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おしらせ版おしらせ版第9１号
いちき串木野
広 報

串木野健康増進センター（☎33‒3450）
血圧が心配な方の健康相談を実施します

地域包括支援センター（☎21‒5172）
お世話役さんのための認知症予防教室

串木野健康増進センター（☎33‒3450）
ハンセン病問題啓発パネル展・資料展
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　高血圧は自覚症状が出にくいため、高い状態が続く
と、気づかないうちに血管を傷つけ、動脈硬化を進め
る原因となってしまいます。 
　高血圧予防のためには、普段の血圧を知っておくこ
と・食事や運動など生活習慣を見直すことが大切で
す。
　今回、血圧が心配な方の健康相談を実施します。 
　日頃の生活習慣を見直す機会にぜひご利用くださ
い。 
○日時 ２月10日(月)、24日（月） 

両日とも 9：00～16：00 
○場所 串木野健康増進センター １階 
○内容 血圧測定、検尿、体重・体脂肪測定、栄養
　　　　相談、みそ汁塩分濃度測定（希望の方は、

みそ汁をお持ちください） 
　※通常の定期健康相談も実施します。 

　近くの公民館などでお茶飲み会や、サロン活動のお
世話をしている方、またはその様な活動に興味がある
方を対象に認知症予防のための「脳を鍛える活動」
の勉強会を実施します。 
　楽しみながら一緒に学びませんか。
○日時・内容（全５回コース）

○場　 所　市来保健センター 
○募集人員　おおむね70歳未満の方 先着20人 
○参 加 料　無料 
○申 込 み ２月14日（金）までに地域包括支援セ

ンターへお電話で申し込みください。  

平成26年（2014年）

○日　　時　３月19日（水）９：45～12：00 
○場　　所　串木野健康増進センター ２階和室 
○対 象 者　生後２か月～10か月児とその母親 
○講　 師　わらべうたベビーマッサージ認定講師       
　　　　　　小島 美幸 先生 
○参 加 料　無料 
○持参するもの　バスタオル・飲み物 
○申 込 み ３月17日（月）までに 串木野健康増進
　　　　　　センターへ   
○託児あり　要予約・飲み物持参 
○問 合 せ　串木野健康増進センター       
　　　　　　子育て支援センター　☎33－0192

　県では、国立ハンセン病資料館の協力を得て、ハン
セン病問題のパネル展・資料展を次のとおり開催しま
す。入場は無料です。 
○開催期間
　・２月12日（水）まで9：00～18：00 
　　　　　　　　　（入館は17：30迄） 
　　　２月10日（月）は休館日 
　　　２月12日（水）は15：00迄 
○開催場所 
　県歴史資料センター黎明館第３特別展示室 
　（鹿児島市城山町７番２号） 

　介護保険を利用して、住宅に手すりの取り付けや段
差解消などの住宅改修をする場合、本市指定の施工
業者を利用するなどの要件を満たせば、９割分の介
護給付費を本市から施工業者に直接支払う制度（受
領委任払制度）があります。  
　平成26年度、新規に登録を希望する施工業者の方
は次のとおり研修会を開催いたしますので、お申し込
みください。 
　なお、今回の研修を受けずに、年度途中での新規
登録はできません。 
○日　　時　３月18日(火) 13:30～ ２時間程度 
○場　　所　串木野庁舎 ２階会議室 
○申込期限　３月10日(月) 
○問 合 せ　健康増進課 介護保険係   
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認知症について知ろう
脳イキイキ度チェック
（体験）

音楽を楽しもう

３月10日（月）
10：00～11：30 転倒予防体操

３月17日（月）
10：00～11：30 折り紙を作ろう

３月24日（月）
10：00～11：30 

レクレーション
今後の活動に向けて

２月24日（月）
10：00～11：30

３月３日（月） 
10：00～11：30 

日　時回 内　容

串木野健康増進センター（☎33‒3450）

ベビーマッサージ＆産後シェイプアップ
体操教室の開催

健康増進課（☎33‒5673）

介護保険住宅改修費の受領委任払制度に係る
事業所研修会の開催
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 今年度の「特定健康診査情報提供票」（紫色）をお
手元にお持ちの方は、かかりつけ病院等への提出期
限が２月28日（金）までとなっていますので、お急ぎく
ださい。  
　なお、いちき串木野市の国民健康保険の資格がな
い場合、「特定健康診査情報提供票」は使用できませ
んので、ご了承ください。

