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いちき串木野
広 報

串木野健康増進センター（☎33‒3450） 都市計画課（☎21‒5154）
高齢者を対象としたインフルエンザ（季節性）予防接種

政策課（☎33‒5634）
「いちき串木野出会いサポート事業」の企画案募集

文化振興課（☎21‒5113）
市文化祭の開催と作品展示の募集

住宅リフォーム事業補助金について 

総務課（☎33‒5625）
臨 時 職 員 募 集

まちづくり防災課（☎33‒5632）
行 政 相 談 所 の 開 設
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　高齢者を対象とした予防接種を下記のとおり協力
医療機関で実施します。対象となる方には、個別に通
知書を送りますので、ご覧ください。（長期入院・入所
の方で事前申し出があった方には直接、関係機関へ
案内しています） 
〇実施期間　10月１日（火）～12月31日（火） 
〇対 象 者
  接種当日に
　・満65歳以上の方 
　・満60歳以上65歳未満であって、呼吸器等の機能
　　に障害がある厚生労働省令に定める方 
〇接 種 料　1,000円（生活保護世帯は減免あり） 
〇接種方法 予診票と保険証など身分証明書を持参
し、体調の良い日に接種を受けてください。 
※インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律上
の義務はありません。自らの意思で接種を希望する方
のみに接種を行います。接種希望の方は、インフルエ
ンザが流行する前の早目の接種をお勧めします。  

○募集内容  
　①企画内容　独身男女の出会いの機会となる文  
　　　　　　　化・スポーツイベント、セミナー、パーティ
　　　　　　　ー・体験教室などの幅広い企画案  
　②実施時期　12月～平成26年３月末  
　③委託金額　30万円以内 
○募集期限　10月25日（金）まで 
○応募方法  応募書、企画提案書などの応募書類を
　　　　　　政策課まで郵送又は持参してください。 
※詳しい募集要項及び応募書類は、串木野庁舎２階
　政策課にあるほか、市ホームページに掲載していま
　す。 

　平成25年度いちき串木野市文化祭を開催します。 
　入場は無料です。多数のご来場をお願いします。 
○芸能発表　11月３日(日)・４日(月) 
　　　　　　市民文化センター 
○作品展示　11月１日(金)～４日(月) 
　　　　　　いちきアクアホール 
【作品展示の募集について】 
○応募方法　文化振興課・アクアホール・文化センタ
　ーに置いてある出品申請書を10月20日(日)までに提
　出してください。
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　個人住宅のリフォーム、増改築工事に補助金を交
付します。 
○対象工事　市内に居住する個人住宅で、住宅の居
　住の用に供する部分のリフォーム工事等を市内業
　者（本社が市内）が行い、平成26年3月末日までに
　完了する工事 
〈対象外となる工事〉外構工事、倉庫・車庫の増築や
　設備機器等の購入で、改修工事が伴わないもの 
○対象工事費　20万円以上 
○補 助 率　15％ 
○補助金限度額　15万円 
○申込・問合せ　都市計画課建築係         
　　　　　　　  申し込みは随時受け付けています 

　臨時職員（職員厚生会事務局職員）を募集します。
　応募される方は、履歴書を串木野庁舎総務課もしく
は市来庁舎市民課に提出してください。 
○募集人員　１名 
○応募資格　昭和58年４月１日以降に生まれた方 
○業務内容　職員の福利厚生等に関する業務 
　　　　　 （基本的なパソコン操作ができる方） 
○募集期間　10月16日（水）まで 
○勤務場所　串木野庁舎総務課 
○勤務時間　8 : 30～17 : 00（土・日・祝日除く） 
○勤務期間　11月１日～平成26年３月31日（雇用満
　　　　　　了後更新することもあります） 
○賃　　金　時給750円 
○選考方法　面接（日時は、後日連絡します） 
○問 合 せ　総務課人事係（☎33－5625） 

　10月21日(月)から27日(日)まで“行政相談週間”で
す。 
　行政相談委員による相談所が開設され、行政
機関に対する苦情、意見、要望などについて相
談に応じます。 
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。
 [串木野地域・市来地域合同] 
○日　　時　10月23日(水) ９:30～12:00 
○場　　所　まちなかサロン（旭町） 
○相談委員　東 節代 ・ 德重 涼子 
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H24.4.1現在 H25.4.1現在
職員数 職員数

議 会 5 5 0
総 務 65 66 1 その他

税 務 23 22 △ 1 事務の統廃合

民 生 29 29 0
衛 生 25 25 0
労 働 0 0 0
農 林 水 産 26 25 △ 1 その他

商 工 7 7 0
土 木 26 25 △ 1 その他

小　　計 206 204 △ 2
教 育 57 54 △ 3 その他

消 防 48 48 0
小　　計 105 102 △ 3

水 道 9 9 0
下 水 道 6 5 △ 1 その他

そ の 他 27 27 0
小　　計 42 41 △ 1

353 347 △ 6

人件費率
（B/A）

15,805,728千円 646,011千円 2,891,654千円 18.3%

一人当たり
給料 職員手当 期末勤勉手当 計（B） 給与費（B/A）

1,347,680千円 182,943千円 497,706千円 2,028,329千円 6,109千円

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
343,516円 44.8歳 351,223円 52.3歳

いちき串木野市職員 国

初任給 初任給
大学卒 172,200円 172,200円
高校卒 140,100円 140,100円

１０年～１５年未満 １５年～２０年未満 ２０年～２５年未満

大学卒 265,300円 322,024円 364,417円
高校卒 238,550円 264,500円 330,125円

区　分 職員数（人） 構成比（％）
７級 0 0.0
６級 28 13.2
５級 58 27.4
４級 64 30.1
３級 46 21.7
２級 8 3.8
１級 8 3.8

