
人口減少の克服と地域の活性化を目指す「地方創
生」は国・地方の重要な課題です。
市では、令和 2年から５か年の施策の方向性を位

置づける「いちき串木野市第 2期まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定し、地方創生に取り組みます。
総合戦略の策定にあたり、市民参画した計画とするた
め、施策等を検討する市民を募集しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

〇募集人数　5 名
〇活動内容　�人口減少社会における課題の検証や総合戦略の方向

性、地方創生で取り組むべき施策案の検討（全 2回）。
　　　　　　1回目は 6月 19日（水）19：30～（予定）
〇応募期限　6 月 12 日（水）
〇応募方法　応募用紙を政策課へ提出。
　※�応募用紙は、政策課窓口または市ホームページからダウンロードできます。
〇問合せ　　政策課　☎ 33-5634

認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして認知症か
な？と心配しておられる方、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　6 月 13 日（木）13：00～ 15：30
〇場所　串木野高齢者福祉センター
〇内容
　１．「認知症�もっとはやく気づけたら～自分らしく過ごしたい～」
�　　講師：鹿児島県若年性認知症支援コーディネーター

　　　　　���堀之内　広子氏
２．介護者交流会など

〇費用　無料
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　☎ 21-5172

市では、介護支援専門員を募集します。応募する方は、
履歴書、資格者証の写しを串木野庁舎健康増進課もしく
は市来庁舎地域包括支援センターに提出してください。
〇募集人員� １名
〇資　　格� 介護支援専門員、社会福祉士、保健師等
〇雇用期間� 8 月 1日～令和 2年 3月 31日
〇勤 務 日� 月～金（週 5日）
〇勤務時間� 9：00 ～ 17：00
〇報　　酬� 月額 20万円（プラン作成 40件の時）
〇募集期限� 6 月 28 日（金）
〇問 合 せ� 地域包括支援センター　☎ 21-5172

県では、６月 26日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わ
せて、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を
６月 20日から７月 19日まで実施します。
薬物の乱用は、身体や精神をむしばんでいくばかりでは

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なものがあります。
家庭、学校、地域などそれぞれの立場で薬物乱用防

止に努めましょう。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

歯周病は歯を失う大きな原因ですが､ それだけでな
く､ 糖尿病や心疾患など全身に悪影響を及ぼす恐ろし
い病気です。ほとんど症状がないまま進行し、自分で
気づくことが難しい病気です。
ぜひこの機会に歯周疾患検診を受診ください。

〇対象者　40･50･60･70歳の方（令和２年4月1日現在）
　　　　　※対象の方には文書を送付します。
〇実施期間　6 月 1日（土）～ 11月 30日（土）
〇実施場所　市内の協力歯科医療機関
　　　　　　�あおい歯科・えとう歯科・くきた歯科クリニック・

さくら歯科クリニック・羽島歯科クリニック・
濵田歯科医院・ひまわり歯科医院・前薗歯科
医院・前田歯科・マコト歯科医院・丸田歯科
クリニック・みどり歯科医院（50音順）

※必ず予約してから医療機関を受診してください。
※お口の健康､ 全身の健康を保つためにも、かかりつ
けの歯科医を持ち､ 定期検診を受けましょう。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

児童手当を受給している方は、６月中に「現況届」
の手続きが必要です。
この届は、児童手当を引き続き受ける要件があるか

どうかを確認するものです。また、手続き前に受給者
及び配偶者の平成30年中の所得に対する税の申告を
済ませておく必要があります。（未申告の方は申告して
ください。無職等で所得が無い場合も申告が必要です）
詳しくは、６月７日以降に対象者へ送付する通知文

書をご覧ください。
※現況届の用紙は、次の提出先窓口にあります。
〇提出期限� 6 月 28 日（金）
〇提 出 先� 串木野地域に居住…串木野庁舎福祉課
　　　　　　市来地域に居住…市来庁舎市民課
〇問 合 せ� 福祉課　☎ 33-5618

第2期総合戦略市民検討会参加者募集

かたいもんそ会（認知症の人と家族の会）のご案内

介護支援専門員（ケアマネージャー）募集

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

『歯周病検診』が始まります

児童手当の現況届の手続きについて
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市国民健康保険では、生活習慣病の早期発見・早
期治療のために、40 歳以上の方を対象に「特定健
診」を実施しています。２月末での特定健診受診率が
60％以上を達成した地区（まちづくり協議会）には、
次の交付金を交付しています。
自分の健康管理のために早目に特定健診を受診し、

受診率アップへのご協力をお願いします。

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

鹿児島県では、親子でハンセン病療養所の訪問を希
望する方々を募集しています。入所している方との交
流をとおして、長い間の誤った隔離政策による人権侵
害の体験談から、偏見・差別のない社会の大切さや生
き方を学ぶ貴重な機会です。参加料は無料です。
詳細は次までお問い合わせください。

※親子での参加を優先します。現地集合、現地解散
も可能です。また、星塚敬愛園の参加者は、昼食
を各自でご準備ください。

〇申込・問合せ
鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課
ハンセン病問題担当　☎ 099-286-2720

〇試験日　　　　10 月 13 日（日）
〇願書提出期限　6 月 28 日（金）
〇願書請求方法
窓口受領または郵送請求。郵送を希望する方は早め
に試験係へ請求してください。　

〇願書請求・問合せ
鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター
介護支援専門員試験係　☎ 099-258-1172
〒 890-8517 鹿児島市鴨池新町 1－ 7
　　　　　　県社会福祉センター 6階

