
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得
額が一定基準額以下の年金受給者を支援するために、
年金に上乗せして支給されます。
〇施行日　令和元年 10月 1日
〇請求手続き
�対象者には日本年金機構から請求手続の案内が９
月上旬から順次届きます。受取には、同封のはがき
（年金生活者支援給付金請求書）の提出が必要です。
〇問合せ　給付金専用ダイヤル
　　　　　☎ 0570-05-4092（ナビダイヤル）
　　　　　川内年金事務所　☎ 22-5276

世界アルツハイマーデーである９月 21 日を含む、
９月 15日から 21日の１週間は、「認知症を理解し一
緒に歩む県民週間」です。
自分や家族が「認知症」かもしれないと思ったこと

はありませんか。認知症は誰でもなりうる脳の病気で
す。もし「認知症かもしれない？」など不安を感じた
ときは、早めにかかりつけ医や地域包括支援センター
などに相談しましょう。
また、認知症を正しく理解し、認知症高齢者等にや

さしい地域は、誰にでもやさしい地域です。
この機会に「認知症」について考えてみませんか。

※認知症の方やその家族の気持ちを理解し、地域での
支え合いの幅を広げていくことを目的に、「認知症
サポーター養成講座」を開催しています。ご希望の
方は、４名以上のグループで地域包括支援センター
までお申し込みください。

〇問合せ　地域包括支援センター　☎ 21-5172

令和 2年 4月から次の施設を管理する指定管理者
を募集します。募集要領等、詳しくは社会教育課へお
問い合わせください。また、市ホームページにも掲載
してあります。
〇募集施設　
　市民文化センター、いちきアクアホール、図書館
　図書館市来分館、中央公民館、市来地域公民館
〇応募資格
・法人等の団体であること。（法人格は必ずしも必
要ではありませんが、個人での応募はできませ
ん。）

・その他詳細は募集要領による。
〇受付期間　9月 5日（木）～ 9月 26日（木）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5113

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～
高齢者の約４人に１人が認知症、またはその予備軍

と言われています。認知症は脳の病気によるもので、
誰でもなる可能性があります。
この講座は、誰もが認知症についての正しい知識

を持ち、認知症の人や家族の気持ちを理解し、地域で
の支え合いの輪を広げていくために、世界アルツハイ
マーデーに合わせて開催します。
〇日　　時　９月 20日（金）18：30～ 20：00
〇場　　所　市来保健センター
〇対　　象　関心のある方ならどなたでも
〇申込期限　９月 19日（木）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 21-5172
※高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。
　カードをお持ちの方は持参ください。

いつまでも元気で自分らしい生活を続けるために、
健康なからだづくりや認知症予防、栄養バランスなど
について学べる教室です。
〇日　時
・11/ １～１/31 の毎週金曜日（全 12回）
① ９：30～ 11：30　市来保健センター
② 13：30～ 15：30　市来保健センター

・11/ ６～１/29 の毎週水曜日（全 12回）
　　③�13：30 ～ 15：30　羽島交流センター
　※①～③のいずれか１つをお選びください。
　※年末年始（12/27 ～１/３）は実施しません。
〇内　　容　筋力アップトレーニング、ストレッチ、

脳トレーニング、口腔体操、栄養講話、
健康チェック、体力測定　など

〇対　　象　市内居住の 65 歳以上の方で運動機能、
認知機能低下が気になる方（基本チェッ
クリストで判断します）

〇定　　員　各 25名程度
〇費　　用　無料
〇申込期限　９月 20日（金）
※ころばん体操に参加していない方、介護保険のサー
ビスを利用していない方を優先します。

※参加申込者には、後日、看護師等が訪問し、基本
チェックリストをもとに「元気計画」を作成します。

※必要な方はタクシー送迎があります。
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 21-5172

年金生活者支援給付金制度がはじまります 認知症を理解し一緒に歩む県民週間

指定管理者の募集

認知症サポーター養成講座開催

いきいき介護予防教室参加者募集
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「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現
をめざし、啓発活動や各種相談事業が行われます。孤
立・孤独を防ぐことが自殺対策の有効な手段です。　
一人ひとりが悩んでいる人の『変化に気付き』『耳

を傾けてねぎらい』『温かく見守って』必要な支援機
関につなぎましょう。

★こころの健康相談統一ダイヤル
　☎ 0570-064-556
★さまざまな支援情報を検索できるサイト
　インターネット　http://shienjoho.go.jp/
★よりそいホットライン（一般的な生活上の悩みや
生活困窮者など）
　☎ 0120-279-338（フリーダイヤル）
　FAX�03-3868-3811

