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食の拠点エリアの名称が決定しました
食のまち推進課（☎ 33-5621）

　総合観光案内所、物産館さのさ館及び海鮮まぐろ
家がある食の拠点エリアを、本市の魅力を発信し、農
水産物や観光資源・組織・人との連携の拠点とする
ため、「食のまちづくり」のシンボルとして現在整備し
ています。
　このエリアが市民や来場者の皆様に愛され、広く
親しまれるように名称を募集し、選考委員会で厳正に
審査をした結果、川崎市在住の赤羽和親さんの作品
が最優秀賞となり、食の拠点エリアの名称として決定
しました。
○場所
　いちき串木野市上名 3018-3
○決定した食の拠点エリアの名称
　  食彩の里　いちきくしきの
　（しょくさいのさと　いちきくしきの）
○決定理由
　　本市は多彩な食材に恵まれており、このエリアが
　食のまちづくりの拠点として、四季を通じて様々な
　食べ物で彩られる素晴らしい地域となるとともに、
　多くの人々に親しまれるように。
〇最優秀賞
　・赤羽和親さん（神奈川県川崎市）
〇優秀賞
　・本村　恵さん（いちき串木野市）
　・宮崎英明さん（大阪府八尾市 )

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～

学校教育課（☎ 21-5127）

　今年４月に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月中旬に保護者の方々へ送付し
ました。
　この通知書は、お子様が就学す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するま
で大切に保管してください。
　なお、通知書が届いていない方や私立小・中学校入
学予定の方は、２月26日㈮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。

送付対象となる児童・生徒の生年月日
新小学１年生 平成 21 年４月２日～平成 22 年４月１日
新中学１年生 平成 15 年４月２日～平成 16 年４月１日

木原墓地　断水のお知らせ
生活環境課（☎ 33-5614）

　木原墓地貯水槽清掃のため、2月12日木原墓地
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。
〇断水日　2月12日㈮ 9:00 ～17:00

防災行政無線戸別受信機の設置
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　市では、各家庭に防災行政無線機を無料で貸し出
しています。転入や転居を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。
　また、転出や転居により異動する方は必ずまちづく
り防災課へ返却してください。
〇戸別受信機の設置について
　・ 戸別受信機の設置には、電源（コンセント）が必

要です。
　・ 戸別受信機は、無償で貸与し、本体の設置費用

もかかりませんが、別途配線工事等が必要な場
合は、借用者の負担となります。

　・ 設置の際、受信確認を行い、受信レベルが低い
場所は、外部アンテナを設置する場合があります

（無償）。
　・ その他、不明な点は、まちづくり防災課へお問い

合わせください。

臨時職員募集
福祉課（☎ 33-5618）

　民生委員児童委員協議会事務局では臨時職員を募
集します。応募される方は、履歴書を総務課もしくは
市来庁舎市民課に提出してください。

〇募集数　　　１名
〇仕事内容　　民生委員児童委員協議会の事務
　　　　　　　※パソコン操作ができること
　　　　　　　（エクセル・ワード等）
〇募集期限　　2 月 22 日㈪
〇勤務場所　　福祉課
〇勤務時間　　9：00 ～17：00 
〇勤務日　　　原則　月～金（月15 日程度）
〇賃　金　　　時給 700 円
〇雇用期間　　4 月1日～平成 29 年 3 月 31日
　　　　　　　（更新あり）
〇選考方法　　面接（日時は後日連絡します）
〇問合せ　　　福祉課子育て支援係
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臨時職員募集
総務課（☎ 33-5625）