生活習慣病の早期発見・早期治療のために、「特定
健診」を実施中です。
〇対象者　国保加入者で 40歳～ 74歳までの方
〇期　間　５月～ 10月まで（費用は無料です）
　�　受診後の結果報告会では、買い物時に特典サービ
スが受けられる「受診済証」や、「高齢者元気度アッ
プ・ポイント」が受けられます。
　　自分の健康管理のために、必ず受診しましょう。
※�「特定健診受診券」での受診以外でも、次の方法
で受診したことになります。

①「情報提供票」を、血液検査等をしている医療機
関に提出する。
②人間ドック・職場健診を受診し、検査結果を健康
増進課保険給付係に提出する。

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

自宅や職場で書き損じたハガキを 6�月 30�日まで集
めています。集めたハガキは郵便局で切手に替え、「赤
い羽根共同募金」へ寄付します。
皆様方のご協力をよろしくお願いします。

〇回収箱設置場所
・市役所（串木野庁舎玄関・市来庁舎玄関）
・社会福祉協議会（新生町）
〇回収するハガキ
　未投函の官製ハガキであれば書き損じでも未使用分
でも構いません。今年以外の「年賀ハガキ」や「かも
メール」など、また額面が 62�円以外でも構いません。
※�プライバシーは厳守しますが、気になる方は、書き
損じたハガキの氏名部分等を黒マジック等で塗りつ
ぶして回収箱に入れてください。
〇問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

地区の受診率 交付金額

60％達成 50,000 円 + 受診者数× 100 円

65％達成 75,000 円 + 受診者数× 200 円

70％達成 100,000 円 + 受診者数× 200 円

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、
県では 6月 16 日～ 22 日まで、「ハンセン病問題を
正しく理解する週間」を定めています。
国の隔離政策などにより、ハンセン病は感染力の強

い「怖い病気」という誤った考えが定着し、そのこと
が様々な偏見・差別や人権侵害を引き起こしました。
二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、
私たち一人ひとりが、ハンセン病問題について正しく
理解することが大切です。
※ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺
伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非常
にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期治
療により、短期間で完治する病気です。

　わが国に感染源となるものはほとんどありません。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

健康づくり事業交付金

親子でハンセン病療養所を訪ねてみませんか
「特定健診」実施中

書き損じハガキ・未投函ハガキを集めています

介護支援専門員実務研修受講試験

訪問箇所 星塚敬愛園
（鹿屋市）

奄美和光園
（奄美市）

実施日 ７月 31日（水） ８月８日（木）

募集人数
先着 130 名

（小・中学生、高校
生とその保護者等）

先着 30名
（小・中学生、高校
生とその保護者等）

申込締切 ７月 12日（金）

ハンセン病を正しく理解する週間
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〇期　間� 9 月 3日（火）～ 11月 27日（水）
〇場　所� 川内技術開発センター　薩摩川内市青山町4597
〇内　容� �パソコンを利用した訓練（ワード、エクセ

ル、インターネットなどの基本操作の習得）
〇対象者� �障がいがあり、早期の就職や再就職を目指す方
〇受講料� 無料
〇定　員� �10 人（応募者が少ない場合、訓練を実施

しない場合があります）
〇応募期間� 7 月 1日（月）～ 29日（月）
〇面　接� 8 月 9日（金）　川内技術開発センター
〇願書提出先� 最寄りのハローワーク
〇問合せ� 鹿児島障害者職業能力開発校　☎ 44-2206

〇一般住宅へは
「消防署の方から来ました。」
「この消火器は古くて使えないから買い換える必要
があります。」
「住宅にも消火器の設置が義務づけられました。」
などと、消火器を斡旋してきます。
〇事業所へは
「いつも点検しているものですが、本社から依頼を
受けて来ました。」
「点検の時期が来たので持っていきますね。」
「消防署から依頼を受けて来ました。」
などと、勝手に点検したり持ち帰ったりします。

トラブルを避けるために
・身分証明書の提示を求めましょう。
・怪しいと思ったら、勇気をもって断りましょう。
・契約書をよく読み、むやみにサインをするのはやめ
ましょう。
住宅の訪問販売では８日以内なら契約の解除（クー

リングオフ）が可能です。トラブルになってしまった
ら、消防署、警察署、消費生活センターへ連絡ください。
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119
　　　　　いちき串木野市消費者生活センター
　　　　　☎ 32-3111

〇試　験　日� 7 月 28 日（日）
〇試　験　地� 鹿児島市・奄美市
〇試験の種類� 全種類
〇受 付 期 間� 電子申請 6月 8日（土）～ 17日（月）
� 書面申請 6月 11日（火）～ 20日（木）
〇申　込　先　�（一財）消防試験研究センター
� 鹿児島県支部　☎ 099-213-4577
※受験願書、準備講習会申込書ならびに法定講習会
申込書は、消防本部またはいちき分遣所にあります。

〇問　合　せ� 消防本部　　　☎ 32-0119
� いちき分遣所　☎ 21-5077

税務職員採用試験の受験者を募集します。
受験資格等の詳細は国税庁ホームページの試験概

要をご覧いただくか、次までお問い合わせください。
〇申込受付期間　
　6月 17日（月）～ 6月 26日（水）
〇問合せ
　人事院九州事務局　　☎ 092-431-7733
　熊本国税局人事第二課試験研修係　
　　　　　　　　　　　☎ 096-354-6171（内線 6046）
　伊集院税務署総務課　☎ 099-273-4696

