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引っ越すときは住民異動届を出しましょう

乳幼児医療費助成の登録申請はお済みですか
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　住所が変ったときは、住民異動届出が必要です。 
　住民異動届は、異動する本人か同一世帯の方の
み届け出ができます。それ以外の方が届け出る場
合は、異動する本人の委任状が必要です。  
　窓口に来る方は、本人確認のため、運転免許証
か顔写真付きの官公庁発行の身分証明書、もしく
は健康保険証等を持参ください。
　また、他の手続きで必要な場合があるので印鑑
も持参ください。

◆住民基本台帳カードの交付を受けている方は、
　上記の届出のときに住民基本台帳カードを持参
　ください。その際に住民基本台帳カードの暗証
　番号が必要となります。
※詳しくは、市民課にお問い合わせください。 

　次のような方は、14日以内に市町村の窓口で手
続きをお願いします。
○国民健康保険に入る方
・他市町村から転入し、国民健康保険に加入しな
　ければならない方
・退職や離職で職場の健康保険の資格を失われた
　方
○国民健康保険をやめる方
・市外へ転出する方
・就職や転職で職場の健康保険に加入された方
※国民健康保険税は、窓口への届出日ではなく、
　転入した日、または健康保険の資格を失った日
　から課税されます。

平成26年（2014年）

 引越しにともなって、水道の使用を開始・休止
される方は、必ず届け出をお願いします。 
○使用開始届 
 印鑑をご持参のうえ、上下水道課または土木課
土木総合窓口（串木野庁舎）（☎33－5679）で手続き
をしてください。なお、手続きは代理の方でもでき
ます。 
○使用休止届 
　電話での届け出もできます。引越しの日程が決
まりましたら、２～３日前までに上下水道課また
は土木課土木総合窓口へご連絡ください。 

　健康保険に加入している小学校就学前（６歳に
達する日以後の最初の３月31日まで）の乳幼児は
医療費の助成を受けられます。乳幼児医療費助成
を受けるには登録が必要です。まだ、登録がお済
みでない方は手続きをしてください。  
　また、乳幼児医療費助成金受給者資格者証をお
持ちの方で、保険証や住所等の変更のあった方
は、必ず変更の届け出をしてください。
○問合せ　福祉課・市来庁舎 市民課

　市民の皆様に、より安心して水道水を使用して
いただくため、平成26年度水質検査計画書(案)を
策定しました。
　市内９か所で閲覧できますので、市民の皆様の
ご意見をお寄せください。
○閲覧場所　
　・市来庁舎(上下水道課)
　・串木野庁舎(土木総合窓口)
　・羽島交流センター・生福交流センター
　・冠岳交流センター・荒川交流センター
　・旭交流センター　・照島交流センター
　・いちきアクアホール
○閲覧期間
　3月14日(金)～3月28日(金)　8：30～17：00
　※ただし、土・日・祝日を除く
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上下水道課（☎21‒5155）

引っ越すときは、
水道の開始・休止届をお忘れなく市民課(☎33‒5611)・市来庁舎市民課(☎21‒5114)

他の市町村から本市に住所変更したとき
・異動日（住み始めた日）から14日以内
　に届け出をしてください。
・異動日より前に転入届を出すことはで
　きせません。
本市から他の市町村に住所変更するとき
・転出する14日前から届け出ができます。
・新しい住所地で必ず転入の届け出をし
　てください。
本市内で住所変更したとき
・新しい住所に実際に住み始めてから14
　日以内に届け出をしてください。
・異動日より前に転居届を出すことはで
　きません。

内　容　と　注　意　事　項

転
入
届

転
出
届

転
居
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国民健康保険の届け出は１４日以内に
健康増進課(☎33‒5613)・市来庁舎市民課(☎21‒5117)