○受付期間　２月14日（金）まで 
　　　　　　※当日ハローワーク受付印有効 
○訓練科目　情報電子科　デザイン製版科  
　　　　　　建築設計科 義肢福祉用具科  
　　　　　　ＯＡ事務科　アパレル科　造形実務科 
○応募資格　障がいをお持ちの方で、 
　　　　　・修了後就業の意志がある方 
　　　　　・障がいの症状が固定している方 
　　　　　・訓練および集団生活に支障のない方 
　　　　　など 
○願書提出先　ハローワーク伊集院       
　　　　　 ※願書（指定用紙）はハローワークに　
　　　　　　　準備してあります。県庁ホームペー　
　　　　　　　ジからもダウンロードできます。 
○入校料・授業料　無料       
　　　　　　※科目によって教科書代等が必要です。 
○選考日程　３月３日（月）  
　※障害者手帳をお持ちでない方や詳しいことについ
　ては、次へお問い合わせください。 
　　・ハローワーク伊集院　☎099－273－3161 
　　・鹿児島障害者職業能力開発校　☎44－2206  　
　　(〒895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432番地) 
　※鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がいをお
　持ちの方がその能力に適する職種についての基礎
　となる知識・技能を習得し、就業による自立と生活
　の安定を図ることを目的とする公共職業能力開発
　施設で、国が設置し、その運営を鹿児島県に委託し
　ているものです。

　木原墓地貯水槽清掃のため、２月10日(月)午前８時
から午後５時まで木原墓地内の水道が断水します。 
　墓地を利用される方には大変ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。   

○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。
○受講料　無料（ただし材料費実費負担）
○申込み　２月25日(火)までに働く女性の家へ直接
　　　　　申し込むか電話で申し込みください。
　　　　（火～土曜、９:00～17:00、月曜日は休館）
○託　児　満２歳以上～未就学児
　　　　　希望する方は事前にお申し込みください。

　本年４月１日より、現行の「いちき串木野市観光協
会」と「いちき串木野市特産品協会」が合併し、「いち
き串木野市観光特産品協会」が設立されます。 
　これに伴い、新規会員を募集します。地域活性化と
新しい街づくりの一員として参加しませんか。 
　市民並びに事業主の方々のご賛同をお願いしま
す。 
○主な事業  
　・イベント主催および後援等  
　・観光客誘致、情報発信活動 
　・観光施設、飲食店等の紹介 
　・物産展、商談会の開催等 
　・ご当地グルメ、土産品等の振興 
　・会員事業所活性化支援 など 
○年会費 
　①個人事業主会員　5,000円 
　②法人および団体会員　10,000円 
　③個人賛助会員　3,000円（一般市民の方） 
○申込・問合せ 
　いちき串木野商工会議所 担当：内田 ☎32－2049   

働く女性の家（☎32‒7130）
健康増進課（☎33‒5613）

働く女性の家いきいき女性講座受講生募集 いちき串木野市国民健康保険「特定(メタボ)
健診の情報提供」の期限は、２月28 日です

福祉課（☎33‒5619）

平成26年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生【２次】募集 

水産商工観光課（☎33‒5638）

「いちき串木野市観光特産品協会」
新規会員募集

生活環境課（☎33‒5614）
木原墓地ご利用の皆様へ断水のお知らせ

講座名(材料費) 日時(定員) 内容
(持ってくるもの) 

フラワーボックス
 春の寄せ植え
　　(2,000円) 

３/５(水)
10:00～12:00
　(20人) 

　木製の箱に春の
花々を寄せ植えし
ます。園芸のプロ
から花の育て方な
ども学べます。(移
植ゴテ・軍手)  

簡単手作りハム
とチャーシュー
　(500円程度)

 