〇日　時　6 月 28 日（金）19：15～ 20：00
〇場　所　市消防本部２階会議室
〇定　員　20 名
〇対象者　市内居住または勤務（在学）している方
〇受講料　無料
〇申込み　�6 月 26 日（水）までに消防本部救急係（☎

32-0119）へ住所、氏名等をお知らせください。

消防法で定められた事業所などに必要な防火管理
者資格を取得するための講習会です。
〇日　時� 7 月 24 日（水）・25日（木）　2日間
� 両日とも 9：30～ 16：00
〇場　所� いちきアクアホール多目的室
〇受付期間� 6 月 17 日（月）～ 7月 19日（金）
〇受講定員� 30 人
〇受講料� 4,000 円（テキスト代含む。）
〇申込・問合せ　消防本部予防課予防係　☎ 32-0119
　　　　　　　　いちき分遣所　　　　　☎21-5077

危険物は、ガソリンなどの燃料類だけでなく、ヘ
アースプレーなどにも幅広く利用されており、取扱い
や保管方法には次のような注意が必要です。
・火気周囲での取扱いは絶対に止めましょう。
・危険物を貯蔵・取扱う事業所では、保安体制を徹
底しましょう。

※一定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合、消防署
への届出や許可が必要です。

令和元年度危険物安全週間推進標語
『無事故への　構え一分の　隙も無く』

〇問合せ　消防本部予防課危険物係　☎ 32-0119
　　　　　いちき分遣所　　　　　　☎ 21-5077

障害者委託訓練生（パソコン事務科）募集 消火器の訪問販売にご注意を！

消防設備士試験案内

税務職員採用試験受験者募集

救命入門コース受講者募集

甲種防火管理新規講習会

危険物の取扱いについて
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市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送られてくる国
からの緊急情報を防災行政無線を用いて皆様へお伝えするようにしています。
次の日程で訓練放送を行います。皆様のご理解とご協力をお願いします。

〇日時　6 月 18日（火）10：00頃
〇放送内容

大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩れ等の土砂災害が発生すると、多くの尊い人命が失われます。土
砂災害から生命を守るため、日ごろから次の点に注意しましょう。
【第1点目　雨の降り方に注意しましょう！】
　土砂災害発生の危険度が高まった時、県と気象台と共同で土砂災害警戒情報を発表しています。この情報が発
表された場合は、雨量情報などに注意して自主的な避難を心がけ、市役所からの避難勧告などがあった場合は、
速やかに避難してください。記録的な豪雨が降った場合は、これまで経験したことがないような土砂災害が起こ
る危険性があります。これらの情報には十分注意しましょう。さらに、雨が降りやんだ後でも、土砂災害の発生
するおそれがありますので注意してください。
【第2点目　土砂災害の前ぶれを知っておきましょう！】
　●土石流�

山鳴り、立ち木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる｡ 雨が降り続いているのに川の水位が下がる、
川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる。

　●地すべり
地面にひび割れができる、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が吹き出す。

　●がけ崩れ�
がけからの水が濁る、がけに亀裂が入る、小石がパラパラ落ちてくる、異様な音がする。
これらが一般的な土砂災害の前ぶれです。長雨が続いている時、身の回りのこのような現象に気づいたら、
自主避難の目安にしましょう。

【第3点目　危険箇所を知っておきましょう！】
家の近くにある土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域を確認しておきましょう。
不明な場合は、市役所へ問い合わせてください。

【第4点目　避難場所を決めておきましょう！】
いざという時に家族全員が家に揃っていなくても、避難場所がわかっていれば安心です。

【最後に　逃げ方を知っておきましょう！】
土石流のスピードはたいへん速いため、土砂の流れる方向に対して直角に逃げることが大切です。被害を最小

限に抑えるため、これらの点に注意して、早めの避難を心がけましょう。

梅雨期に入り、集中豪雨などによる土砂災害が心配されるこの時期に、土砂災害防止に対する市民の理解と関心
を深め、防災知識の普及を図るとともに、警戒避難体制の整備等を促進し、被害の防止や軽減を図ることとしています。

緊急地震速報は、大揺れより先に到達する初期微動を観測
し、震度 5以上の揺れになる可能性がある地震と予測した
場合、震度 4以上の揺れが想定される地域に発表される気
象庁のシステムです。空振りもありますが、実際に地震が起
こると大変な被害を引き起こす可能性があります。緊急地震
速報が発表されたら、必ず命を守る行動を取ってください。
緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてずに自分の身を

守れるか、訓練で確かめましょう！
※学校や病院、福祉施設、事業所等に設置してある戸別受信
機で、音量を “切 ” にしてある場合でも最大音量で放送が
入ります。

※今回の訓練放送は、防災行政無線を用いての訓練放送です。
テレビやラジオ等での訓練放送は流れません。

～防災行政無線チャイム～
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
「ただ今から訓練放送を行います。」
※～緊急地震速報チャイム～
「緊急地震速報。大地震（おおじしん）
です。大地震（おおじしん）です。
これは訓練放送です。」

※ 3回繰り返されます。
　　「これで訓練放送を終わります。」
～防災行政無線チャイム～

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

土砂災害防止月間

「緊急地震速報」の訓練放送を実施します

6月30日まで「土砂災害防止月間」です
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市では、災害時に備え市内に 47か所の避難所及び福祉避難所を設けています。避難所は、台風や大雨が予想
される時など、必要に応じ開設します。

〇印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。
　なお、総合体育館は大規模災害発生時の長期的な避難が必要となった場合に開設します。