212 100.0

係長・主査

区　分

いちき串木野市職員

課長補佐・主幹

一般行政職

区　　分

（３）職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成25年4月１日現在）

332
（注）職員手当には、児童手当及び退職手当負担金は含まれません。

一般行政職

合　　計

（注）人件費には、特別職及び議員に支給される給料及び報酬、職員に支給される給料及び手当、地方公務員共
済組合負担金、退職手当負担金等が含まれています。

標準的な職務
課長
課長・参事

給　与　費　　　　　　

一般行政職 技能・労務職

　職員数（A）　

いちき串木野市職員の人事行政の運営等の状況について公表いたします

（６）一般行政職の級別職員数の状況（平成25年4月１日現在）

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員数の状況

（４）職員の初任給の状況（平成25年4月１日現在）

２．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（平成24年度一般会計決算）

（２）職員給与費の状況（平成25年度一般会計予算）

（５）経験年数別・学歴別平均給料月額（平成25年4月１日現在）

主な増減理由区　　　　分

公営企業会計部門

増　減

一般行政部門

特別行政部門

主任
主事
主事・主事補

総　　合　　計

実質収支 人件費（B）歳出額（A）　住民基本台帳人口
（平成25年3月31日現在）

30,288人

総務課（☎33‒5625）

区　　分
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期末手当 勤勉手当 計
1.225月分 0.675月分 1.9 月分
1.375月分 0.675月分 2.05月分
2.60 月分 1.35 月分 3.95月分

有 同

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
33.5  月分 41.34月分 32.83月分 38.955月分
47.5  月分 59.28月分 46.55月分 55.86 月分
59.28月分 59.28月分 55.86月分 55.86 月分

　　支給月額　　 国の制度との異同

13,000円

配偶者無1人のみ 11,000円

扶養親族 6,500円 同

5,000円

2,500円 異

本　則 支給額
月額808,000円 月額727,200円 6月期 1.40月分
月額638,000円 月額606,100円 12月期 1.50月分
月額590,000円 月額584,100円 　計 2.90月分
月額380,000円 月額380,000円

月額298,300円 月額298,300円

月額285,000円 月額285,000円

月額275,500円 月額275,500円

【扶養手当・住居手当・通勤手当（平成25年4月１日現在）】

通 勤 手 当

【時間外勤務手当（一般会計）平成24年度決算】

支給職員１人当たり平均支給月額

主な手当の名称

市長

区　　　分

常任委員会・議会運営委員会の委員長

支給総額

福祉手当、税務手当、特殊作業従事手当

期末手当

（８）特別職の報酬等の状況（平成25年4月１日現在）

56,556千円

原則、通勤距離が片道2㎞以上

配偶者

配偶者以外

借家（家賃月額12,000円を超え
る場合に限る）

【期末手当・勤勉手当　計（平成24年度支給割合）】

（７）職員手当の状況

定年前早期退職特別措置その他の加算措置

17,718円

異

報酬

【特殊勤務手当（一般会計）平成24年度決算】

手当の種類（手当数）

同

区　　　分

2,001円

扶 養 手 当

議長

支給職員１人当たり平均支給月額

区　分

勤続３５年
最高限度

給料・報酬

（平成24年度　２％～20％） 同

なし

13

家賃の額に応じ
て27,000円を限
度に支給

片道の距離に対応して支給
（3,500円～13,700円）

扶養親族のうち16歳に達する年度の初めか
ら22歳に達する年度末までの子１人につき

持家

教育長

職員全体に占める手当支給職員の割合 23.9%

１２月期
計

住 宅 手 当

いちき串木野市

退職時特別昇給

勤続２５年

国の制度との異同

いちき串木野市 国の制度との異同

区　分

同

【退職手当（平成24年度支給割合）】

６月期

給料 副市長

（注）市長10％、副市長5％、教育長1％の減額を実施しています。

副議長

議員

（参考）職制上の段階・職務の級等による加算措置
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総取得日数 全体職員数 平均取得日数 消化率
3,297日 265人 12日 31.70%

（１）分限処分
　勤務実績が良くない職員、心身に故障のある職員に対しては、公務能率の維持及びその適正な運営の確保
のために、降任、免職、休職等の処分を行うことができます。　
　平成24年度  心身の故障により休職処分を受けた職員　1人
（２）懲戒処分　　
　職務上の義務に違反した職員等に対しては、その道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持するた
めに、戒告、減給等の不利益処分を行うことができます。　
　平成24年度　懲戒処分を受けた職員　０人

参加人数 参加人数

3人 36人
6人 法制研修 16人
5人 人事評価研修 186人
9人 社会福祉主事資格認定研修 1人
1人

件数

受診者数 ０件
161人 ０件
84人

114人
154人
182人

５日以内

便潜血検査

８．公平委員会に係る業務の状況

勤務条件に関する措置の要求

不利益処分に関する不服申立て

内　　容

区　　分

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

10,396日

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

研修項目

主査研修

研修項目

課長（補佐）研修
中級・特別研修等

人間ドック

血液検査

レントゲン検査

歯科検診

市税徴収事務研修

　1　骨髄移植のための休暇　

５．職員の服務の状況

５日以内
　6　子の看護のための休暇

３日以内

　3　結婚
　4　保育休暇

付与日数

５日以内
1日2回、1回30分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間　

５日以内

　2　ボランティア休暇

　5　妻の出産

　7　父母の祭日（法要）

　　開始時間　8：30　　終了時間　17：15　　休憩時間　12：00～13：00　　1週間の正規の勤務時間　38時間45分

（３）主な特別休暇等

（２）職員（一般行政職員）の休暇の取得状況（平成24年）

必要と認められる期間

接遇研修

１日以内
　8　夏季休暇

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成24年度）

新規採用職員（前期・後期）研修

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこ
れに専念しなければなりません。また、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘
密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限が課さ
れています。
○営利企業等従事許可の状況　
　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、又は報酬
を得ていかなる事業等にも従事してはならないとされています。　
　平成24年度には1件の申請がなされ、その1件を許可しています。

平成24年度における福利厚生制度に関する状況
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災害に備えて点検を！