３/６(木) 
９:30～12:00
 （20人）

　簡単で美味しい
鶏肉を使ったハム
と薄切り豚肉のチ
ャーシューを作り
ます。（三角巾・
エプロン） 



○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
　※駐車場は１世帯につき１台（ウッドタウンは２台）
○入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・連帯保証人（２人）
○申込期間
　・ウッドタウン（新築）
　　２月28日（金）17:00まで
　・ひばりが丘団地
　　２月20日（木）17:00まで
　　※ひばりが丘団地は既設住宅で、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
　・ウッドタウン（新築）
　　３月６日（木）10:00　串木野庁舎２階会議室
　・ひばりが丘団地
　　２月25日（火）10:00　串木野庁舎２階会議室
○入居予定日
　・ウッドタウン（新築）
　　平成26年４月１日（火）
　・ひばりが丘団地
　　平成26年３月５日（水）
○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）

  工業統計調査にご協力をいただきました事業所の
皆様には大変お世話になりました。 
　また、今後とも統計調査にご理解とご協力をよろし
くお願いします。 

　平成26年度県営住宅（いちき串木野市内５団
地）の入居について、空き家待ち順位登録のため
の抽選が次のとおり行われます。  
　なお、この抽選は空き家が生じた場合の入居順
番をあらかじめ決めるもので、26年度中の入居を
約束するものではありません。 
○申込書の配布・受付 
　２月24日（月）まで ９：00～17：00  
　　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く） 
○抽 選 日　３月６日（木）10：00～ 
○抽選場所 鹿児島地域振興局日置庁舎本館３階 
　※現在、順番待ちの方は３月末で期限が切れま
　　すので、４月以降も入居を希望する方は、新
　　たに申し込みを行う必要があります。
○申込書配布・問合せ先 
　日置市伊集院町下谷口1960－1 
　㈱南日ホーム日置支所 ☎099－246－5502 
　（鹿児島地域振興局日置庁舎 別館２階）   

　次の政策（案）について、市民の皆様からご意見を
募集しています。 
○政策名 
　・いちき串木野市都市計画マスタープラン（原案） 
○募集期間　２月28日（金）まで 
○政策案の公表場所
　・都市計画課 都市計画係（市来庁舎２階）  
　・土木課 土木総合窓口係（串木野庁舎１階） 
　※市のホームページでもご覧いただけます。 
○問合せ　都市計画課 都市計画係 

　この春小学校および中学校に入学予定の児童・生
徒の入学通知書を１月中旬に送付しました。  
　この通知書は、お子様が就学される学校を記した
もので、重要な書類です。入学式当日に学校へ提出し
ていただきますので、それまで大切に保管されますよ
うお願いします。 
　なお、通知書が届いていない方や私立小・中学校
へ入学予定の方は、2月28日（金）までに必ず教育
委員会学校教育課（市来庁舎）へご連絡ください。

県営住宅空き家待ち順位登録  

政策課（☎33‒5672）
工 業 統 計 調 査 の お 礼
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都市計画課（☎21‒5154） 都市計画課（☎21‒5154）

都市計画の政策についてご意見を募集しています
都市計画課（☎21‒5152）

市 営 住 宅 入 居 者 募 集  

学校教育課（☎21‒5127）

小学校・中学校４月新入学生の保護者の皆様へ
～入学通知書は届いていますか？～

住　宅　名 構造・設備 備　考

ウッドタウン
(脳神経外科
　近く)

平成25年度
２戸(新築)

木造２階建・
３ＬＤＫ・
水洗トイレ

単身入居
不可

ひばりが丘団地
(だいわ串木野
　店近く) 

平成２年度
    １戸

耐火３階建
(２階)・３ＤＫ
・水洗トイレ

単身入居
不可

建設年度
募集戸数

送付対象となる児童・生徒の生年月日
新小学１年生 平成19年４月２日～平成20年４月１日

新中学１年生 平成13年４月２日～平成14年４月１日



臨時職員募集のお知らせ

番号 募集職種名 募集
人員 業務内容 勤務時間 資格等 賃金 担当課

① 公用車運転手 １ 公用車運転業務
原則９：00～
　　　16：00 
月20日程度 
土日祝日勤務有

大型自動車運転
免許

月　額
120,000円

総務課
☎33－5626

②
薩摩藩英国留
学生記念館事
務補助員

１ 記念館受付、
事務補助

９：00～17：00
週５日勤務

パソコン操作
学芸員資格 
（優先） 

時　給
760円

政策課
☎33－5628

③
交通安全
専門指導員 １

・交通安全教室
・広報活動
・事務補助

８：30～17：00 普通自動車運転免許
パソコン操作 

月　額
122,000円

まちづくり
防災課
☎33－5631

④
環境センター
作業員（収集） ２ 塵芥収集補助

８：30～16：30
月22日程度
祝日勤務有

普通自動車運転
免許

時　給
800円

環境センター
☎32－2388

⑤ 保育士（常勤） ３ 保育業務
(生福保育所勤務)