※その他福祉避難所（民間施設）・・・・�潮風園、吹上園、市来松寿園、吹上園ふもと、さるびあ苑、ゆくさ白浜、
ライフハーバー、希望、光里苑

福祉避難所を利用する方は、まちづくり防災課へご連絡ください。市が整備している避難行動要支援者名簿を
参考に判断し、各福祉避難所と連絡調整のうえ開設します。
なお、福祉避難所を利用する方は介護者が必要です。また、食事代、日用品等は実費負担となります。

避難する時は　　�懐中電灯、ラジオ、非常食、飲料水、衣類など生活に最小限必要なものを用意するとともに、
火の始末や戸締りをしましょう。

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

【串木野地域】
避難場所 所在地 電話番号 避難場所 所在地 電話番号

　冠岳小学校体育館 冠岳 12844-1 32-2688 〇串木野高齢者福祉センター 新生町 183 32-9570

○冠岳交流センター 冠岳 13511-2 32-0760 　働く女性の家 新生町 183 32-7130

○生福保育所 生福 8671 32-3359 　串木野高等学校体育館 美住町 65 32-2064

　生冠中学校体育館 生福 8551 32-3377 ○本浦交流センター 西浜町 1-2 33-2371

○串木野中学校体育館 日出町 700 32-1735 　串木野西中学校体育館 平江 20226-1 32-1744

○上名交流センター 上名 2455 32-8770 ○野平交流センター 平江 20271-5 32-3050

　串木野小学校体育館 日出町 536 32-1738 ○羽島交流センター 羽島 5218 35-0014

○市民文化センター（中央公民館） 昭和通 133-1 33-5655 　羽島小学校体育館 羽島 5359 35-0009

　願船寺 栄町 23 32-3006 ○荒川交流センター 荒川 2450 32-8809

○ドリームセンター 元町 236 33-1231 　荒川小学校体育館 荒川 2347-1 32-2010

　浄宝寺 本浜町 38 32-2504 ○旭交流センター 金山 14103-1 32-8811

　無量寺 西島平町 375 32-1727 　旭小学校体育館 金山 14067 32-1724

○照島小学校体育館 照島 5453-3 32-4446 　芹ヶ野公民館 芹ヶ野 15367-2 ―

　串木野養護学校体育館 八房 1041 32-4105 ○土川交流センター 羽島 9675 35-0887

　串木野体育センター 長崎町 91 32-1899 　総合体育館 生福 5298-3 32-8588

【市来地域】
避難場所 所在地 電話番号 避難場所 所在地 電話番号

　市来体育館 大里 5547-1 36-2881 　浄泉寺 湊町 3丁目 93 36-2102

　市来中学校体育館 大里 3764 36-2056 　西村寺 湊町 1丁目 95 36-2022

　市来小学校体育館 大里 3731 36-2006 　市来保健センター 湊町 1丁目 115 －

○川北交流センター 大里 5664 － 　市来保育園 湊町 1丁目 253 36-2166

○川南交流センター 大里 3246-1 － 　川上小学校体育館 川上 1200 36-2044

　市来農芸高等学校体育館 湊町 160 36-2341 ○川上交流センター 川上 978 36-4334

○いちきアクアホール 湊町 1丁目 102 21-5800 　川上生活改善センター 川上 1707 36-2918

　市来高齢者福祉センター 湊町 1丁目 102 36-4558 　市来川上郵便局 川上 1215-1 36-2221

　漁民会館 湊町 1丁目 103 36-2009

福祉避難所の名称 所在地 電話番号 備考
串木野高齢者福祉センター 新生町 183 32-9570 必要に応じて開設

避　難　場　所　一　覧

災害時に備え、避難所や避難経路を確認しましょう
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2019 年 10 月入学生を募集しています。
10 代から 90 代の幅広い世代の学生が、大学を卒

業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学ん
でいます。
・テレビによる授業だけでなく、授業をインターネッ
トで好きなときに受講することもできます。

・心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、約 300 の幅広い授業科目があり、1科目か
ら学べます。

〇出願期間　第 1回　8月 31日（土）まで
　　　　　　第 2回　9月 20日（金）まで
〇問 合 せ　放送大学鹿児島学習センター
　　　　　　☎ 099-239-3811

市では、「第 18 回 KKB ふるさと CM 大賞 2019」
でいちき串木野市のふるさと自慢をアピールする CM
作品を次のとおり募集します。
〇対象者� 市内在住または在学の高校生
� ※個人、団体は問いません。
〇内　容� �観光、伝統、名所、歴史などのふるさと

自慢で、市を PRする CM（30秒）
　　　　　　※未発表の CM作品に限ります。
　　　　　　※１個人（団体）1作品まで。
〇応募期限　6 月 28 日（金）
〇応募方法　政策課まで応募用紙の提出。
　　　　　　※応募用紙は政策課にあります。
〇応募後の日程（予定）
・7月 26日までに企画書の提出（絵コンテ等で可）。
・8月 23日までに作品の提出。
・応募者が複数いた場合、審査後、１作品を決定し
ます。

・CM大賞に提出する作品の応募者については、10
月 19 日に鹿児島市で開催される「KKB ふるさと
CM大賞 2019 審査会」へ参加していただきます。

〇留意事項　
・CM作成、編集等にかかる全ての経費は自己負担
となります。

・映像出演者の肖像権や音楽等の著作権処理は応募
者が責任をもって行ってください。また、CM作
成にかかる事故等について、市は一切の責任を負
いません。

・提出する作品についての版権・使用権は市に帰属
し、応募者による使用は原則認めません。

〇問合せ　政策課　☎ 33-5672

〇家　賃　入居世帯の所得に応じて設定します。
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、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
〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の 3か月分）
・駐車場保証金（2,490 円�/1 台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
・連帯保証人（2人）
〇申込期限　6 月 19 日（水）必着
※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。