屋根 雨どい・雨戸
・瓦のひび、ずれ、はがれはないか？
・トタンのめくれ、はがれはないか？

・雨どいに落ち葉や砂が詰まっていないか？
・継ぎ目の外れや塗装のはがれ、腐りはないか？ 
・雨戸にガタツキや緩みはないか？外壁

・モルタルの壁の亀裂はないか？
・板壁に腐りや浮きはないか？              
・プロパンガスのボンベは固定されているか？

窓ガラス
・ひび割れ、窓枠のガタツキはないか？

ベランダ
・物干し竿などの飛散の危険性が高いものは室内へ入れる。

■がけ崩れなどに備えて、今一度家の周りの点検を行いましょう

■８月30日から「特別警報」の発表が始まりました

特別警報が発表されたら、身を守るために最善を尽くしてください

　近年の気候変動の影響を受けて、局地的な大雨や台風が大型化する傾向にあります。 
　また、「数十年に一度の○○」、「今まで経験したことのないような○○」といった災害が日本各地で発生して
います。 
　災害による被害を軽減することや、被害を未然に防ぐためにも、今一度家の周りの点検を行いましょう。

①崩れそうな土砂を取り除き、ビニールシートなどをかけ、雨水の浸入を防ぐ
②排水溝の掃除をして雨水があふれないようにする 
③擁壁の裏側に雨水が浸透しないように、ビニールシートをかける
④擁壁の亀裂や変形に注意し、水抜き穴の詰まりは早めに修理する  

台風・土砂災害等で被害が発生したら  
　万一、被害を受けた場合、その応急対策や復旧工事等は所有者本人が行うことが基本ですが、緊急を要す
る場合など、市が支援できる場合がありますので、ご相談ください。 
○災害応急措置 
(1)シート張、土のう積み等の支援  
　・高齢者世帯など自力で応急対策を行うことが困難で、今後被害が拡大し、家屋、道路などへ被害が及ぶ
　　危険性が高い場合など 
(2)流入土砂、倒木等の取り除きの支援・住宅または敷地内へ土砂流入や倒木があり、家屋に出入りできない
　状態にある場合など 
○災害復旧事業   
　　被害を受けた個人財産のうち、田・畑等の農地や山林など、国・県・市の事業で支援できる場合がありま
　す。なお、実施までには期間を要することがあります。 

○経験したことのないような激しい豪雨や暴風など異常な気象現象が起きそうな状況です。「ただちに命を
　守る行動」をとってください。
○周囲の状況や市町村から発表される避難勧告等の情報に気を付け、すぐに避難所へ避難するか、すでに外
　出することが危険な状態のときは、無理をせず家の中のより安全な場所にとどまってください。
○この数十年間災害の経験がない地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください。

※大雨や台風の時、気象台は、さまざまな気象情報を発表します。
　・気象庁ホームページ　http : //www.jma.go.jp/jma/index.html
　・鹿児島県土砂災害発生予測情報　http : //www.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/

まちづくり防災課（☎33‒5631）
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　子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診を実施します。
　申し込みをされていない方も受診できます。ご都合
のよい会場で受診してください。 

　特定健診の受診券は、国民健康保険に加入してい
る40歳以上の対象の方全員に送付しており、有効期
限は10月31日までです。 
　まだ、特定健診を受診していない方は、早めに下記
の指定医療機関に予約し、受診してください。  
　受診券を失くされた方は、窓口で再交付を受けてく
ださい。 

子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診の
実施について 

串木野健康増進センター（☎33‒3450）

特定健診（メタボ健診）の期限は
10月31日に迫っています 

健康増進課（☎33‒5613）

○検診日程
日程 検診内容 検診会場

子宮頸がん 午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後

乳がん
川上交流センター
生福交流センター

子宮頸がん
乳がん

川北交流センター
市来保健センター

子宮頸がん
乳がん・骨粗鬆症 市来保健センター

子宮頸がん
乳がん 羽島交流センター

子宮頸がん
乳がん 照島交流センター

子宮頸がん
乳がん 勤労青少年ホーム

子宮頸がん
乳がん
子宮頸がん
乳がん
子宮頸がん

乳がん・骨粗鬆症
子宮頚がん

乳がん・骨粗鬆症
○受付時間 午前・・・ ８：30～ 9：00

午後・・・12：30～13：00
○対象者・検診費用
・本市に住所のある女性

検診名 子宮頸
がん検診 乳がん検診 骨粗鬆症検診

対象年齢
(H26.4.1
現在 )

20歳
以上

40歳以上
  (注１)

検診費用
（注２）

700円
40～49歳
       1,500円
50歳以上
       1,000円

10/9(水)

10/10(木)

10/11(金)

10/15(火)

10/16(水)

10/17(木)

10/18(金）

10/21(月）

10/22(火）

10/23(水)

串木野健康増進センター

串木野健康増進センター

串木野健康増進センター

串木野健康増進センター

30,35,40,45,50,
55,60,65,70歳
の節目年令の方

200円

（注１）：乳がん検診は40～49歳・・・X線2方向
     　          　　　  50歳以上・・・X線1方向
（注２）：次の方は無料です
　・70歳以上の方
　・いちき串木野市の国民健康保険の方
　（保険証と印鑑を持参してください）
　・女性特有のがん検診対象者の方
　（クーポン券を持参してください）
　・生活保護世帯または非課税世帯の方
　（検診前日までに減免申請の手続きが必要です）
○問合せ　串木野健康増進センター

医 療 機 関 名
いちき串木野市医師会立脳神経外科
センタ－ 
市来内科 
えんでん内科クリニック 
金子病院 
京町内科・脳神経クリニック 
串木野内科・循環器科 
久米クリニック 
さゆりクリニック 
知花内科
新山内科医院 
野辺ひふ科クリニック 
花牟礼病院 
春田クリニック 
冨宿医院 
ふくもと整形外科・内科クリニック 
藤井クリニック 
牧野医院 
まきのせ泌尿器科 
丸田病院 
宮之原循環器内科 
和田外科医院 