　市の臨時職員を募集します。詳しい業務内容は担当課へご確認ください。

番号 募集職種名 募集
人数 業務内容 勤務時間 資格等 賃金 担当課

1 土木作業員
( 一般作業員） 1 名 市道・公園等の維

持補修と除草作業
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

2 幼稚園教諭 1 名 保育業務
（クラス担任） 8：15 ～17：00 幼稚園

教諭免許
日額

6,800 円
教委総務課
☎ 21-5126

3 自立相談
支援員 1 名 相談や就労

支援等 9：00 ～17：00
普通自動車
運転免許、

パソコン操作、
社会福祉主事等

時給
800 円

福祉課
☎ 33-5620

4 学校主事
（用務員） 1 名 学校用務全般 8：15 ～16：45 普通自動車

運転免許
時給

790 円
教委総務課
☎ 21-5126

5 特別支援教育
支援員 1 名

発達障害のある児
童生徒への生活
支援・学習支援

9：00 ～15：00
第２土曜午前中含む

年間 185 日
普通自動車
運転免許

時給
800 円

学校教育課
☎ 21-5127

6 レセプト点検員 2 名 医療費レセプトの
点検と分析 9：00 ～17：00

医療事務（実務
経験１年以上）　
パソコン操作

日額
5,600 円

健康増進課
☎ 33-5613

7 公用車運転手
（福祉バス） 1 名 公用車運転業務

原則 9：00 ～16：00
（月 20 日程度
　　 土日祝日出勤有）

大型自動車
運転免許

月額
120,000 円

総務課
☎ 33-5625

8
公用車運転手

（記念館
　　送迎バス）

1 名
薩摩藩英国留学
生記念館利用者

送迎公用車運転と
館内業務

原則 9：30 ～17：30
（月 20 日程度
　　 土日祝日出勤有）

大型自動車
運転免許

月額
120,000 円

観光交流課
☎ 33-5640

9 学校給食　
調理員（１日） 2 名 学校給食調理

（串木野センター）
8：30 ～16：30
給食実施日勤務 － 日額

5,100 円

学校給食センター
☎ 33-023910 学校給食

調理員（半日） 1 名 学校給食調理
（串木野センター）

8：30 ～12：00
給食実施日勤務 － 日額

2,550 円

11 学校給食
調理員（１日） 2 名 学校給食調理

（市来センター）
8：00 ～16：00

給食実施日で月13 日
程度勤務

－ 日額
5,100 円

12 郷土史料収集
事業　補助員 1 名 郷土史料の収集

と編集業務
9：00 ～17：00

月14 日以内
パソコン操作・
編集業務経験者

( 優先 )
時給

700 円
社会教育課
☎ 21-5128

　※応募は、1人につき1職種です。
〇雇用期間　4月1日～平成29年3月31日（雇用満了後更新することもあります）
〇応募資格　(1)昭和27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
〇応募方法　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。申請書は同窓口にあります。（提出書類は返却しません）
〇受　　付　2月5日㈮～2月19日㈮8:30～17:00（土・日曜日、祝日を除く）
〇選考方法　面接（日時は後日連絡します）
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かたいもんそ会（認知症の人と家族の会）のご案内
地域包括支援センター（☎ 21-5172)

　認知症の介護にお悩みの方、「ひょっとして認知症
かな？」と心配している方、みんなで集まって思いっき
り語り合いませんか。どなたでも参加できます。お気
軽にお越しください。
〇日　時　2 月18 日㈭ 13:00 ～15:30
〇場　所　串木野高齢者福祉センター
〇内　容　１．講演「母と歩む体験発表」
　　　　　　‘どうして私の母がこんなになったの ’
　　　　　　講師　認知症の人と家族の会会員
　　　　　２．「妻の病」～レビー小体型認知症(※)～
　　　　　３．介護者交流会
〇対　象　認知症のご本人・家族ならびに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター
　※ レビー小体型認知症とは、実際にはいない人が見

える「幻視」、眠っている時に怒鳴ったり、大声を
あげたりするなどの症状が目立ちます。また、手
足が震える、小刻みに歩くなどパーキンソン症状
がみられることもあります。頭がはっきりしたり、
ボーっとしたり、日によって変動することも特徴
的です。

国保「特定健診の情報提供」の期限が迫っています
健康増進課 ( ☎ 33-5613）

　市の国民健康保険「特定健康診査情報提供票」
（紫色）は、かかりつけ医療機関への提出期限が２月
29日㈪までです。
　未提出の方は、期限内に提出をお願いします。
「特定健康診査情報提供票」を医療機関へ提出いた
だくと、特定健診を受診したことになります。
　なお、市国民健康保険の資格を喪失されたら、「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。

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

　高血圧は血管にかかる負担が大きい状態です。自
覚症状がほとんどないため、気づかないうちに血管を
傷つけ、動脈硬化が進む原因となってしまいます。
　高血圧予防のためには、ふだん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。
〇日　時　2 月 8 日㈪・2 月 22 日㈪
〇場　所　串木野健康増進センター
〇内　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。