福祉課(☎33‒5618)・市来庁舎市民課(☎21‒5117）

上下水道課（☎21‒5156）
平成26年度水質検査計画書(案)の公表について
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　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者（ま
たは使用者）に課税されます。 
　軽自動車等を廃車・譲渡などで現在、所有（ま
たは使用）していない方は、必ず４月１日（火）
までに下記の場所で申告を済ませてください。 
　なお、期日までに届け出のない場合は、引き続
き平成26年度も軽自動車税が課税されます。 
　また、市外に住所変更される場合も定置場所の
変更手続きが必要になります。 
○申告場所 
・原付（125cc以下）、小型特殊自動車の軽自動車
　の場合は、串木野庁舎税務課市民税係、または
　市来庁舎市民課税務係（☎21－5116）へ。 
　※ナンバープレートと所有者の印鑑（名義変更
　　の場合は新所有者の印鑑も）と車台番号等が
　　分かる書類を持参ください。 
・上記以外の軽自動車は、(社)全国軽自動車協会  
　鹿児島県事務取扱所（☎099－261－4011）へ 　
　詳しくは、それぞれの窓口へお問い合わせください。 

　臨時職員を募集します。
　応募される方は募集期間内に履歴書を串木野庁
舎総務課もしくは市来庁舎市民課へ提出してくだ
さい。 

　原付等を譲渡した際に名義変更の手続きをせ
ず、原付の所在が分からなくなり廃車等の手続き
ができないといったケースが増えています。 
　このような場合は、軽自動車税がいつまでも旧
所有者に課税されることになるので、確実に名義
変更を行ってください。  
　手続きを譲渡先に一任した場合でも、手続きが
完了したことを必ず確認してください。 
～原付等の名義変更の手続き～  
　現所有者と新所有者の印鑑、原付等のナンバー
プレートおよび車台番号が分かる書類をお持ちの
うえ、串木野庁舎税務課市民税係または市来庁舎
市民課税務係（☎21－5116）へお越しください。  

　現在、１歳児と小学校就学前の幼児を対象に、
麻しん風しん予防接種を市内の協力医療機関で実
施しています。 
　麻しん風しん予防接種を受けていない方、麻し
ん風しんにかかったことがない方は、接種期限ま
でに予防接種を受けましょう。 
　予診票を紛失した人は、健康増進センターへご
連絡ください。 
○接種期限 
　１歳児・・・・・・・・２歳誕生日前日まで 　
　小学校就学前幼児・・・３月31日(月）まで 

　高齢者が生きがいづくり活動を通して、閉じこ
もりを解消し、要介護状態にならずに自立した生
活を送ることができるよう、デイサービスを利用
する方を募集します。 
○時　間　通年 9：30～15：00（週1回程度） 
○利用料　1回利用毎に1,000円（昼食・入浴代含
　　　　　む）   
○対象者　市内居住の一人暮らし並びに高齢者世
　　　　　帯の方 
○申込期限　随時受付（印鑑をお持ちください） 
○申込先　福祉課高齢障害係      
　　　　　市来庁舎市民課健康福祉係  

税務課（☎33‒5616）
軽自動車等の廃車・異動の手続きはお済みですか

税務課（☎33‒5616）
原付等を譲渡する際は必ず名義変更を

麻しん風しん予防接種を受けましょう
串木野健康増進センター（☎33‒3450）

総務課（☎33‒5625）
臨 時 職 員 の 募 集  

職種 総合体育館管理人 社会体育指導員

業務内容 管理、軽微清掃業
務等

ニュースポーツ指導、
パソコン入力等

応募資格
パソコンの操作が
できること

パソコンの操作が
できること

勤務場所 総合体育館 市来庁舎（市民スポ
ーツ課）

雇用期間
H26. 4. 1 ～ H27. 3
月末（更新する場
合あり）

H26. 4. 1 ～ H27. 3
月末（更新する場
合あり）

勤務時間 8：30～22：00
交代制

8：30～17：00

賃　　金 時給 690 円 時給 760円
募集期限 3月20日（木）まで
面 接 日 後日連絡
問 合 せ 市民スポーツ課 ☎21－5129

いちき串木野市生きがい対応型
デイサービス事業利用者募集

 福祉課(☎33‒5619）・市来庁舎市民課(☎21‒5117)