32－9999 

36－5000 
32－7000 
33－0011 
32－2855 
33－2211 
32－7663 
32－0080 
32－8151 
36－2255 
33－0250 
32－3281 
33－2882 
32－3024 
32－4145 
32－8000 
35－0017 
33－0122 
32－2263 
32－3241 
32－4185 

電話番号 

 ※医療機関により診療日が異なります 
 ～特定健診を年１回は受けましょう（人間ドック、
    職場健診予定者は除く）～ 
　○問合せ　健康増進課保険給付係 
　　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係 



　最近、おなかまわりが気になりはじめた方、おなか
まわりを１か月ですっきりさせてみませんか。 
　健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペー
スにあった運動を紹介します。 
○日時・内容（全４回・夜間開催） 　

○場　　所　串木野健康増進センター
○対 象 者　市内に居住の20歳～64歳
○募 集 数　25名（定員に達した場合は初参加者を
　　　　　　優先）
○参 加 料　無料
○申込期間　10月10日(木)～10月18日(金)
○申 込 み　健康増進課保険給付係
※持病のある方は、主治医に相談のうえ申し込みくだ
　さい。

『初級パソコン教室』
　会合の案内やチラシ、名簿や会計簿などが作れる
ようになるパソコン教室を開催します。 
○日　時　11月6日(水)～12月11日(水) 
　　　　　毎週水曜日（計6回）19:00～20:30 
○場　所　中央公民館 
○受講料　無料 
○定　員　10名 
○対象者　一般成人（ただし、ワード・エクセルの初
　　　　　歩的な入力のできる方） 
※パソコンは各自で持参してください。 
『郷土料理教室』 
　ふるさとの食材を生かした、私達の地域に伝わる郷
土料理を学びませんか。お正月料理に生かせる講座
です。 
○日　時　11月16日(土)・12月7日(土)  
　　　　　計2回（9:30～12:30） 
○場　所　市来保健センター（市来庁舎近く） 
○受講料　無料 (ただし、材料費は自己負担) 
○定　員　20名 
○対象者　一般成人 
【各講座の申込みについて】
○申込期限　10月21日(月)  
○申込み　社会教育課、中央公民館、いちきアクアホ
　　ールの申込書に記入し、備え付けのポストに投   
　　函（電話・ファックスの申し込みも可） 　　　　
　　FAX36－5044 
※ファックスでの申込みは、氏名・住所・年齢・電話
　番号・申し込み講座名を記入
※定員を超えた場合は初心者優先とし、申込結果は
　各人に通知します。
※申込者が少ない場合は、開講しない場合があります。

　矯正展は、「社会を明るくする運動」の一環として、
受刑者及び非行少年の更生並びに社会復帰を目的と
した矯正行政についての地域社会の方々の理解と協
力をいただくために開催されています。
　今回、九州各県の刑務所などが参加する「第31回
九州矯正展」が本県で開催され、刑務作業で製作さ
れた製品の展示販売があります。 
○開催日　10月26日(土) 9:30～16:00         
　　　　　　 27日(日) 9:30～15:00
○会　場　霧島市国分体育館（入場無料） 
○内　容　受刑者の生活状況のパネル展やビデオ放
　　　　　映、刑務作業の体験コーナー、刑務所作
　　　　　業製品の展示販売他 
○問合せ　鹿児島刑務所 庶務課 ☎0995－75－2025 

「 第 3 1回 九 州 矯 正 展 」開 催
市民課（☎33‒5611）

社会教育課（☎21‒5128）
生涯学習講座(短期)受講生募集 メリハリボディ教室の参加者募集 

～おなかひきしめ1か月チャレンジ！！～
健康増進課（☎33‒5613）

期 日 内 容

１ 11月７日(木)
19:00～21:00

1か月でメリハリボディに！簡単
エクササイズ
・おなかひきしめエクササイズ

２ 11月14日(木)
19:00～21:00

簡単食事チェックと簡単筋トレ
・メリハリボディを作る食事の
　ポイント
・簡単筋力トレーニング

３
11月21日(木)
19:00～21:00

ウオーキングとリンパマッサージ
・ウオーキングでより効果的に
　脂肪燃焼
・リンパマッサージでより美しい
　ボディに

４ 11月28日(木)
19:00～21:00

1か月チャレンジ総まとめ
・おうちでできる簡単エクササ
　イズ復習

ご存知ですか！？

産地がわかる！米トレーサビリティ制度

《米穀事業者の皆さまへ》
◆お米や米加工品の流通には、取引記録の作成・
　保存と産地情報の伝達が法律で義務付けられて
　います。
◆一般消費者にはお米や米加工品を販売・提供す
　る場合には、産地情報の伝達を行うことが法律
　で義務付けられています。
《消費者の皆さまへ》
◇外食店や小売店等において、メニューや店内掲   
　示、商品の容器や包装を見ていただくと、原料米
　の産地がわかります。

鮮度に関するお問い合わせはこちらまで。
　九州農政局　鹿児島地域センター　099－222ー0122
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○家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます
○入居基準（主なもの）
　・持ち家がないこと
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
　※荒川住宅は応募多数の場合、小学生以下の子ど
　もがいる世帯を優先します
○入居時必要なもの
　・敷金（家賃の3か月分）
　・連帯保証人（2名）
○申込期間
　10月21日（月）17：00まで
　※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しているた
　　め壁等に傷みや汚れがありますが、ご了承くださ
　　い。
○抽 選 日
　10月24日（木）10：00　串木野庁舎２階会議室
○入居予定日　11月１日（金）
○申込・問合せ
　・都市計画課建築係
　・土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

　12月1日（日）に開催される「いちき串木野市ふれあ
いフェスタ」において、農産物品評会を行います。 
　対象は、市内居住者が市内で生産した農産物等で
す。農産物の管理にご留意され、多数の出品をお願い
します。
　なお、農産物の規格等は、11月に広報します。 
○農産物品評会出品搬入日時（予定） 
　　　　　11月30日（土）9：00～12：00 
○場所　いちきアクアホール駐車場特設テント
　　　　　※出品者には、抽選で農業器具等の景品
　　　　　が当たります。 