〇抽選日　6 月 26 日（水）
・日ノ出住宅
　　10：00��市来庁舎 2階研修室
・郷野原住宅・文京町団地
　　14：00　串木野庁舎 2階会議室

〇入居予定日　7 月 10 日（水）～
〇申込・問合せ　都市計画課　住宅管理係　☎21-5154
　　　　　　　　土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

放送大学　入学生募集

市をPRするCM作品を募集

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

郷野原住宅
（串木野庁
舎近く）

昭和48年度
1戸

耐火 2階建
2ＤＫ
水洗トイレ

入居可
（但し60
歳以上）

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成6年度
1戸

耐火4階建
（3階）・3ＤＫ
・水洗トイレ

不可

日ノ出住宅
（アクアホ
ール近く）

平成14年度
2戸

耐火4階建
（2階）・3ＤＫ
・水洗トイレ

不可

耐火4階建
（4階）・3ＤＫ
・水洗トイレ

不可

市営住宅入居者募集

6



市衛生自治団体連合会では、３R運動（リデュース：
ごみの減量化、リユース：再使用、リサイクル：再生
使用）の一環として、「マイバッグ運動」を推進して
います。
身近なところからごみの減量化を図り、資源の無駄

使いを防止するため、買い物の際には次のことに心が
けましょう。
①マイバッグを持参し、レジ袋を使わない。
②簡易包装等の商品を購入する。
③過剰包装などは断る。
④レジ袋をもらっても繰り返し使う。
⑤�レジ袋を使わないときは、すぐに捨てずにできるだ
け資源ごみに出す。　
〇問合せ　生活環境課　☎ 33-5614

毎年、市民一体となったボランティアによる清掃活
動「海岸クリーン作戦」を実施しています。
地区の指定をしてありますが、参加可能な場所で構

いません。多数の参加をお願いします。
〇日　時　7 月 7日（日）6：30より 1時間程度
　　　　　　　　　　　　（集合 6：20）

市では公共下水道区域内で井戸水を使用する方へ
メーターの設置をお願いしています。メーターとメー
ターボックスは市から貸与します。
一度設置すると、8年ごとにメーターの取替を行う

必要がありますが、費用は市の負担で行い、個人負担
はありません。
まだ、メーターを設置していない方は上下水道課ま

で届出をお願いします。
※現在、メーターを設置している方で、井戸水ポンプ
を撤去した場合や、井戸水を散水のみに使用し、下
水道へ放流しなくなった場合は、上下水道課へご連
絡ください。

　次の取組にご協力ください。
①草刈り等の環境保全活動の推進
②ごみの減量化・物品等の再使用・資源の再生利用の
3R運動

③こまめな節電・冷房に頼らない温度管理「クールビ
ズ」の推進

④不法投棄の防止、マイバッグ運動の推進　
〇問合せ　生活環境課　☎ 33-5614

〇持参品　手袋、タオル、レーキ、帽子等
　　　　　（お持ちの方は、持参ください）
※駐車場が狭いところがあります。近所の方は、でき
るだけ自家用車の利用は遠慮ください。

※ボランティア活動のため、危険な箇所での作業はし
ないでください。また、ご自分の体調に合わせて参
加、作業するようにしてください。

〇問合せ　生活環境課　☎ 33-5614

〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5158

今年度取替予定になってい
るメーターについては、市が指
定した業者が取替に伺います。
該当する家庭には改めて取

替のお知らせを郵送しますの
で、内容をご確認ください。

平成 28年度から鹿児島連携中枢都市圏の形成を目
指し、鹿児島市、日置市、姶良市、いちき串木野市で
連携事業を進めています。
この取組により「かごしま環境未来館」の講座・イ

ベントが活用できます。
詳しくは、かごしま環境未来館のホームページを

ご覧になるか、かごしま環境未来館（☎ 099-806-
6666）までお問い合わせください。
〇かごしま環境未来館ホームページ
http：//www.kagoshima-miraikan.jp/

清掃場所 割当地区 集合場所

土川漁港 土川地区 土川漁港付近

羽島漁港

羽島地区

羽島漁港前

横須海岸 さつま日置農協羽島支所前

白浜海岸 白浜温泉下付近

荒川海岸 荒川地区 荒川川河口付近

野元海岸・
串木野新港

冠岳・生福・上名・
大原・中央・本浦・
野平地区

公設市場駐車場

串木野漁港
冠岳・生福・上
名・大原・中央・
本浦地区

串木野漁港（内港）付近

長崎鼻公園
冠岳・生福・上名・
大原・中央・本浦・
照島地区

長崎鼻公園
小瀬港側入口

照島海岸
冠岳・生福・上
名・大原・本浦・
照島地区

照島地区交流センター前

市来海岸 市来地区
市来漁港・市来中学校
裏地域で指定された場
所（川南）

マイバッグの使用を心掛けましょう 第23回�海岸クリーン作戦

公共下水道区域内で井戸水を使用する方へ

６月は『環境月間』です

「かごしま環境未来館」
講座・イベントの活用について
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甑島航路の利用促進や経済活性化を目的に、甑島島
民との交流事業に助成を行います。
〇対象　�市内の各種団体（１団体 20名以内）が、市