８：30～17：00
月22日程度
※シフトによる

保育士 日　給
6,500円

福祉課
☎33－5618

⑥ 保育士（週休） １ 保育業務
(生福保育所勤務)

８：30～17：00
月14日程度
※シフトによる

保育士 日　給
6,500円

福祉課
☎33－5618

⑧ 保育所調理員
（週休） １

保育所給食
調理業務
(生福保育所勤務) 

８：30～17：00
月14日程度
※シフトによる

― 日　給
5,100円

福祉課
☎33－5618

⑦ 保育所調理員
（常勤） １

保育所給食
調理業務
(生福保育所勤務) 

８：30～17：00
月22日程度
※シフトによる

― 日　給
5,100円

福祉課
☎33－5618

⑨
障がい者基幹
相談支援セン
ター相談員

１

・障害者相談支援
・事業所との連絡、
調整 
・障害区分認定調査
など

９：00～17：00
社会福祉士（施設
等で実務経験のあ
る方）
普通自動車運転免許

月　額
200,000円

福祉課
☎33－5619

⑩ 生活保護受給
者就労支援員 １

生活保護受給者
等に対する就労
支援業務

９：00～17：00
週５日勤務 

普通自動車運転免
許、パソコン操作

時　給
760円

福祉課
☎33－5620

⑪ 営農指導員 １ 農林全般の営農
指導（主に果樹）

８：30～17：00
週５日勤務 

営農指導（果樹）
経験者
普通自動車運転免許
パソコン操作

月　額
160,000円
賞与2月分

農政課
☎33－5635

⑫ 土木作業員
(一般作業員) １

市道、公園等の
維持補修及び除
草作業

８:30～17:00
土日祝日・水曜
日休み 

普通自動車運転
免許

日　額
6,600円

土木課
☎21－5151

総務課（☎33‒5625）

次のとおり臨時職員を募集します。 
申請書は、総務課、市来庁舎市民課および羽島出張所に用意してあります。
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※賃金には、社会保険料等は含まれていません。
※応募は、１人につき１職種です。
○雇用期間　平成26年４月１日～平成27年３月31日（雇用満了後更新することもあります）
○応募資格　(1)昭和25年４月２日以降に生まれた方
　　　　　　(2)市税等を滞納していない方
　　　　　　※詳しい業務内容等については、担当課へご確認ください。
○応募手続　履歴書１通（市販のもの）と申請書１通を総務課、市来庁舎市民課もしくは羽島出張所に提出し
　　　　　　てください。（提出書類は返却しません）
　　　　　　※障害者手帳をお持ちの方は、手帳の写しを添付してください。
○受付期間　２月５日（水）～２月20日（木）※土・日曜日、祝日を除きます
○受付時間　８:30～17:00
○選考方法　面接（日時は、後日連絡します）

いちき串木野市・日置市衛生処理組合（（☎32‒3612）

臨時職員（西薩火葬場）募集 堆肥助成をご利用ください

　臨時職員を募集します。応募される方は、履歴書を
いちき串木野市・日置市衛生処理組合事務局に提出し
てください。 
○募集人員　若干名 
○仕事内容　火葬および収骨、火葬場内清掃作業等 
○応募資格　管内居住者（いちき串木野市ならびに
　　　　　　日置市東市来町、伊集院町および日吉
　　　　　　町）で、55歳から65歳までの方 
○受付期間　２月５日（水）～18日（火）まで 
　　　　　　（ただし、土・日・祝日を除く） 
○勤務場所　西薩火葬場 
○勤務時間　９：00～17：00 
○勤務日数　原則として月12日以内 
○雇用期間　平成26年４月１日～平成27年３月31日 
　　　　　 （延長予定有） 
○申込・問合せ
　いちき串木野市・日置市衛生処理組合事務局  
　いちき串木野市海瀬410番地１ 