都市計画課（☎21‒5154）
市 営 住 宅 入 居 者 募 集 について  

産業経済課（☎21‒5122）
ふれあいフェスタ農産物品評会の開催

　平成26年度 木工・建築大工の技術技能の習得を目
的とした入校生を募集します。 
○募集科目　室内造形科・建築工学科 
○応募資格　高卒程度以上（卒業見込者含む） 
○選考方法　筆記試験［国語（現代文）・数学Ⅰ］・面接

　応募書類は県内各中・高等学校、県地域振興局窓
口、市役所水産商工観光課にあります。 
○問合せ 鹿児島県立宮之城高等技術専門校 
　〒895-1804 薩摩郡さつま町船木881番地 
　☎53－0207 FAX53－0993 
　雇用保険受給者はハローワークへ 

　与えられた地図を頼りに、制限時間内に街中に散ら
ばる様 な々問題(ミッション)をグループメンバーで協力
しながらクリアし、集めたポイント等の獲得数で優勝
を決めます。みんなのチャレンジを待っています。 
○日　　時　11月17日(日)  10：00スタート
　　　　　　　　　　　（15：30終了予定）
　 [受付９：00～照島なぎさ公園(照島海の駅近く)] 
○探索エリア　市街地内 
○参加形式　1組小学生以上2～5名のグループ参加
　　　　　　（未成年者は保護者同伴）
○参 加 費　1人500円(保険代含む） 
○申込方法　11月７日(木)までに商工会議所ホーム
　ページ又はFAX(32－9891)へ申し込み 
　　申込用紙はホームページからダウンロードして頂
　くか商工会議所にあります。 
○問 合 せ　いちき串木野商工会議所(☎32－2049) 

　10月26日(土)・27日(日)に開催される「いちき串木野
づくし産業まつり～地かえて祭り～」「鹿児島うんまか
もんグランプリ2013inいちき串木野」のボランティアス
タッフとして協力いただける方を募集します。
　市民の皆様のご協力をお願いします。 
○内容  
　当日の運営スタッフとして、ステージ係・イベント広
場係・場内整理係等に従事 
○申込・問合せ　10月18日(金)までに水産商工観光
課へ 

水産商工観光課（☎33‒5638）
県立宮之城高等技術専門校入校生募集 

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 備　　考

荒川住宅
（荒川小学校
近く）

平成13年度
１戸

木造平家建
3LDK
水洗トイレ

単身入居不可

酔之尾東団地
（旧雇用促進
住宅）

昭和55年度
１戸

中耐5階建（1階）
3DK
水洗トイレ

世帯主60歳以上
単身入居不可

佐保井住宅
（Aコープ大里
店近く）

昭和52年度
１戸

簡易耐火２階建
3DK
汲取り

単身入居不可

11/5(火) 
　　～11/22(金)

10/1(火） 
　　～10/18(金) 

12/9(月)11/5（火）

受付期間

選考日

一般選考 Ａ日程 Ｂ日程

トレジャークエスト～お宝を奪取せよ
ＩＮ いちき串木野～参加者募集 

水産商工観光課（☎33‒5638）

「地かえて祭り」「うんまかもんグランプリ」
ボランティアスタッフ募集 

水産商工観光課（☎33‒5638）
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　赤ちゃんハイハイレースに参加される赤ちゃんを募
集しています。参加料は無料です。 
　参加できるのは、まだ歩くことのできない赤ちゃん
だけで、約５ｍの距離をハイハイで競います。 
　出場を希望される方は事前にお申し込みください。 
○募集数 
　・10月26日(土) 14：00～15：10・・・30名 
　・10月27日(日) 14：00～15：05・・・30名 
○会　場　地かえて祭り会場内メインステージ 
　　　　 （串木野新港隣接会場） 
○申込・問合せ いちき串木野商工会議所(☎32－2049) 

　いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～で
行われる、ダンス王決定戦に出場しませんか。 
○内　　容　１団体の持ち時間は、予選が２分程   
　　度、ファイナルが５分程度。幅12.6×奥行き7.2ｍ
　　程度のステージ上でのダンス披露となります。 
○日　　時　10月26日(土)       
　　　　　　・予選・ファイナル 15：30～17：10 
○場　　所　地かえて祭り会場内メインステージ 
○応募資格　年齢・性別・住所・踊りのジャンルは問
　　　　　　いません。(※小学生以下は保護者同伴) 
○応募締切　10月15日(火) 17：00まで 
○応 募 先　いちき串木野商工会議所青年部事務局 
　　　　　　☎32－2049 

　「親子でわくわくお米クッキング」というテーマで親
子料理教室を開催します。親子で料理を作り、家庭で
の正しい食生活のあり方について考える機会にしては
いかがでしょうか。 
○日　時　11月９日 (土)  ９：30～13：30 
○場　所　いちき串木野市働く女性の家 
○対　象　市内在住の小・中学生と保護者（約30名）
　　　　　 （※応募者多数の場合は、抽選を行います）
○参加費　無料 
○申込み　10月22日 (火) までに申込書を各小・中学
　　　　　校へ提出してください。      
　　　　　※市立小・中学校以外の方は、直接学校   
　　　　　　給食センターへ申し込んでください。 
　　　　　※筆記用具、エプロン、マスク、ヘアキャッ
　　　　　　プ（バンダナ等）は、各自で準備してき
　　　　　　てください。 
○問合せ　串木野学校給食センター 
　　　　　市来学校給食センター ☎36－2142  