在宅医療推進県民セミナー開催
地域包括支援センター（☎ 21-5172）

　住み慣れた「いちき串木野市」で安心して自分らし
い暮らしを最期まで続けるために、在宅医療や地域づ
くりなどについて考えてみませんか。
〇日　時　2月9日㈫12:00～16:15
〇場　所　いちきアクアホール
〇対象者　関心のある方ならどなたでも
〇内　容
　12:00～開場　健康チェック等
　13:30～講演
　①「ご近所パワーで地域を支える」
　　講師：木原孝久氏（住民流福祉総合所長）
　②「訪問看護の大切な意味」
　　講師：渡邉理恵氏（医療法人天翔会看護部長）
〇問合せ
　在宅医療推進室（脳神経外科センター内）
　平日のみ問合せ可　　　　  ☎32‐0180

平成28年度から軽自動車税の金額が変わります
税務課（☎ 33-5616）

〇平成28年度から一斉に変わる車種
車　　　種 現行 変更後

原　付

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
90cc 以下 1,200 円 2,000 円
125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円
軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

小 型 二 輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円
小型特殊自動車（農耕用） 1,600 円 2,400 円
その他（フォークリフト等） 4,700 円 5,900 円

〇13年経過したら変わる車種
　車検証の初度検査年月欄が平成14年12月以前の次
の車両は、平成28年度から税額が変更となります。

車　　種 税　　額
現行 平成 28 年度以降

軽四輪乗用 自家用 7,200 円 12,900 円
営業用 5,500 円 8,200 円

軽四輪貨物 自家用 4,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 4,500 円

三　　　輪 3,100 円 4,600 円
　※ 初度検査から13年を経過していない車両の税額

は変更ありません。
　※課税対象は4月1日時点登録の所有者等です。
　※ 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を実施し

た車両とグリーン化特例（軽課）該当車両は、税
額が異なりますので、税務課へお問い合わせいた
だくか、市ホームページをご覧ください。
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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

税務課（☎ 33-5616)

〇申告期間　2月16日㈫～3月15日㈫
　　　　　　（土日祝を除く）
〇受付会場　串木野庁舎　地下第１会議室
〇受付時間　9：00～11：30、13：00～16：00
〇申告に必要なもの
　①印鑑
　②収入及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、介護保険料及び後期高齢
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、市県民税等申告書と一
緒に送付してあります。（該当する方のみ）

　　・ 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

〇留意事項
　・ 国民健康保険や後期高齢者医療保険(75歳以上)

の加入者がいる世帯、または介護保険第1号被保
険者(65歳以上の方)がいる世帯は、家族など誰か
の扶養親族となっていても、申告の必要がありま
す。

　・�無収入でも、個人の課税（非課税）証明や所得証
明が必要な場合は、申告の必要があります。

　・ 申告期間中は大変混雑します。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。

　・ 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。

～ご注意ください！～
　この時期になると、税理士資格のない人が納
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。
　税理士資格のない人が納税相談や申告書の
作成をすることは、法律に違反します。後々問
題を引き起こす原因になりかねませんので、十
分注意してください。

安心・安全な野菜作り講習会
農政課（☎ 33-5635）

　野菜を生産・販売される方を対象に野菜作りの講
習会を開催します。
　受講希望の方は、2月19日㈮までに農政課へ電話で
お申し込みください。
○日　時　2月24日㈬ 13:30～15:00
○テーマ　野菜の栽培について
○会　場　市役所串木野庁舎地下大会議室

2月の市税納期
税務課（☎ 33-5682）

国民健康保険税 　　　　　　第 ６ 期
介護保険料 　　　　　　　　　第 ６ 期
後期高齢者医療保険料   第 ６ 期

2 月 29 日

　納期限内の納付にご協力ください。
今月の口座振替日は、2 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。

　（平成２６年度「税に関する標語入賞作品」より）

羽島地域振興住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備

羽島地域振興住宅
（羽島出張所近く）

平成 27 年度
２戸

木造平家建・３ＤＫ・
水洗ﾄｲﾚ

〇家　　賃　25,000 円
　児童 1 人につき1,000 円の減額助成があります。
〇入居基準（主なもの）
　・持家がないこと
　・15 歳以下の養育する児童がいること
　　（妊娠中も含む）
　・現在羽島地域以外に居住していること
　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
　・入居者や同居者が暴力団員ではないこと
　※ 入居できる期間は中学生以下の子どもがいる間