　環境保全型農業の基本である「土づくり」を推進す
るとともに、市内畜産農家が製造した堆肥の地元利
用を図るため、堆肥購入費の助成を行っています。  
　申請される方は審査が必要となりますので、必ず事
前にお問い合わせください。
○対 象 者　農家台帳に記載のある農家       
　　　　　（世帯員に市税等の滞納が無いこと） 
○対象農地　農家台帳に記載のある農地 
○対象堆肥　県へ届出を行った市内の畜産農家等が
　　　　　　製造・販売する完熟堆肥 
○堆肥取扱い事業者等
　　ＪＡさつま日置、尾崎牧場、オクト(株)、橋口勝利、
　　梅北伸博、ヤブサメファーム 
○補助割合　県指針等を上限とした堆肥購入経費
　　　　　　の１/４（100円未満切捨）を助成 
※牛ふん主体の完熟堆肥量（10aあたりトン数）の例  

○添付書類　堆肥を購入した領収書等 
※領収書の日付は平成25年４月１日～平成26年３月
　31日のものに限ります。 
○申請期限　３月31日（月）まで 
○問 合 せ　農政課農林係 
                  産業経済課農林係　☎21－5122

農政課（☎33‒5635）

単位ｔ/10ａ 水稲 　　レイシ 　 かんきつ類 
完熟堆肥量　　1.5　　　 3.0 　　　 2.0

⑬ 豊楽館利用者
送迎運転手 １ 公用車運転業務 月14日程度 

１日５時間以内
大型自動車運転
免許

時　給
1,000円

市来庁舎市民課
☎21－5117

⑭ 社会教育
指導員 １

生涯学習活動の
指導・助言及び
社会教育の運営
業務

８：30～17：15 
週４日勤務 

教員免許または
学校教育・社会教
育に携わった方

月　額
103,000円

社会教育課
☎21－5128

⑮
郷土史料収集
事業補助員 １ 郷土史料の収集

及び編集業務
９：00～17：00
月14日以内勤務

パソコン操作
学芸員資格また
は編集業務経験
者（優先）

時　給
670円

文化振興課
☎21－5113

⑯
学校給食配送
及び調理補助員
（１日）

１
学校給食配送及
び調理補助業務
(串木野センター勤務)

給食配送車（２ト
ン車ＡＴ限定不可）
の運転可能な方 

日　額
5,100円 

学校給食
センター 
☎33－0239

８：30～16：30
給食実施日勤務

番号 募集職種名 募集
人員 業務内容 勤務時間 資格等 賃金 担当課

5
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○受付会場　串木野庁舎 地下第１会議室 
○受付時間　９：00～11：30、13：00～16：00 
○申告に必要なもの
　①印鑑 
　②収入および必要経費を証明できる書類 
　　・源泉徴収票、帳簿、領収書など 
　③控除に関する証明書 
　　・社会保険料控除額証明書 
※国民健康保険税、介護保険料および後期高齢
者医療保険料の納入証明書は、社会保険料   
控除額証明書として、市県民税等申告書の封
筒にハガキを同封してあります。（対象の方の
み） 

　　・国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の
支払証明書など 

　※申告期間中は大変混雑しますので、円滑に申告を
　　進められるように、医療費や経費の領収書等は
　　事前に整理しておいてください。 
　※税務署による確定申告書作成相談会は開催され
　　ませんので、土地・株式等に係る譲渡所得などの
　　ある方は、直接税務署で申告してください。

～土地は現況で課税～ 
　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在の利
用状況（現況）によって課税されます。  
　平成25年中に利用状況（現況）を変更された方は、
串木野庁舎税務課固定資産税係または市来庁舎市民
課税務係へ届け出をしてください。  
　農地（田、畑）を転用許可により埋立や造成等を行
い、農地以外として使用している場合は、その使用さ
れている地目で課税されます。 
　例えば、何年も放置している農地等は、雑種地とし
て取扱いをすることがあり、税額が上昇する場合があ
ります。  
　なお、法務局へ地目変更の登記をされた方は届け
出の必要はありません。 