【ご存知ですか？障害基礎年金】
　国民年金の加入中や、20歳前の病気やケガにより
障害の状態（精神の障害も含みます）になった場合、
一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されま
す。
◎障害基礎年金を受けるための主な要件
　①初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受け
　　た日)において、国民年金に加入していること。ま
　　たは、国民年金に加入していた60歳以上65歳未
　　満の方。
　②保険料を納付した期間が、保険料を納付しなけ
　　ればならない期間の３分の２以上あること。（特
　　例措置があります）
　③障害認定日（初診日から１年６か月を経過した   
　　日、またはそれ以前に病状が固定した日）に障害
　　等級表の１級または２級の障害の状態に該当す
　　ること。
　④病気やケガの初診日が20歳前の場合には、20歳
　　から受けられます。（所得制限があります）
※詳しい要件や手続き、ご相談は市民課または川内
　年金事務所(☎22－5276)へ

　９月１日現在調製の海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿の縦覧を行います。なお、名簿に登録されなけ
れば選挙時に投票と立候補ができません。この機会
に登録されているか確認してください。 
○縦覧期間　10月20日（日）～11月3日（日） 
　　　　　　8：30～17：00 
○縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

　豊かなふる里の海を次の世代へ引き継ぐために、マ
ダイの稚魚を放流します。一般市民が参加できる放流
は鹿児島県内で初めての取り組みです。 
　当日は、照島小学校児童の『海』をテーマにした図
画の展示などを行います。この機会に是非、放流に参
加してみませんか。 
○日　時　10月25日（金）13：45～15：00 
○場　所　串木野市島平漁業協同組合付近 
　　　　 （西島平町141） 
○対象者　どなたでも参加できます 
　　　　 （マダイ1万尾がなくなるまで） 
○参加費　無料 
○内　容　マダイ稚魚の放流 
○問合せ　（公財）かごしま豊かな海づくり協会
　　　　　 ☎0994－32－5604    

ね ん き ん 広 報 だ よ り

学校給食センター（☎33‒0239）
親子料理教室の開催について

「地かえて祭り」 
赤ちゃんハイハイレース参加者募集

水産商工観光課（☎33‒5638）

「地かえて祭り」
ダ ン ス 王決 定 戦 出場者 募 集

水産商工観光課（☎33‒5638）

「マダイの稚魚」を放流しよう！  
～  ふる里の海づくり事業  ～  

水産商工観光課（☎33‒5637）

市民課(☎33-5612)・市来庁舎市民課(☎21-5114)

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21‒5125）
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多発する振り込め詐欺等に注意!
　本年8月29日現在、架空請求詐欺やオレオレ詐欺な
どの振り込め詐欺は、認知件数12件、被害額約7,940
万円（暫定値）で、未公開株、社債等の金融商品取
引名目やロト6、競馬、競輪などのギャンブル等必勝
情報提供名目等の振り込め類似詐欺の被害は、認知
件数19件、被害額約1億510万円(暫定値)で、昨年より
いずれも増加しています｡下記の例を参考に被害に遭
わないように十分注意してください｡ 振り込め詐欺抑止対策係

　　　テル係長

【被害回復名目の架空請求詐欺に注意】
　今年の3月頃、70歳代の女性宅に男から、｢あなたが以前被害に遭った被害金の内のいくらかを
取り戻すことができます｡その為に、〇〇円が必要になります｣等と電話がかかってきたことから、被
害者は男の言う事を信じ、男の指示どおり14回に分けて、大型スーパーのATM機から現金600万
円を振り込みましたが、その後、男と全く連絡が取れなくなり騙されたことが分かりました｡
　さらに5月末頃、被害者宅に国民生活支援機構を名乗る男から｢A社からお金を騙し取られませ
んでしたか。私共の方でお金を取り戻せますよ｣ ｢あなたが貯金している銀行に監査が入り、貯金
が0円になる可能性があるので、全額おろして自宅に持っていた方がいい｣等と電話があったことか
ら被害者は男の事を信じ、銀行から約1,000万円をおろしました｡すると男からお金をおろしたか確
認の電話があり、被害者がおろしたことを伝えると、男は｢被害については、約650万円を返すこと
ができる｡そのときには、通帳とキャッシュカードが必要になる｡A氏に預ければ今まで被害に遭っ
た分は返ってくる｣等と電話をかけてきました｡
　その後、6月下旬、被害者宅にA氏がやってきて、被害者がテーブル上に置いた約1,000万円と
キャッシュカード、通帳を鞄に入れて持ち去り、騙し取られています。
【注意点】
　詐欺グループは、様 な々手法を使ってあなたの大事なお金を騙し取ろうと狙っています｡
　次の点に注意し、絶対に騙されないように注意しましょう。
○　身に覚えのない封書や電話は、詐欺の可能性が高いことから無視すること｡安易に相手の話
　を信用しないこと｡
○　相手に個人情報や家族の情報を絶対に漏らさないこと｡
○　お金を振り込む前に必ず家族や警察等に相談すること｡
○　レターパック、ゆうパック宅配便などでの送金を指示する会社は正当な業者では無いことか
　ら絶対にお金を送金しないこと｡
○　大事なお金を簡単に他人に渡したり送金したりしないこと｡

いちき串木野警察署(☎33‒0110)又は
鹿児島県警察本部(☎099‒206‒0110)
　生活安全企画課(内線3054)・捜査第二課(内線4224)

お問い合わせはこちらへ

振り込め詐欺防犯情報
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●過去に未公開株や架空請求などの被害に遭った人に、「被害を回復する」などと
　勧誘し、手数料等を請求する探偵業者に関する相談が寄せられています。
●最近ではボランティアやNPO法人を名乗る団体からの電話、インターネットで
　見つけた「被害回復の無料相談」などから、探偵業者を紹介されてトラブルに遭
　うケースもあります。
●探偵業者には、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限は認められていません。
●簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告をうのみにしないようにし
　ましょう。
●困ったときは、消費生活相談窓口（☎33-5638）にご相談ください。



生活環境課 （☎33‒5614）
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犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか 

○犬の放し飼いは禁止されています。散歩させるときも、ひも等で繋いで散歩させてください。

○犬のフンは、飼主の責任で始末しましょう。その場に放置しないでください。

日 時 間 場 所 日 時 間 場 所

10

月

28

日

(月)

午

前

10

月

31

日

(木)