総合観光案内所を通し、フェリーを利用した
甑島への旅行や視察等に対し助成します。

　　　　※�ただし、行程内に島民との交流として、イ
ベントへの参加や各種団体との意見交換会
等が１つ以上必要です。

〇助成額　１人 5,000 円（小人 2,500 円）
〇申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　　　☎ 32-5256

野菜を生産 ･販売する方を対象に、安心・安全な野
菜作りの講習会を開催します。参加料は無料です。
〇日時　6 月 21 日（金）14：00～ 15：30
〇場所　串木野庁舎地下大会議室
〇内容　春野菜の栽培について（整枝の方法、農薬について）
〇申込・問合せ　6 月 19 日（水）までに農政課
　　　　　　　　（☎ 33-5635）へ

串木野地域の農業用廃プラスチック類の回収を行
います。農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、
回収にご協力ください。
〇回収日時　6 月 19 日（水）8：30～ 11：00
〇回収場所　野元家畜市場跡地
〇持参するもの　�印鑑、農協の口座番号（農協口座で

引落し扱いとなります）
〇注意事項
・ 3か所を同種類のビニ－ルひもで結び、つづり
折りにしてください。

・異物（排出ビニ－ル以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。

・空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り
除き、中身を洗浄してください。

・運搬の際に、産業廃棄物運搬車両の表示及び書面
の携帯が必要になります。

〇問合せ
　さつま日置農協串木野支所経済課　☎ 32-3265
　農政課　　　　　　　　　　　　　☎ 33-5635

神村学園前駅の連絡通路の整備工事に伴い、6月か
ら駅前広場の利用についてご迷惑をおかけする場合が
あります。詳細については、工事看板等でお知らせし
ます。
市民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

〇問合せ　都市計画課　☎ 21-5152

例年この時期からキオビエダシャクによるイヌマ
キ等への被害が発生しています。枯死に至る場合もあ
るので、被害が発生したときは、拡大しないように薬
剤散布等の防除をお願いします。
キオビエダシャク
　発生時期：５～ 12月
　防除方法：幼虫の時期の防除が効果的です。
　【少数の場合】� 木をゆすって落ちた幼虫を捕殺
　【大発生の場合】� �トレボン乳剤 4,000 倍、またはス

プラサイド乳剤1,500 倍を散布
　　※�薬剤を散布する際には、近隣等への連絡と、通

行人や近くの農産物等に飛散しないようご注意
ください。

〇問合せ　農政課　☎ 33-5635

ハローワークでは、来春の中学、高校卒業予定者の
学卒求人受付を 6月から開始しています。
事業主の皆様には、来春卒業予定者の求人を早めに

検討いただき、一人でも多くの学生がふるさとで就職
できるように、応募の機会を与えていただきますよう、
ご理解とご協力をお願いします。
〇問合せ　ハローワーク伊集院　☎ 099-273-3161

運動を始めたい方にお勧めの教室です。簡単なト
レーニングで体幹強化、ストレッチで柔軟性向上を目
的として行います。
〇日時� 7/10 ～ 7/31 の毎週水曜日
� ① 13：30～ 14：30　② 15：00～ 16：00
� 6/27 ～ 7/18 の毎週木曜日
� ③ 10：00～ 11：00　④ 13：30～ 14：30
� ⑤ 15：00 ～ 16：00
　※①～⑤のいずれか１つを選んでお申し込みください。
〇場所　市来保健センター　機能訓練室
〇費用　無料
〇定員　各 20名（申込者多数の場合は抽選）
　※抽選に漏れた方には電話連絡いたします。
〇申込期限　6 月 14 日（金）
〇申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450
※動きやすい服装、飲み物持参でお越しください。
※高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。
　カードをお持ちの方は持参ください。

甑島への視察等をしてみませんか！ 安心・安全な野菜作り講習会

農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）

神村学園前駅前広場の利用制限について

キオビエダシャクの発生と防除について

～事業主の皆様ヘ～
学卒求人票の提出はハローワークヘお早めに

地域おこし協力隊の
体幹トレーニングとストレッチ教室受講生募集
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■ 7月 13日（土）「前夜祭」

　出店

〇時間� 15：00 ～ 21：00（予定）
〇出店費用� 10,000 円／ 1ブース（約 2.7 ｍ）
� ※食品出店者は別途保健所申請費用
〇出店例� かき氷・焼鳥・ヨーヨー釣り等
〇申込締切� 6 月 14 日（金）
〇申込・問合せ
　公益社団法人　串木野青年会議所
　☎ 32-1315　FAX�32-9446

　さのさ祭り前夜祭ＩＮ真夏のダンス王決定戦

〇内容� �1 団体持ち時間 5分程度。7.2 ｍ四方の
ステージ上でのダンスコンテスト。

〇時間� 18：10 ～
〇場所� メインステージ（ドリームキャノピー下）
〇応募資格� �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）
〇応募締切� 6 月 14 日（金）
〇応募先� いちき串木野商工会議所青年部事務局
� ☎ 32-2049

　メインステージＰＲ団体募集

さのさ祭り前夜祭メインステージで地域のお祭り
やスポーツ大会の告知など、ＰＲしたい団体等を募集。
〇時間� 19：30 頃（前夜祭ダンス王前半戦終了後）
〇応募締切� 6 月 14 日（金）
〇応募先� いちき串木野商工会議所青年部事務局
� ☎ 32-2049