～家屋の滅失届はお済みですか？～ 
　家屋に対する固定資産税は、毎年１月１日現在に存
在する家屋に課税されます。 
　平成25年中に家屋を取り壊された方は届け出をして
ください。なお、居住用家屋を取り壊した跡地を駐車
場等に変更しますと、住宅用地に対する軽減措置の
適用がなくなり、翌年度から税額が上昇する場合があ
ります。
○問合せ　税務課　固定資産税係      

税務課（☎33‒5616）

税務課（☎33‒5617）
固定資産税に関するお知らせ  所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税・

介護保険料・後期高齢者医療保険料の
 申告受付〈２月17日（月）～３月17日（月）〉 

～にせ税理士にご注意を！～  
　この時期になると、税理士の資格のない「にせ税
理士」が横行し、納税相談を受けたり、申告書を作
成するケースが見受けられます。 法律に違反するだ
けでなく、記載内容を誤るなど後々問題を引き起こ
すケースも多々発生しますので、十分注意してくださ
い。 

水産商工観光課（☎33‒5638）

串木野駅･市来駅開業100周年記念イベント
串木野駅バリアフリー化事業完成記念イベント開催 

長谷場純孝没後100周年記念事業
第3回薩摩街道歴史探索ウオーキング大会開催

水産商工観光課（☎33‒5638）

コース 集合場所 受  付
Aｺｰｽ
　薩摩街道ｳｵｰｷﾝｸ (゙6km)

ＪＲ木場茶
屋駅 9：00

Bｺｰｽ　いちき串木野史
跡めぐり(6km) 

総合観光
案内所 11：30

ＪＲ木場茶
屋駅 9：00

○期　　日　３月16日（日）
○内　　容

　※中間地点(総合観光案内所)ではご当地グルメの
　「いいとこどりランチ」や特産品の販売もありま   

　　す。
○参 加 料　大人1,000円、高校生以下700円
○申込方法 チラシ裏面の申込用紙に記入のうえ、
　　３月５日（水）までにFAX（33－1801）にて事前に
　　お申し込みください。
（※チラシは市役所・総合観光案内所にあります）
○問 合 せ　実行委員会事務局(小原)

☎090－2087－3537

　串木野駅･市来駅は、大正２年12月15日に開業し、
開業100周年を迎えました。 
　開業100周年並びにバリアフリー化事業(エレベー
タ設置等)の完成を記念したイベントを開催します。 
○日 時　２月16日(日)10：00～15：00 
○場 所 ＪＲ串木野駅前広場 
○内　容 ・記念セレモニー(テープカット・あい  

さつ・一日駅長委嘱式他) 
　　　　　・ミニＳＬ運行(乗車無料) 
　　　　　・地元物産展  ・郷土芸能披露 
　　　　　・中・高生による吹奏楽演奏 
　　　　　・駅の歴史等のパネル展示
　　　　　・記念切符販売
　　　　　・クイズラリー（参加無料） 
　　　　　（会場内に隠されているヒントを見つけ
　　　　　　て問題に答えると抽選で賞品がもらえ

ます。） 

Cｺｰｽ 
　Aｺｰｽ＋Bｺｰｽ(12km）



　第61回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月15日
（土）から２月19日（水）までの５日間、県下53区間
588.6ｋｍにわたって開催されます。  
　串木野中継所（Ａコープ串木野店前）を大会２日目
の２月16日（日）11時40分頃の通過予定です。 
　沿道からのご声援と交通規制へのご協力をよろし
くお願いいたします。 
○コース  
　・国道３号線を通過するコース  
　国道３号線(日置市方面)～串木野駅前～ 
　串木野中継所～国道３号線（薩摩川内市方面） 

○日　　時　２月23日（日）８:30開会 
○場　　所　生冠中学校グラウンド 
○種　　目
　・小学生男女   
　　100ｍ・800ｍ・400ｍリレー(100ｍ×４人)  
　・中学生男子   
　　100ｍ・2,000ｍ・800ｍリレー(200ｍ×４人)  
　・中学生女子   
　　100ｍ・800ｍ・400ｍリレー(100ｍ×４人) 
○参 加 料 １人300円（大会当日納入） 
○参加資格　小・中学生はどなたでも参加できます
○申込期限　２月17日（月） 
○申込・問合せ　生福陸上スポーツ少年団事務局  
　　　　　（市民スポーツ課大竹 