午

前

 9:00～ 9:20 

 9:30～ 9:50 

10:15～10:35 

11:00～11:20 

午

後

13:30～13:45

13:50～14:05 

14:10～14:25

14:30～14:45 

14:50～15:00 

15:05～15:15 

10

月

29

日

(火)

午

前

 9:15～ 9:30

 9:35～ 9:45

 9:55～10:10

10:20～10:35

10:40～10:55

11:05～11:15

 

午

後

13:30～13:45

13:50～14:00

14:05～14:20

14:25～14:40

14:45～14:55

15:05～15:15

※犬がすでに死亡していたり、住所が変わって

いたら（他人に譲った場合も）市町村の窓口に

届け出が必要です。

　平成25年度の犬の登録と狂犬病予防注射（脱漏）を下記の日程で実施しますので、お近くの場所で
必ず受けてください。（動物病院でも受けられます） 
　狂犬病予防注射の接種は年に１回受ける必要があり、飼い主の義務です。万一、人を咬んだ時は、
犬の登録と狂犬病予防注射を済ませているかなど飼い主の管理責任が問われます。 
　　　○登　録　料　3,000円 ※新しく飼った犬（未登録犬、生後91日以上の犬）は、登録が必要です。（生涯1回）  
　　　○注射手数料　3,000円 （注射料金2,450円＋注射済票交付手数料550円）【つり銭のないようにお願いします。】 
※なお、今回の予防注射については、下記の場所以外での注射（個別注射）はいたしません。 
※5月の集合注射や動物病院ですでに注射されている場合は、今回の注射は必要ありません。 

 9:15～ 9:30

 9:35～ 9:50

 9:55～10:10

10:15～10:30

10:40～10:55

11:00～11:15

日出町公民館（串）

袴 田 公 民 館

内 堀 酒 店 横

福 薗 公 民 館

麓 公 民 館

浜ヶ城・南商店横

川南交流センター

川北交流センター 

旧 川 上 地 域 館

( 川 上 小 学 校 前 )

市来保健センター

八 房 公 民 館

別 府 公 民 館

酔 之 尾 公 民 館

照 島 東 公 園

御 倉 町児 童公 園

港町・漁業漁民センター前

羽島交流センター 

白浜・立石バス停前

荒川交流センター 

野 元 公 民 館

平 江 公 民 館

本浜町・桐原酒店横

串木野庁舎公用車駐車場（国道側）

恵比須町・旧喫茶ポパイ付近

大 原 南住 吉公 園

春 日 町 公 民 館

汐見町・上地商店横

芹 ヶ 野 公 民 館

☆ 串木野・市来地域、どこの会場でも受けること
ができます。

      《 狂犬病予防注射時の注意事項 》 

■犬は、しっかりと制御できる方が連れて来てくだ

　さい。 

■注射後、約２週間は他の予防注射を接種しない

　でください。 

■注射前・注射後は、できるだけ安静にさせ、激し

　い運動は避けてください。 

■妊娠・授乳犬は、接種することができません。 

■まれに、注射後ショックを起こすことがありま  

　す。異常があった場合は、すぐに獣医師に相談

　してください。  
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   親としての資質を高め、家庭の教育力の充実を図る
ことをねらいとして、市家庭教育学級全体研修会を下
記の日程で開催します。各学校や幼稚園の家庭教育
学級生だけでなく、家庭教育や子育てに関心をお持
ちの市民の皆様の参加もお待ちしています。   
　当日は、子育てや家庭教育についての講演も予定さ
れております。 
○日　時　10月25日（金）９：00～12：00     
　　　　　託児所あり（10月22日までに申込） 
○場　所　いちきアクアホール         
○内　容　（１）活動発表 
　　　　　・旭幼稚園・旭小学校たんぽぽ学級 
　　　　　・市来中学校はまかぜ学級 
　　　　　（２）意見交換 
　　　　　（３）講演（10：45～11：55）  
　　　　　　　講師：教育応用心理研究所  
　　　　　　　　　  森山武志先生 
　　　　　　　演題：「伝えていますか思いを聞こえ
　　　　　　　　　　ていますか思いが」 

　市では65歳以上の高齢者の方々が、元気で健康的
な生活を送るための支援事業として、「高齢者元気度
アップ・ポイント事業」を実施しています。
　これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参
加するとポイントがもらえるもので、貯まったポイント
は地域商品券と交換できます。
　参加を希望される方は、説明会への出席と登録が
必要になりますので、市来庁舎の地域包括支援セン
ターへ電話で申し込んでください。
○参加できる方
　市内居住で65歳以上の方
○ポイントが付く活動
　①市が実施する健康増進・介護予防等に関する活動
　②介護保険施設等におけるボランティア活動
○ポイントの交換上限
　1ﾎ ｲ゚ﾝﾄ100円で、年間50ﾎ ｲ゚ﾝﾄ（5,000円の商品券）ま
　で交換できます
○申込締切　10月16日(水）
○説明会
・10月22日(火)10：00～串木野庁舎地下大会議室
・10月25日(金)10：00～市来庁舎３階会議室

 市家庭教育学級全体研修会を開催
社会教育課（☎21‒5128）

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
地域包括支援センター（☎21‒5172）

働く女性の家（☎32‒7130）
「いきいき女性講座」

講 座 名 期  日 時  間 定員 回数 講 座 内 容 (用意するもの)