　募集期間は４月１日（火）から５月12日（月）
までで、次の日程で体験談並びに説明会が開催さ
れます。 
○青年海外協力隊 
・応 募 資 格　満20歳～満39歳 日本国籍の方 
・説明会日時　4月12日(土) 18：30～        
　　　　　　　勤労者センター ７階  
　　　　　　　4月20日(日) 14：00～ 
　　　　　　　かごしま県民交流センター東棟３階 
○シニア海外ボランティア 
・応 募 資 格　満40歳～満69歳 日本国籍の方 
・説明会日時　4月20日(日) 14：00～ 
　　　　　　　かごしま県民交流センター東棟3階 
○問合せ　JICAデスク鹿児島　☎099－221－6624           
　　　　　〈㈶鹿児島県国際交流協会内〉   

　市来ダムと串木野ダムの各警報局でサイレンの
吹鳴点検を行います。点検時にはサイレンが鳴
り、また試験放送が流れるので、火災等とお間違
えのないようにご注意ください。 
【市来ダム】   
　○日　時　３月27日（木） 10：00～11：00 
　○警報局　市来ダム、上舟川、舟川、木場、 
　　　　　　内門、鏑流馬原、中組、海瀬、安茶 
　○問合せ　産業経済課（市来庁舎） 

【串木野ダム】  
　○日　時　３月27日（木） 14：00～15：30 
　○警報局　串木野ダム、生福（吉村丘）、平江、
　　　　　　水源地（山之神） 
　○問合せ　農政課（串木野庁舎） 

｢市来ダム｣｢串木野ダム｣サイレン吹鳴点検について

市有地を一般競争入札により売却します。
最低売却予定価格以上で最高の価格をもって入札された方が落札者となります。 

○入札物件

市市有有地を地を売売却却ししまます  す  市市有有地を地を売売却却ししまます  す  市有地を売却します  
財政課(☎33‒5629) 

整理

番号
地 番 地 目 面 積 最低売却予定価格

１ 御倉町122-1 宅地 581.33㎡（約175坪） 約 1,930万円　（坪約11万円）

２ 塩屋町12 〃 251.31㎡ （約76坪） 約 　951万円（坪約12.5万円）

３ 長崎町59 雑種地 101.00㎡ （約30坪） 約 　198万円 （坪約6.5万円） 

４ 長崎町106 宅地 131.00㎡ （約39坪） 約 　340万円 （坪約8.6万円）

５ 長崎町108 〃 202.00㎡ （約61坪） 約 　568万円 （坪約9.3万円）

６ 愛木町97 〃 133.00㎡ （約40坪） 約 　266万円 （坪約6.6万円）

７ 金山14118-5 雑種地 390.00㎡（約117坪） 約 　 92万円 （坪約0.8万円）

８ 野元21035-2、-5 宅地 1,041.33㎡（約315坪） 約 2,200万円  （坪約７万円）

９ 湊町二丁目56 〃 1,124.00㎡（約340坪） 約 2,730万円 　（坪約8万円）

10 湊町三丁目68 〃 2,102.00㎡（約635坪） 約 5,470万円 （坪約8.6万円）

11 湊町三丁目98、99 〃 280.00㎡ （約84坪） 約 　700万円 （坪約8.3万円）

12 湊町三丁目106 〃 713.00㎡（約215坪） 約 2,496万円（坪約11.6万円）

13 湊町三丁目160 〃 2,742.00㎡（約829坪） 約 6,894万円 （坪約8.3万円）

14 湊町三丁目161 〃 592.00㎡（約179坪） 約 1,488万円 （坪約8.3万円）

15 平江20179-1 原野 240.00㎡ （約72坪） 約 　398万円 （坪約5.5万円）

16 湊町一丁目402 宅地 260.00㎡ （約78坪） 約 　517万円 （坪約6.6万円）

○申込み締切日　３月17日（月）
○入　札　日　後日、申込者に直接連絡
○入札保証金　入札に参加される方は、入札保証金（見積もる金額の100分の５以上の額）を入札当日
　　　　　　　までに納付
○申込・問合せ　財政課　契約管財係（串木野庁舎）
　※面積は、公簿上の面積です。売却に際しては測量して面積を確定する必要がありますので、申込後
　　しばらく時間をいただくことになります。
　※最低売却予定価格は公簿上の面積に対する概算の価格です。正式な価格は確定測量後決定します。