となります。
〇入居時必要なもの
　・敷金（家賃の 3 か月分）・連帯保証人（2 人）
〇申込期限　　２月２９日㈪
〇抽選日　　　3月  8日㈫ 10：00
　　　　　　　串木野庁舎２階会議室
〇入居可能日　４月  1 日㈮
〇申込・問合せ　
　都市計画課　住宅管理係
　土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

訂正とお詫び
　平成 28 年 1 月 20 日発行広報紙のまちの話題の
記事に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
広報紙第 123 号17ページ
記事「先人との縁を大切にゴンザ顕彰祭」
1 行目

正 ゴンザ神社のある羽島崎神社の境内で…
誤 ゴンザ神社のある羽島南方神社の境内で…

素晴らしき　未来へ繋ぐ　みんなの税
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市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154)

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 備考

ウッドタウン
（脳神経外

科近く）
平成２７年度
２戸（新築）

木造平家建
3DK

水洗トイレ
単身入居

不可

芹ケ野住宅
（芹ケ野公
民館近く）

平成元年度
１戸

木造平家建
3DK

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）

平成元年度
１戸

耐火 5 階建
（5 階）3DK

水洗トイレ
単身入居

不可

文京町団地
（串木野高

校近く）
平成 5 年度

１戸
耐火 4 階建

（3 階）3DK
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

〇家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます
〇入居基準（主なもの）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・ 世帯の月額所得が 158,000 円以下であること（詳

細は住宅管理係まで）
　・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
　 ・入居者や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台まで（ウッドタウン、芹

ケ野住宅は２台まで）
　※ 芹ケ野住宅は応募多数の場合、小学生以下の子

どもがいる世帯（妊娠中を含む）を優先して取り
扱います。

〇入居時必要なもの　敷金（家賃の 3 か月分）
　　　　　　　　　　連帯保証人（2 人）
〇申込期限等

住宅 ウッドタウン（新築） それ以外の住宅
申込期限 2 月 29 日㈪ 2 月 22 日㈪

抽選日
3 月 8 日㈫ 10:00

串木野庁舎
２階会議室

2 月 29 日㈪ 10:00
市来庁舎

１階会議室
入居予定日 4 月1日㈮ 3 月10 日㈭～

　※�年数が経過している公募住宅もあり壁等に傷み
や汚れがありますが、ご了承ください。

〇申込・問合せ
　都市計画課　住宅管理係
　土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

ボランティアフェスタ２０１６開催
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

〇開催日　３月５日㈯
〇場　所　串木野高齢者福祉センター
〇参加料　無料
〇主な内容
　ボランティアのつどい（9:30～12:00）　
　　・川上小学校、羽島中学校などの活動発表
　ふれあいひろば（8:30～14:00）
　　・非常炊き出し体験（8:30～9:30）　
　　・直売コーナー（8:30～14:00）
　　・体験コーナー（12:00～14:00）
　　　車いす・アイマスク・高齢者疑似体験
　　・展示コーナー（2月29日～3月5日）
　　　市内公立小中学校・ボランティアグループ等

かごしまグリーン・ツーリズムフォーラム
inいちき串木野市の開催

農政課（☎ 33-5635）

　市では、民泊型教育旅行の受入を平成２３年度から
行っており、グリーン・ツーリズムの普及に取り組んで
います。フォーラムに参加して、県内の受入家庭や関係
者とグリーン・ツーリズムについて考えてみませんか。
〇日　時　２月２５日㈭11：30～16：30
〇場　所　いちきアクアホール
〇内　容　昼食交流会、分科会（リスクマネジメント、
　　　　　温泉マナー講座、民泊実践話等）
〇参加料　2,000円（昼食代含む）
〇対　象　グリーン・ツーリズムに興味のある方
〇申込期限　２月１３日㈯
〇申込・問合せ　いちき串木野総合観光案内所
 ☎32-5256