クリスマスの寄せ植え 11/6（水） 10:00～
 12:00 15名 1回 クリスマスらしい草花を寄せ植えにします。手入れ

の仕方なども楽しく学びましょう。（花ばさみ）

干支の押絵（夜の部） 11/7・14 
・21（木） 

19:00～
 21:00 15名 3回

干支の押絵（午前の部） 11/8・15 
・22（金） 

9:30～
11:30 20名 3回

クリスマスリース 11/12 (火) 10:00～
 12:00 15名 1回 プリザーブドフラワーとドライフラワーを使って

いつも飾っておきたいお洒落なリースを作ります。

故郷の味噌作り 11/14（木）
・15（金）

9:00～
13:00 15名 2回 昔ながらの鹿児島の味、麦味噌を作ります。

（エプロン・三角巾・長靴・味噌を入れる容器）

キムチ作り 11/26（火） 10:00～
 12:00 20名 1回 今が旬のおいしい白菜を使って本場韓国のキムチ

作りを学びます。（エプロン・三角巾・容器）
「育児支援講座」

ヨ ガ 11/7（木） 10:00～
 11:00 10名 1回 育児で疲れた体をゆっくりほぐし自律神経を整え

て心身共にリフレッシュしましょう。

フットセラピー 11/21（木） 10:00～
 11:00 10名 1回 内臓を刺激するツボが集まっている足裏をマッサ

ージして心身の疲れを癒し健康な体に。

親子体操 11/28（木） 10:00～
 11:00 10名 1回 ママと子（1歳～）一緒に楽しく体を動かしてシェ

イプアップしましょう。（シューズ）
○対　象　市内に居住または、勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
　　　　　育児支援講座は乳幼児を持つ親を対象とします。
○場　所　いちき串木野市働く女性の家
○受講料　無料（ただし材料費実費負担）
○託　児　満2歳以上～未就学児。希望される方は申し込み時にお伝えください。
○申込み　10月25日（金）までに、来館又は電話で働く女性の家へお申し込みください。
　　　　（受付時間：火曜～土曜　9:00～17:00）

働く女性の家「いきいき女性講座」と「育児支援講座」受講生募集

紙の型にあわせて綿を入れ、布でくるみ立体感を出
して作る押し絵で、来年の干支『午』を作ります。
（はさみ、鉛筆、ボンド、手ふき） 
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～大規模な土地取引には届出が必要です～

　土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのた
めにも土地の有効利用が大切です。  
　土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体が出来る限りの取り組みを行うことはもちろん
ですが、何よりも土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。 
　このような観点から、毎年10月を「土地月間」と定めています。 
　市民の皆様の土地月間へのご理解とご協力をお願いします。 

　国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確
保を図るために、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積以上を超える土地の取引をし
たときは、土地が所在する市町村の担当窓口を通じて県知事に届出する必要があります。  

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

○売買
○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済
○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合
　を含む。

○市街化区域(現在該当なし)

　2,000平方ﾒｰﾄﾙ以上

○市街化区域以外の都市計画区域
　5,000平方ﾒｰﾄﾙ以上

○都市計画区域以外の区域
　10,000平方ﾒｰﾄﾙ以上

※地目、利用目的にかかわらず
　届出が必要です。

権利取得者

※売買の場合
　は買主

契約締結後 2 週間以内
（契約締結日を含む）

※２週間の起算日は契約書
の日付であって契約に基づ
く実行日ではありません。

※個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が
   必要となります。（買いの一団）

◆届出書類等

・土地売買等届出書

（添付書類）

・当該届出に係る土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わるもの

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面（市町村管内図等）

・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面（住宅地図等の写し）

・土地の形状を明らかにした図面（作成しない場合は、公図(字図)の写し）

※届出書及び添付書類について、それぞれ正・副１部ずつ提出してください。

◆届出時の注意点

　　契約締結日を含めて２週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役

　または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

◆届出・問合せ先

　政策課政策係

 10月は「土地月間」です
政策課（☎33‒5634）
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任　期

内　容

報　酬

応募先
問合せ先

〒８９６－８６０１　いちき串木野市昭和通１３３番地１
いちき串木野市　福祉課　社会福祉係
電話３３－５６１８（直通）　ＦＡＸ３３－３３００
Ｅ-メール　fukushi2@city.ichikikushikino.lg.jp

応募締切

選考方法
応募の動機等をもとに書類により選考し、応募者全員に結果を文書でお
知らせします

応募方法
裏面の応募用紙に必要事項をご記入の上、市役所　福祉課（串木野庁
舎）までご持参、郵送、ファックス又はＥ-メールで提出してください

「いちき串木野市子ども・子育て会議」委員募集！
　幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
するための「子ども・子育て支援新制度」が、平成２７年にスタートする
予定です。

　このため、本市では、「いちき串木野市子ども・子育て会議」を設置し、
市民の皆様の子育ての状況やニーズ調査をしたうえで、子ども子育て支援
事業計画などについて審議します。　

　ついては、事業計画等に市民の皆様の意見を反映させるため、会議の委
員のうち公募委員として参画していただく方を募集します。

募集人数 ３名
※公募する委員以外に、市内各種団体の方を含め、委員は全体で
２０名の予定です

応募資格
・いちき串木野市に在住している18歳以上の方　１名
・いちき串木野市に在住している18歳以上の方で保育園児の保護者　１名
・いちき串木野市に在住している18歳以上の方で幼稚園児の保護者　１名

委員就任の日から平成２７年３月３１日

委員として、年数回、平日昼間の会議に出席し、意見等を述べていただきます

１回の出席につき４,５００円（税含む）を支給いたします

平成25年１０月２１日（月）１７時（必着）

（締切後は受付できませんので、あらかじめご了承ください）
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携　帯　　　（　　　）

ふりがな 年齢 性別

氏　名 歳年　　月　　日 男・女

住　所 　〒

・　いちき串木野市に在住している18歳以上の方
・　いちき串木野市に在住している18歳以上の方で保育園児の保護者
・　いちき串木野市に在住している18歳以上の方で幼稚園児の保護者

※個人情報につきましては厳重に管理し、本目的以外には使用いたしません。

Ｅメールアドレス

「いちき串木野市子ども・子育て会議」委員　応募用紙

勤務先又は学校名

提出年月日　平成２５年　　　月　　　日

　　　　　いちき串木野市

連絡先 電　話
自　宅　　　（　　　）

ＦＡＸ

生年月日

応募区分
※いずれか一つへ

○

○いちき串木野市の子育て支援について
（応募の動機、子育て施策に期待すること、ご自由にご記入ください）
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