〇心の健康相談（要予約）
　９月９日（月）９：00～ 12：00
　串木野健康増進センター
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　厚生労働省では、80 歳で 20 本の歯を残すことを
目標に「８０２０（ハチマルニーマル）運動」を推進
しています。
　本市でも、11月 22日開催予定の元気いきいきフェ
スタ（保健福祉大会）において、20 本以上自分の歯
を持つ 80 歳以上の方を表彰します。該当する方は、
次の歯科医院へご連絡ください。なお、前年度までの
表彰者は対象外となります。
〇応募資格　�令和元年 10 月 12 日時点で 20 本以上

の自分の歯を持つ市内在住の 80歳以上
の元気な方

〇応募場所　あおい歯科・えとう歯科�・さくら歯科
クリニック・くきた歯科クリニック�・�
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

〇応募方法　応募場所にて無料の歯科検診を受けてく
ださい。

〇応募期限　10 月 12 日（土）
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

9月10日～16日は自殺予防週間です
�串木野ライオンズクラブ主催
〇日　　時　９月 12日（木）９：00～ 16：00
〇場　　所　市民文化センター
�市主催（いちき建設業互助会協力）
〇日　　時　９月 20日（金）14：00～ 16：30
〇場　　所　市役所　市来庁舎
【献血内容は両会場とも次のとおりです】
〇献 血 量　400ml
〇献血年齢　18歳～ 69歳まで（男性は 17歳から）
※健康を考慮し、65歳以上の方の献血は、60歳か
ら 64歳の間に献血経験がある方に限ります。

〇体　　重　男性・女性とも 50㎏以上
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

献血のお知らせ

　国の施策による消費税率の引上げに伴い、本市も公
共施設の使用料等の見直しを行い、10 月１日から適
用されます。見直し後の公共施設の使用料等は、各公
共施設又は各公共施設を所管する部署へお問い合わせ
ください。
〇問合せ　財政課　☎ 33-5627

消費税率引上げに伴う
市公共施設の使用料等の見直しについて

　本年 10月１日から予定されている消費税率引上げ
に伴い、水道料金及び下水道使用料についても、消費
税率が８％から 10％になります。　　　
　10 月１日以降、新たに使用開始した場合は、初回
請求分から消費税率 10％が適用され、９月 30 日以
前から継続使用の場合は、施行日（10 月１日）以降
の最初の検針までは消費税率８％とする経過措置が適
用されます。
〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5155

消費税率引上げに伴う
水道料金・下水道使用料について

〇補助金額の見直し
　　解体撤去費用の 1/3 以内
　　　危険廃屋　上限 30万円
　　　空き家　　上限 20万円⇒ 15 万円（10 月～）
〇主な要件
・おおむね１年以上の空き家で、解体撤去費用が
30万円以上であること。

・解体前に補助金申請書を提出すること。
　いちき串木野市内の解体業者を利用すること。
（その他、細かい要件がありますので事前にご相談
ください。）

〇問合せ　生活環境課　☎ 33-5614

空き家等を解体撤去する場合の
補助金を見直します

80歳以上で20本以上の歯を持つ
元気な方を募集しています

2



〇日　時　９月 22日（日）10：00～ 12：00
〇場　所　消防本部　2階会議室
〇定　員　15 名
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）している方
〇受講料　無料
〇申込・問合せ　�９月 20日（金）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。

　犯罪等による被害の未然防止や住民の安全・安心に
関する相談など、事件・事故以外で警察に相談したい
時は、次の相談窓口にお電話ください。

警察総合相談　☎＃9110または☎099-254-9110
　　　　　　　※24時間、毎日受付

悪質商法相談　☎099-258-7940
ヤングテレフォン・少年サポートセンター
　☎099-252-7867
※少年の悩み事、いじめ、非行に関すること。

性犯罪被害110番　☎＃8103または☎099-206-7867
けん銃・薬物・企業暴力相談　☎099-255-0110
※県警メールによる相談
　police@pref.kagoshima.lg.jp
※最寄りの警察署・交番でも受け付けています。
〇問合せ　いちき串木野警察署　　　　☎33-0110
　　　　　いちき串木野地区防犯協会　☎32-9710