無料調停相談会
　伊集院調停協会では、交通事故による損害賠償、
不動産の売買・譲渡、金銭の貸借、土地の境界等をめ
ぐる民事上のもめごとについて、調停手続の利用に関
する相談会を開催します。
　相談者の秘密は厳守し、相談は無料です。直接会
場にお越しください。
〇日　時　2月12日㈮10:00～15:00
〇場　所　日置市中央公民館
　　　　　2階「小会議室」
〇相談員　民事調停委員
〇問合せ　伊集院調停協会（伊集院簡易裁判所内）
 ☎099-272-2538
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市制施行10周年記念第5回薩摩街道歴史探索
ウォーキング大会参加者募集

観光交流課（☎ 33-5640）

〇日　時　　3 月 20 日㈰ 10：00 ～15：00
　　　　　　（受付 9：00 ～）
〇集合場所　ＪＲ市来駅前広場
〇参加料　　大人 1,200 円　小中高生 600 円
　　　　　　未就学児無料
〇募集数　　300 人（定員になり次第締切）
〇内　容　　ＪＲ市来駅から三井串木野鉱山赤レンガ

講堂までの「薩摩街道」と三井串木野
鉱山から JR 木場茶屋駅までの「黄金の
郷」を歩きませんか。今回は、金のまち
ならではのコースを堪能できます。また、
中間地点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。

　※ 高齢者元気度アップポイント対象事業です。
　　（手帳は持参してください）
〇申込方法　3 月 4 日㈮までに FAX（33-1801）で

申込み
　※ 申込用紙は市役所ほかポスター掲示店舗等にあ

ります
〇問合せ　実行委員会事務局（小原）
 ☎ 090-2087-3537

実行委員とボランティアの募集

　ご協力いただける方は 2 月 20 日㈯までに同事務局
へご連絡ください。
ボランティア内容
〇実行委員 ……………�大会企画など
〇当日ボランティア …�大会運営（受付・交通整理等）

男の生き方セミナー受講者募集
政策課 ( ☎ 33-5672)

　30 代・40 代『男性が人生をデザインするために』
　将来のことを漠然と考えているけど、ゆっくり考え
る余裕がない。そんな男性の皆さん、1日だけ立ち止
まってこれから生きるスタイルを考えませんか。
〇日　時　　2 月 20 日㈯ 13：30 ～16：30
〇会   場　　かごしま県民交流センター東棟３階
〇講　師　　濱田智崇氏（京都橘大学助教授）
〇受講資格　30 代、40 代の男性
〇申込締切　2 月13 日㈯　※定員 30 名 ( 先着順 )
　　　　　　※申込書は政策課にもあります
〇受講料　　無料　※託児あり( 事前申込必要 )
〇申込・問合せ　鹿児島県男女共同参画センター
　（かごしま県民交流センター男女共同参画推進課）
　E メール　p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp　
　☎ 099-221-6603 　FAX 099-221-6640

第63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 63 回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月
13 日㈯から２月17 日㈬までの５日間、県下 53 区間
588.2ｋｍにわたって開催されます。
　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。
〇串木野中継所（Ａコープ串木野店前）通過予定時刻
　大会２日目の２月14 日㈰ 11：40 頃
〇コース　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）

入札参加資格審査申請について
財政課（☎ 33-5629）

　市の建設工事や物品調達などの入札に参加を希望する方は、次のとおり受付期間内に申請書及び関係書類を
提出してください。

区分 建設工事等（平成 28・29 年度分受付） 物品調達等 ( 平成 28 年度分追加受付 )
対象となる

入札
建設工事、測量、建設コンサルタント業務、
地質調査業務及び補償コンサルタント業務等 物品の調達、修繕、売払い及び役務等

入札参加資格
有効期限 平成 28 年 8 月1日～平成 30 年 7 月 31日

平成 28 年 4 月1日～平成 29 年 3 月 31日
※ 昨年平成 27・28 年度の入札参加資格申請を提出した

方は、有効期間が 2 年間（H27.4.1～ H29.3.31）なので、
今回は提出する必要はありません。

〇受付期間　2月15日㈪～3月14日㈪（土・日・祝日を除く）9:00～16:30（12:00～13:00を除く）
〇提出方法　持参または郵送（ＦＡＸ不可）
〇提出・問合せ　財政課　契約管財係　☎33-5629(直通)　FAX 32-3124
　※ 資格要件・提出書類等の詳細は、財政課にある申請書で確認するか、市のホームページをご覧ください。申請

書様式もダウンロードできます。
　※ 今回から申請様式、提出書類等が一部変更になっています。ご注意ください。