　「さのさ祭り」用浴衣生地・帯をあっせん

「串木野さのさ祭り」に使用する浴衣生地・帯をあっ
せんします。（いちき串木野市章のデザインとなりま
す。）希望者は、現金を添えて 6月 28 日（金）まで
に申し込んでください。
〇価格（税込）�浴衣生地 1反� ………………9,700 円
� 浴衣仕立て（生地を含む）� 16,000 円
� 帯（男）� ………………………3,900 円
� 帯（女）� ………………………3,900 円
� 店舗用のぼり旗（大）� …… 18,000 円
〇申込先　観光特産品協会（商工会議所内）
　　　　　☎ 32-2049
※女性団体連絡協議会会員は、地区女性会長へ申し込
んでください。

■ 7月 14日（日）「本祭」

　出場団体募集

①アトラクションの部　15：00～ 18：00
②市中流し踊りの部　　18：30～ 20：15
　　　　　　　　　　　※時間は予定
〇募集締切　6 月 10 日（月）
〇申込み　　�事務局へ・参加部門・団体名・参加人

数・責任者及び電話番号をお知らせくだ
さい。少人数での申込も受け付けます。

〇申込・問合せ
　　実行委員会事務局（観光交流課内）　☎ 32-3111

　迫田さおり氏トークショー、バレーボール教室

〇日時　6 月 9日（日）13：00～
〇場所　市総合体育館
〇講師　元女子バレーボール日本代表　迫田さおり氏
　　　　（2012年ロンドンオリンピック銅メダリスト）
トークショー、バレーボール教室は観覧自由です。
素敵なプレゼントが当たるお楽しみ抽選会も行い

ますので、皆様のご来場をお待ちしています。
※体育館内は土足禁止となっています。体育館シュー
ズを持参ください。

　市オリジナルポロシャツの販売

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木
野市オリジナルポロシャツを販売します。
〇カラー　ホワイト・ネイビー
　　　　　ホットピンク・ロイヤルブルー
〇サイズ　ＳＳ～ＬＬ
　※ 3Ｌ以上をご希望の場合はご相談ください。
〇デザイン（ホームページにも掲載しています。）

　　　　　　��（背面）　　　　　　　��（胸元）
〇価格（税込）　１着　1,782 円
〇申込締切　　6 月 21 日（金）厳守
　※数量に限りがありますので、早めの注文をお願いします。
〇申込・問合せ
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会事務局　☎ 21-5120
（市民スポーツ課国体推進係内）
　ホームページ
　　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp
　　/kokutai/index.html

串木野さのさ祭り

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
に関するお知らせ
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● 2019 年 9 月から開催される「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」（以下、「ＲＷ
Ｃ 2019」）のチケット購入について、検索サイトで検索し、上部に広告として表示さ
れたサイトを公式サイトと思い込み、海外の転売仲介サイトで購入してしまったとい
う相談が寄せられています。

●ＲＷＣ 2019 の公式サイトには、公式サイト以外の非公式販売サイトで購入したチケッ
トは利用できない旨の注意喚起があります。チケットを購入する際は、必ず公式サイ
トであることを確認しましょう。

●特に海外の転売仲介サイトは、トラブルが生じてもキャンセルの条件や返金の保証等に
ついて交渉が難しい場合があります。

●トラブルに遭ったら、すぐにいちき串木野市消費生活センター等にご相談ください（消
費者ホットライン 188）。

見守り
新鮮情報

ラグビーワールドカップ 2019 のチケットを
購入しようと検索し、一番上に表記されたサイト
を公式サイトだと思ってチケットを申し込み、約
13 万円をクレジットカード

で決済した。ところが、購入したサ
イトは転売仲介サイトであること
が分かった。公式サイトによると、
転売仲介サイトで購入したも
のは無効と記載されている。支
払いたくないが、海外のサイトの
ようで交渉も出来ない。

（60 歳代　男性）

ラグビーワールドカップ2019日本大会
チケット購入は公式サイトで

2020 年開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま
大会に向けて、本市を訪れる方々を気持ちよくお迎え
するため、「ごみ拾い」ボランティア活動を実施します。
〇日時　6 月 23 日（日）8：00集合
　　　　※約 1時間の活動です。
〇場所　中央公園（タイヨー串木野店裏）
〇申込・問合せ
　燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
　いちき串木野市実行委員会事務局　☎ 21-5120
　（市民スポーツ課国体推進係内）

8月 11日に 400 年余の歴史と伝統を誇る国指定重
要無形民俗文化財「市来の七夕踊」が開催されます。
保存会では当日の踊り子（行列物、作り物、太鼓踊）

として参加・協力してくださる方を、男女、年齢を問
わず募集しています。なお、詳細は後日説明会を開催
します。
〇申込期限　7 月 20 日（土）
〇申込・問合せ　大里七夕踊保存会会長　堂地國男　
　　　　　　　　☎ 36-2219

チケットは
公式サイトで

絶対に勝ち隊　隊員募集！ごみ拾い活動 「市来の七夕踊」参加者募集

見守るくん
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〇受 講 料　無料
〇定　　員　100 人（要事前申込）
〇申込期限　6 月 28日（金）
〇申込方法　社会教育課へ電話、ファックス、メール等でお申し込みください。
〇申込・問合せ　社会教育課　☎ 21-5128　　FAX�36-5044　メール　shakyo1@city.ichikikushikino.lg.jp

※本事業の活動風景の写真等を広報紙等に使用することがありますので、ご了承の上、お申し込みください。
※住所・電話番号等については、個人情報保護条例に基づき、本事業に関することに限り使用するとともに、適正
　に管理します。
※先着順となりますので、お早めにお申し込みください。（会場等の都合により定員等を変更する場合があります。）
※ご不明な点や詳細についてはお問い合わせください。