　本年７月に京都市のアニメ制作会社が放火された事
件を受け、携行缶にガソリン（混合油含む）を購入す
る際、身分証を確認し、使用目的等の問いかけを行う
ことになりました。従業員から提示や質問を受けた際
にはご協力をお願いします。また、セルフスタンドで
顧客が自らガソリン等を金属製容器に小分けする行為
は認められていません。
　ガソリン等の危険物を使用した事故防止にご協力を
お願いします。
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

９月11日は「警察相談の日」

〇日　時　９月 23日（月）10：00～ 15：00
〇場　所　串木野自動車教習所
〇内　容　・フリーマーケット、フードコーナー
　　　　　・�ゴーカート体験、ハンドマッサージ、
　　　　　　ワークショップなど
〇問合せ　串木野自動車教習所　☎ 32-9222

交通安全フェアinくしきの

県防災航空隊の消防・防災ヘリコプターと本市消
防隊が合同救助訓練を実施します。
当日は、訓練場所付近への立入制限や一部道路の

交通規制を行い、消防・防災ヘリコプターが上空を旋
回しますので、災害等とお間違いのないようお願いし
ます。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

〇日　時　９月 27日（金）９：30～ 12：30
〇場　所　五反田川河口周辺
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

県防災航空隊との合同救助訓練

生活習慣病の早期発見・早期治療のための、「特定
健診」「長寿健診」を実施中です。市内各医療機関で
受診できます。受診の際は必ず予約し、早目に受診し
ましょう。
〇対象者　40 歳～ 74歳までの国保加入者
　　　　　後期高齢者医療制度加入者（75歳以上）
〇期　間　５月～ 10月まで（費用は無料です）
〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

特定健診・長寿健診を実施中 危険物取扱者試験
〇試験の種類　甲種・乙種全類・丙種
〇受 付 期 間
　・電子申請　　９月 15日（日）～ 27日（金）
　　　　　　　　https://www.shoubo-shiken.or.jp
　　　　　　　　※期間中 24時間受付
　・書面申請　　９月 18日（水）～ 30日（月）
　　　　　　　　９：00～ 17：00
　　　　　　　　※土・日・祝祭日を除く
〇試 験 日 時　11月 10日（日）�９：30～
〇場　　　　所　薩摩川内市他９市町
〇受付・問合せ　（一財）消防試験研究センター
　　　　　　　　鹿児島県支部　☎ 099-213-4577
※ 10 月に受験準備講習会（乙種第４類）も実施され
る予定です。受験願書等は、消防本部といちき分遣
所にあります。

〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

普通救命講習会の受講者募集

ガソリン等購入時の身分証提示について
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次のとおり公用車及び重機を売却します。車両確認を希望する場合、所管課へ事前にご連絡ください。

※最低売却価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。これ以下の額の見積もりは無効。

市有公用車等を売却します

車種等
スズキ

（小型乗用）
三菱

（小型乗用）
三菱

（リフト付バス）
マツダ

（軽自動車貨物）

型式
／シフト

E-GC21W
/�AT

E-CB5W
/�MT

U-BE437F 改
/�MT

GD-DG52V
/�MT

乗車定員 5人 5人 25人 4人

初年度
登録年月

平成 8年 10月 平成 5年 8月 平成 5年 3月 平成 11年

走行距離数 127,250㎞ 145,510㎞ 184,597㎞ 199,172㎞

車検有効期間
満了日等

令和元年 10月 8日
※車検切れ間近

令和 2年 8月 18日
※バッテリー不良

平成 30年 4月 4日
※バッテリー・車検切れ

令和元年 10月 24日
※車検切れ間近

所管課 総務課　☎ 33-5626 財政課　☎ 33-5629 福祉課　☎ 33-5619 福祉課　☎ 33-5618

最低売却価格※ 1,000 円

〇車両等の詳細確認
９月 10日～ 19日（平
日）9：00～ 16：00
※�事前に所管課へ連
絡してください。

〇購入申込期限
９月 24日（火）まで
に財政課へ見積書と
市税の滞納がないこ
とを確認できる書類
を提出してください。
見積書様式は、串木
野庁舎財政課と市来
庁舎市民課にありま
す。市ホームページ
からもダウンロード
できます。