☎ 21－5129　FAX 36－5228） 

○日　　時　２月16日（日）10：00開会 
○場　　所　串木野ゴールデンボウル 
○競　　技　個人戦（３ゲーム） 
○参 加 費　1,200円（高校生以下は900円） 
○申　　込　２月13日（木）までに所定の申込用紙に
　　　　　　記入（申込用紙は、串木野ゴールデン
　　　　　　ボウルにあります）
○問 合 せ　市ボウリング連盟事務局      
　　　　　　（市議会事務局 石元☎33－5648） 

　野菜を生産･販売される方を対象に、安心・安全な
野菜作りの講習会を開催します。多数の皆様の参加を
お待ちしてます。 
　受講希望の方は、２月25日（火）までに農政課へ電
話でお申し込みください。 
○日　時　２月28日（金）10：00～11：30  
○場　所　串木野庁舎地下大会議室 
○テーマ　春夏野菜の栽培について             

　ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校普通科と生涯
学習通信講座の生徒・受講者を募集しています。 
　まずは、無料の案内書をご請求ください。 
○募集内容
　・平成26年度高等学校普通科（３年制）生徒  
　・生涯学習通信講座受講者 
○出願期間
　高等学校普通科　４月20日（日）まで  
　生涯学習通信講座　通年申込受付 
○案内書請求・問合せ　ＮＨＫ学園☎0120－06－8881

　カンボジアでは今でも地雷や不発弾により、何の罪
もない子供たちが手足を奪われ続けています。  　
　（財）カンボジア地雷撤去キャンペーンでは地雷被
害を一刻も早くなくすため、ご家庭にある書き損じハ
ガキ、未使用テレホンカード、未使用切手を集めて換
金し、毎年地雷撤去団体へ寄付しています。  
　ハガキ３枚で１㎡の地雷原をクリーンにできます。  
　地雷被害を減らすために、皆様の温かいご支援よ
ろしくお願いします。 
○問合せ (財)カンボジア地雷撤去キャンペーン事務局
　　　　　(☎092－833－7676) 
　　　　　〒814-0002 福岡市早良区西新1-7-10-702 

○募集テーマ　男性がもっと家事・育児・介護・地域活
動に関わりたくなるようなキャッチフレ

　　　　　　ーズ 
～長時間労働を減らして、仕事を含め

　　　　　　た「生活」に豊かさを～ 
○応募資格 どなたでも応募できます。なお、応募作

品は未発表の自作のものに限ります。 
○応募期間 ２月28日(金)まで（必着） 
○応募方法 男女共同参画局サイトのキャッチフレ

ーズ募集ページから「応募フォーム」   
　に、キャッチフレーズ（１通につき１作品）・

　　　　　　住所・氏名・年齢・性別・電話番号
　　　　　　等を記 入のうえ、応 募ください。 
http://www.gender.go.jp/public/week/week.html 
○問 合 せ　内閣府男女共同参画局総務課 
　　　　　　「キャッチフレーズ募集係」 
　　　　　　　　　　☎03－5253－2111（代表）     

第61回県下一周市郡対抗駅伝競走大会について
市民スポーツ課（☎２１‒５１２９）

第30回いちき串木野市陸上少年団交流大会
市民スポーツ課（☎２１‒５１２９）

Ｎ Ｈ Ｋ 学 園 生 徒 募 集 中  

市民スポーツ課（☎２１‒５１２９）
第９回さわやかボウリング大会 

農政課（☎33‒５635）
安心・安全な野菜作り講習会 

7

年賀状などの書き損じハガキがカンボジア
地雷撤去支援に

平成26年度「男女共同参画週間」の
キャッチフレーズ募集 

政策課（☎33‒5672）
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○鹿児島県最低賃金は県下の全ての労働者に適用さ
　れます。ただし、特定産業別は、適用範囲が別に定
　めてあります。
○最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての
　労働者に適用され、使用者は労働者に対して最低
　賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
○最低賃金には次の賃金は算入されません。
　(１)臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　(２)１か月を超える期間ごとに支払われる賃金
　　（賞与など）
　(３)時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
　(４)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
○問合せ
　鹿児島労働局 賃金室　☎099－223－8278
　鹿児島労働基準監督署　☎099－214－9175
　川内労働基準監督署 ☎0996－22－3225