平成26年度青年海外協力隊・シニア
海外ボランティア春募集

政策課（☎33‒5628）
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 産業経済課(☎21-5123)・農政課(☎33-5636)



寝室

寝室 階段

廊下

居間

台所

廊下

設置設置

設置
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　シンナー等の乱用は、身体や精神をむしばんで
いくばかりでなく、幻覚や知覚異常を起こし、凶
悪事件が引き起こされるなど、社会に与える影響
も極めて大きいものがあります。 
　家庭、学校、地域などそれぞれの立場でシン
ナー等の薬物乱用防止に努めましょう。 

○日　　時　３月21日（金・祝）9：00集合 
○場　　所　いちき串木野市庭球場 
○内　　容　ジュニア用テニスラケットとボール
　　　　　　を使ったテニス初心者のための教室
○対 象 者　テニス未経験の小学生 
○定　　員　20人 
○参 加 料　無料（保険は各自ご加入ください）
○申込締切　３月16日（日） 
○申込・問合せ　鹿児島県テニス協会（馬渡雅之）      
　　　　　　☎080－1768－2964  FAX 099－201－5296
　　　　　　※テニスラケット・ボールは主催者
　　　　　　　が準備します。

○日　　時　３月23日（日）８：30開会 
○場　　所　多目的グラウンド 
○参加対象　小学３年生以上の方       
　　　　　（児童は保護者同伴） 
○チ ー ム　１チーム５人       
　　　　　（64チームになり次第締切） 
○参 加 料　１人400円（当日徴収） 
○申込期限　３月16日（日）まで       
　　　　　　※申込用紙は事務局にあります 
○申込・問合せ　串木野ロータリークラブ事務局 
　　　　　　冨永（☎・FAX 33－0189）   

○日　　時　３月30日（日）（雨天決行） 
○場　　所　平川動物園・鹿児島水族館 
○参加対象　市内に居住する小学生
　　　　　　（新１年生～現６年生） 
○募集定員　50人（定員になり次第締切） 
○参 加 料　4,000円（保険料含む） 
○申込・問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32－8994 
　　　　　　指定管理者　 ㈱日本水泳振興会 

　住宅火災による死者は、依然として発生していま
す。火災の際、逃げ遅れによる死者を防ぐため、平成
23年６月から住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れています。設置されていない住宅は、早急に設置し
てください。 
住宅用火災警報器が奏功した事例 
　午前８時ごろ、２階に設置した警報器が鳴ったた
め家人が確認したところ、２歳の子供が寝ている部屋
で火災が発生していた。幸いにも発見が早かったので
子供にケガもなく救出することが出来た。 
　他にも多くの奏功事例があります。 
○設置する場所と種類 
　・寝室（煙式） 
 ・２階に寝室がある場合、寝室と階段の天井または 
　　壁の上方（煙式）  
　※台所への設置義務はありませんが、設置していれ
　　ば安心です。（熱式又は煙式） 
【設置例】２階建で、１階と２階に寝室がある場合 

○設置済みの方へ 
　「いざ」という時に警報器がきちんと鳴るよう、１年
に１回程度、作動点検と清掃を行ってください。 
　点検は、点検ひもを引くか点検ボタンを押してくださ
い。清掃は、掃除機等でほこりをとりましょう。 
　詳しい方法は取扱説明書をご覧いただくか、一般
社団法人日本火災報知機工業会のホームページをご
覧ください。 