講座 講座名・講師・内容 期　日 時　間 場　所

講座１

「島津義弘の功績と父義弘を超えた子息家久」

講師　西郷南洲顕彰館
　　　館長��德永　和喜��氏　

（内容）
　島津義弘は岩剣城（重富）の合戦で初陣を飾り、領
国支配体制を確立した。その後は九州の戦国大名を次々
に破り、大友軍が要請した豊臣秀吉軍との戦いに敗北
するまで多大の功績をあげた。�子息家久は初代藩主と
して、城下町形成・鶴丸城築城、琉球支配と琉球貿易、
朱印船貿易を実践し藩政の基礎を築いた。この義弘・
家久父子が果たした役割を比較する。

7月 6日
（土）

10：30～ 12：00
（受付 10：00～）

市来地域
公民館

講座２

「子育てが楽しくなるために―アドラー心理学に学ぶ―」

講師　鹿児島純心女子短期大学
　　　教授��河野　一典�氏

（内容）
　子どもは成長する過程で、親が持っている価値観を
無視することができない。親に全面服従するか全面反
抗するかという二者択一では、親子関係はいつか破綻
してしまう。もし子育てにストレスを感じるならば、
それは親子関係がうまくいっていないことが原因であ
り、子どもの出来が悪いからではない。子どもを変え
たければ、親が変わらなければならない。親子関係の
作り方の極意を説き明かします。

13：30～ 15：00
（受付 13：00～）

（切り取り線）

生涯学習県民大学講座　参加申込書

参加希望講座
（○で囲んでください）

講座１　講座２
（両方受講できます）

ふりがな

電話番号
お名前

お住まいの
市町村

年齢 （　　　  ）歳代

生涯学習県民大学講座受講者募集
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居住地（市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。
託児サービスはありません。

〇場所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎�32-5256　�http://ichiki-kushikino.com/

〇日時　6 月 14 日（金）～ 27日（木）（14日間）
　　　　各日とも 9：00～ 19：00�
〇場所　日置市立中央図書館
　　　　（鹿児島地区日置教科書センター）
※ 6月18日（火）・20日（木）・27日（木）は、図書
館休館日のため、日置市中央公民館ロビー（9：00
～17：00）に展示します。なお、中央図書館には
常設してあり、上記期間外でもご覧いただけます。

〇問合せ　日置市立中央図書館　☎ 099-273-6886
　　　　　学校教育課　　　　　☎ 21-5127

市では、子どもたちが企業（事業所）や地域で行う
仕事、イベントの手伝いをボランティアとして体験す
る「子どもハローワーク事業」を行います。
地域の人々に支えられ、学んでいくことで、地域へ

の愛着や地域の担い手としての自覚が芽生え、やがて
は地域の創生につながることが期待されます。
〇内　容　�企業や地域が行う仕事やイベントの手伝

い、ボランティアへの参加など
〇対　象　市内居住の中学生
〇体験日　土日祝日及び長期休業日
〇事業の流れ
①�企業（事業所）からの依頼
②�打合せ、募集票作成
③��学校の「子どもハローワーク掲示板」や市ホー
ムページ等で募集

④�メールやＦＡＸで申込
⑤�保険加入
⑥�ボランティア体験
⑦�事後報告（企業からの報告・体験者からの報告）
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

子どもハローワーク事業（中学生対象）

～市民による子どもたちと
未来のための教育活動の展開～

市の教育振興基本目標は、「ふるさとを愛し、
夢と志をもち、心豊かでたくましい人づくり」
です。
市ではこの実現に向け、子どもたちが企業

や地域で行う仕事やイベントの手伝いをボラン
ティアとして体験する「子どもハローワーク事
業」を行っていきます。

〇場　所　働く女性の家
〇対　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。
〇受講料　無料（ただし、材料費は実費負担）
〇申込み　�6 月 22 日（土）までに働く女性の家
　　　　　（☎ 32-7130）へお申し込みください。
　　　　　（受付時間：火曜～土曜　9：00～ 17：00）
〇託　児　�満 2 歳以上～未就学児。希望する方は、

申込時にお知らせください。

講座 日時 対象・定員 内容 参加料 申込期限

お茶のいいとこ
まるごとランチ

6/30（日）
10：00～
13：00

どなたでも
18名

地元食材と緑茶を使った
ランチを作ります。

1,200 円 6/23（日）

初めてのパン作り
カ レ ー パ ン

7/6（土）
13：00～
16：00

どなたでも
20名

生地を手ごねして、
カレーパンを作ります。

1,300 円 6/29（土）

いちき串木野市総合観光案内所　6・7月体験講座参加者募集

令和元年度の教科書展示会 「子どもハローワーク事業」を利用しませんか

いきいき女性講座受講生募集
講座名 日時 定員 内容（持ってくる物、材料費）

水 引 の
ア ク セ
サ リ ー

7/5（金）
�10：00 ～
12：00

15名

菜の花結びの可愛いピ
アス（イヤリング）を
作ります。（はさみ、
1,000 円）

苔 玉
7/18（木）
�10：00 ～
11：00

15名

植物の根を用土で包み
苔を貼り付け、まるい
フォルムの可愛い苔玉
を作ります。
（はさみ、800 円）

12 発　　行：いちき串木野市役所　政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
　　　　　　（TEL）0996-32-3111（FAX）0996-32-3124

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
Eメール：info@city.ichikikushikino.lg.jp