　本市は、国から半島の振興を促進するための産業
振興を推進する地区の指定を受けています。これによ
り、本市では、製造業、旅館業、農林水産物販売業等
の事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として
一定額（資本金規模によって異なる）以上の機械、建
物等を取得した場合に、５年間の割増償却措置が活
用できます。 
　なお、本措置を活用するためには、税務申告時に本
市発行の証明書（事業者が行った設備投資が本市の
産業投資促進計画に適合することを証明）が必要とな
りますので、税務申告前に水産商工観光課までお問
い合わせください。  
　また、本市産業開発促進条例の要件に合致した場
合、地方税の不均一課税も受けることができます。 

○日　 時 ２月22日（土）13：30～15：00 
○場　 所 市来地域公民館 
○内　　容 土地の境界トラブル対処法と時効制度
　　　　　　の活用 
○対　 象 一般成人 
○参 加 費 無料 
○申込方法 ２月21日（金）までに中央公民館または

いちきアクアホールへ直接または、
　　　　　　電話で申し込みください。
　　　　　　（ＦＡＸでの申し込みも可） 
○問 合 せ　中央公民館        
　　　　　　☎・FAX 33－5655（９：00～17：00） 
※司法書士による無料相談会を同時に開催します。 

○日　　時　２月16日（日）13：30受付
落語会・手品14：00～15：00
茶会15：15～16：15

○場 　所 市来地域公民館
○内　 容 ワンコインで和文化と手品を楽しむ
○対　　象　一般市民
　　　　　（中学生以下は保護者同伴）
○参 加 費　500円（中学生以下は200円）
○申込方法 ２月15日（土）までに中央公民館または

いちきアクアホールへ直接または、電話
で申し込みください。　　　　　　  

　　（FAXでの申し込みも可）
○問 合 せ 中央公民館
　　　　　　☎・FAX33－5655（９：00～17：00）

　将来のまちづくり像を示す「都市計画マスタープラ
ン」の見直しにあわせ、市内の小学4年生を対象に募
集した「僕たち私たちの未来のいちき串木野」絵画コ
ンクールに、多くのご応募をいただきありがとうござい
ました。
　作品から届いてきたのは、子供たちの元気な声と未
来への豊かな夢を描いている熱い想いでした。
　審査の結果、次の方々が入賞されました。おめでと
うございます。
○最優秀賞 荒川小学校　 蛯原隆太さん
優 秀 賞 市来小学校　 潟山宗太郎さん

串木野小学校　猪之鼻駿太さん
串木野小学校　後藤彩花さん

　　　　　　生福小学校　 西勘太さん
　入賞作品は２月21日まで串木野庁舎、市来庁舎の各
１階ロビーで展示を行っています。
　ぜひご来場ください。
※開館時間は８：30～17：15(土・日・祝日は除く)

水産商工観光課（☎33‒5638）
鹿児島県最低賃金が時間額665円に改定 

 社会教育課(☎21-5128)・指定管理者㈱図書館流通センター 

司法書士による「暮らしに役立つ法律講座」開催

 社会教育課(☎21-5128)・指定管理者㈱図書館流通センター 

「落語会＆手品＆お茶会」のお知らせ

都市計画課（☎21‒5152）

「僕たち私たちの未来のいちき串木野」の
絵画について

地
域
別

鹿児島県最低賃金

最低賃金額
（時間額） 効力発生日

665円 平成25年
10月27日

特
定
産
業
別

自動車（新車）小
売業 735円 平成25年

12月27日
電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通信
機械器具製造業

710円
平成25年
12月28日

百貨店・
総合スーパー 685円

水産商工観光課（☎33‒5638）

設備投資を行った事業者の皆様は
租税特別措置が活用できます 

発　行：いちき串木野市役所　政策課 ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
〒 896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１   携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
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