　５月17日、大阪で「第20回関西いちき会懇親会」が
開催されます。 
　「関西いちき会」の会員の方へは、関西いちき会事
務局より案内が送付されますが、会員以外の関西居住
（市来地域出身者）のお知り合いがいらっしゃる方
は、その方へ懇親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） 

 消防本部（☎32‒0119）
住宅用火災警報器の設置はお済ですか

市民スポーツ課（☎21‒5129）
ジュニアテニス体験教室参加者募集 

第20回串木野ロータリークラブ旗争奪
グラウンドゴルフ大会参加者募集 

市民スポーツ課（☎21‒5129）

シンナー・接着剤等乱用防止強調月間
（３月11日～４月10日）
串木野健康増進センター（☎33‒3450）

市民スポーツ課（☎21‒5129）
春休み企画！Ｂ＆Ｇお別れ遠足参加者募集  

関西居住の方へお知らせください



　平成25年度の高齢者元気度アップ・ポイント事
業のポイント交換申請・更新手続き及び新規参加
者のための説明会を下記のとおり実施します。 
　４月以降にこの事業に参加されたい方もぜひご
参加ください。時間はいずれも11時～12時です。
（川上地区のみ10時30分から開始します） 

　児童向けアニメの上映会です。自由にどなたで
も見られます。参加は無料です。 
○日　時　３月30日（日）13：30～15：00 
○会　場　いちきアクアホール２F多目的室 
○問合せ　市立図書館　☎33－5655 

　レクリエーションダンス協会ではレクリエーシ
ョンダンスを通して、健康づくりと仲間づくりを
行っています。なお、次の日程で発表会を開催し
ます。皆様のご来場をお待ちしております。
○日　時　３月16日（日）９：30～12：00
○会　場　いちきアクアホール
○演　目　レクリエーションダンス全般

　働く女性の家で自主活動しているグループが日
頃の学習成果を発表する『女性の家まつり』を開
催します。多数の皆様のご来場をお待ちしており
ます。 
○日　時　3月19日(水)、20日(木)、22日(土) 
　　　　　9：00～17：00（最終日は15：00まで）
○会　場　働く女性の家(串木野高齢者福祉センター) 
○内　容 
・作品展（書道、古布パッチワーク、アメリカン
　　　　　キルト、和裁など） 
・バザー（袋物グループの手作りバッグ販売） 
・活動発表 22日（土）13：30～15：00のみ 
　　リズム＆ストレッチ体操、フラメンコ、フラ
　　ダンス、エアロビクス、日本舞踊など    

ミ ニ シ ア タ ー

働く女性の家まつりの 案内  
働く女性の家（☎32‒7130）

働く女性の家（☎32‒7130）
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 文化振興課(☎21‒5113)・指定管理者㈱図書館流通センター 

第７回いちき串木野市
レクリエーションダンス協会発表会

市民スポーツ課（☎21‒5129）

地域包括支援センター（☎21‒5172）

高齢者元気度アップ・ポイント事業の更新
手続きと新規参加者の説明会について 

【募集要項】
○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　3月25日（火）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、月曜日・祝日は休館）
○託　児　満２歳以上～未就学児（申し込み時にお知らせください。保険料が必要です）

働く女性の家「いきいき女性講座」受講生募集 働く女性の家「いきいき女性講座」受講生募集 働く女性の家「いきいき女性講座」受講生募集 働く女性の家「いきいき女性講座」受講生募集 働く女性の家「いきいき女性講座」受講生募集 
【講座案内】

講 座 名 期 日 時 間 定員 講 座 内 容（用意するもの・材料費）

春 の 和 菓 子 4/10(木) 9:30～
 12:00 30人 春の訪れを感じさせる草餅と菜の花を思わせるきみしぐ

れを作ります。（三角巾、エプロン・500円程度）
母 の 日 に 贈 る
ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ 4/16(水) 10:00～

