　ハツヱ
南　竹　三　夫 88 恵比須町 南　竹　嘉　孝
淵　脇　　　進 87 平　向 淵　脇　ミ　ネ
上　原　ヱミ子 91 平　向 上　原　博　三
藤　﨑　明　治 78 浜　中 藤　﨑　明　浩
𠮷　内　信　一 88 大　薗 𠮷　内　ミ　ヱ
𫝆　藤　重　夫 91 高見町 𫝆　藤　アツ子
永　田　龍　子 80 大原南 永　田　良　孝
田　淵　利　雄 95 大六野 田　淵　ハ　ナ
碇　山　和　弘 83 平　向 碇　山　弘　子
前　田　保　男 95 迫 久　保　典　子
松　下　ツヤ子 93 深田上 新　盛　智　子
吉　尾　笑　子 94 元　町 吉　尾　藤　逸
國　料　貞　雄 88 河　内 國　料　ミ　ト



2月届出分

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
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届出人が同意された方を掲載してあります。
また住所欄は公民館、または住所での掲載となります。

尾髙　幸
こ
雪
ゆ
姫
き
ちゃん

（東塩田）

お姉ちゃんと
仲良く元気に育ってね♡
父：良貴さん・母：陽子さん

高橋　統
とう
摩
ま
くん

（木場迫）

元気に大きく育ってね
父：祥さん・母：さやかさん

原田　祐
ゆう
作
さく
くん

（栄町）

元気いっぱい
男の子らしく育ってね
父：正悟さん・母：祥子さん

橋本　めぐみちゃん
（駅前）

元気にそだってね
父：徳二さん・母：ひとみさん

白石　羽
は
那
な
ちゃん

（岳釜）

すくすく育ってね♡
父：浩一朗さん・母：麻央さん

猿樂　研
けん
人
と
くん

（酔之尾東）

お姉ちゃんと仲良く
元気に育ってね♡

父：義顕さん・母：眞美さん

小野　水
みず
輝
き
くん

（大原南）

生誕おめでとう !!
強く、たくましく育ってね
父：元輝さん・母：トモ子さん

益満　莉
り
奈
な
ちゃん

（御倉町）

明るく健やかに育ってね♡
父：真也さん・母：順子さん

川畑　賢
けん
伸
しん
くん

（東島平町）

お姉ちゃんと仲良く遊んでネ !!
父：洋平さん・母：麻美さん

宝来　杏
あん
慈
じ
ちゃん

（住吉町）

いっぱい食べて、
大きく元気に育ってね♡
父：弘富さん・母：志保さん

静かな春の朝
桜の名所観音ヶ池公園市民の森。今年も多く
の方が、桜色に染まった時間を楽しんだので
はないでしょうか。昼間は花見客で賑わいを
見せる観音ヶ池も早朝は静寂に包まれ、鳥の
声だけが響きます。来年はぜひお試しあれ。

今月の表紙