 12:00 20人 生花を長期間保存できるように加工したプリザーブドフ
ラワーを使ったフラワーアレンジメントです。（3,000円） 

リンパマッサージ 4/23(水) 19:00～
 20:30 15人 滞ったリンパを改善し溜まった老廃物や毒素を排出し

て、日頃の疲れむくみ、ストレスを解消します。 

生活環境課（☎33‒5614）
狂犬病予防注射の料金変更について

　４月１日から、消費税率引上げ等の影響を受
け、狂犬病予防注射の料金が現行の3,000円から
3,400円に変更になります。 
　集合注射会場や動物病院で注射を受ける際は、
お間違えのないようにお願いします。 
　なお、登録手数料3,000円と注射済票交付手数料
550円に変更はありません。 
○問合せ　公益社団法人 鹿児島県獣医師会 
　　　　　☎099－252－6128     

日　程 地　区 場　所
３月11日(火) 冠岳･生福 下石野公民館
３月12日(水) 川北 川北地区交流センター
３月14日(金) 羽島･土川 羽島地区交流センター
３月17日(月) 川上 川上小学校多目的教室
３月18日(火) 旭･上名 勤労青少年ホーム
３月24日(月) 湊･湊町･川南 市来地域公民館
３月26日(水) 照島 照島地区交流センター

３月27日(木) 市民文化センター

３月28日(金) 予備日 市来保健センター

大原･中央･
本浦･野平･
荒川
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水産商工観光課（☎33‒5638）

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/
　　　　　　（TEL）0996-32-3111 （FAX）0996-32-3124     E-maill : info@city.ichikikushikino.lg.jp

「高速船甑島」就航（平成26年4月2日就航）に伴う運航ダイヤの変更及び

串木野・川内～甑島航路消費税増税による運賃改定のお知らせ 

港　名

○運航時刻表(4月2日(水)から)

○運航時刻表(4月2日(水)から)

港　名

フェリーニューこしき

１便 ２便

上り 下り 上り 下り

串木野 10:45着 11:20発 16:15着 16:40発

↑ ↓ ↓

里
9:30発
9:15着

12:35着
12:50発

17:55着
18:05発

↑ ↓

鹿 島
8:30発
8:20着

13:35着
13:45発

↑ ↓

長 浜 7:45発 14:20着 14:35発 19:05着

高速船  甑 島

春夏ダイヤ(4月～9月) 秋冬ダイヤ(10月～3月)

１便 ２便 １便 ２便

下り 上り 下り 上り 下り 上り 下り 上り

川内 9:00 発 11:50 着 15:10 発 18:00 着 9:00 発 11:50 着 14:30 発 17:20 着

↓ ↑ ↓ ↑

里
9:40 着
9:50 発

17:20 発
17:10 着

9:40 着
9:50 発

16:40 発
16:30 着

↓ ↑ ↓ ↑

長　浜 10:30 着 10:40 発 16:20 着 16:30 発 10:30 着 10:40 発 15:40 着 15:50 発

○旅客運賃(4月1日(火)から)

区　　間 大人（２等） 小人（２等）

串木野～甑島各港 2,390 円(90円) 1,200 円(50円)

里～鹿島 980 円(30円) 500 円(20円) 

里～長浜 1,530 円(60円) 770 円(30円)

鹿島～長浜 560 円(30円) 290 円(20円)

※フェリー旅客運賃には(　)内燃料油価格変動調整金額を含みます。

フェリー２等指定料金 大人 小人

串木野～甑島各港 1,030円 510円

甑島島内間 510円 260円

○旅客運賃(4月2日(水)から)
　

○これまで、串木野－甑島各港間を就航していた高速船シーホークは、３月20日（木）までの
　運航となり、３月21日（金）～４月１日（火）は、フェリーニューこしきのみの運航となり
　ます。
○問合せ　甑島商船㈱　☎32－6458

区　　間 大人 小人

川内～甑島各港 3,380円(250円) 1,700円(130円)

里～長浜 2,380円(130円) 1,200円( 70円)

※高速旅客運賃には( )内急行料金を含みます。
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