車種等
マツダ

（小型貨物）
コベルコ

（パワーショベル）
トヨタ

（普通特種）

型式
／シフト

KC-SD29T
/�MT

SK120
（性能 0.45㎥）

KD-CXR10G
/�MT

乗車定員 3人 1人 8人

初年度
登録年月

平成 8年 10月 平成 2年 平成 8年 3月

走行距離数 61,338㎞ 稼動時間：5,319h 29,639㎞

車検有効期間
満了日等

平成 30年 6月 12日
※『クラッチ』不具合、車検切れ

―
※『油圧ホース』不具合

令和 2年 3月 17日
※バッテリー不良

所管課 環境センター　☎ 32-2388 消防本部　☎ 33-5639

最低売却価格※ 1,000 円 10,000 円 1,000 円
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〇その他の申込条件
・市税の滞納がないこと。
・車両の名義変更等全ての手続を購入者負担で行い、手続完了及び売却代金の納入を確認した後、車両の引
渡をする。
・車両等の引渡は、保管場所での現状引渡。既に不調や故障、車検切れ等の車両についてもそのままの引渡
となり、移動および引渡後に生じる一切の経費は購入者が負担のこと。
・車両等に表示してある「市名」等の抹消、赤色灯の取外しなどを購入者が行い、確認のため手続き前後の
写真を提出すること。

〇購入者の決定
　最高の価格で有効な見積をした方を購入者とします。なお、結果は申込期限後５日以内に購入決定者の方のみ
連絡します。
〇問合せ　財政課　☎ 33-5629

　秋の行楽シーズンを迎え、レジャー等に伴う交通事故が予想されます。一人ひとりが交通ルールを守り、正し
い交通マナーを習慣づけるよう心がけましょう。
重点１　「 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 」
　■子どもと高齢者のみなさん　　
・道路を横断する際は、左右の安全確認を十分に行い、斜め横断や車の直前・直後の横断は絶対にしない
でください。

　■ドライバーのみなさん
・高齢運転者マークを付けた車や、子どもや高齢の歩行者等を見かけたら、減速・徐行するなど「思いや
りのある」運転を実践しましょう。

重点２　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　■ドライバーのみなさん

�・「早めの点灯」「原則上向き点灯」「トンネル内点灯」の『３（サン）ライト運動』を実施しましょう。
　■歩行者のみなさん

・夕暮れ時や夜間に外出するときは、夜光反射材を着用するとともに、運転者から見やすい明るい服装に
心がけましょう。

　■自転車利用のみなさん
�・夕暮れ時や夜間は、必ずライトを点灯し、リフレクター等反射材を装備するとともに、交差点においては
信号遵守、一時停止、安全確認を徹底しましょう。
�・保護者は、13歳未満の子どもにはヘルメットを着用させましょう。

重点３　 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
～全席ベルト着用！「します・させます」運動の展開～
　・車を運転するならシートベルトをします
　・車に同乗するならシートベルトをします
　・子ども（幼児）にはチャイルドシートをさせます
　・後部座席を含む全席にシートベルトをさせます

重点４　 飲酒運転の根絶　～『飲酒運転「８（やっ）せん」運動』の展開～
　①酒を飲んだら運転しません　　　　②運転するなら酒は飲みません
　③酒を飲んだ人には運転させません　④酒を飲んだ人には車は貸しません
　⑤運転する人には酒はすすめません　⑥酒を飲んだ人の車には同乗しません
　⑦使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません
　⑧酒を飲んだら自転車にも乗りません
　■ドライバーのみなさん

・飲酒運転は重大事故につながるおそれがあるばかりか、社会的にも許されない重大な犯罪であることを
自覚し、飲酒後は絶対に車を運転してはいけません。また、飲酒した翌日でも、アルコールが残ってい
る場合があります。翌日運転する予定がある場合は、飲酒量・飲酒時間に配慮しましょう。

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

秋の全国交通安全運動�9月21日（土）～30日（月）
スローガン�「ルールとマナー　乗せて走ろう　秋の道」

～�9月30日（月）は�「交通事故死ゼロ」�を目指す日�～

同乗者
車に同乗するな
らシートベルト
をします

運転者・同乗者
後部座席を含む
全席にシートベ
ルトをさせます

運転者・同乗者
子ども（幼児）には
チャイルドシート
をさせます

運転者
車を運転するな
らシートベルト
をします
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10 月 1日の消費税等の引上げに伴い、低所得者や
子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、
地域の消費を支援するため、プレミアム付商品券を販
売します。
〇対象者　
　①令和元年度の住民税非課税者
　　�対象と思われる方には、申請書を送付しています。
申請期限：令和２年１月 31日まで
※住民税が課税されている方に扶養されている方や
生活保護を受給している方等は対象外です。申請
後、内容を審査し、対象者には 9月中旬以降に
購入引換券を送付します。

　②�平成 28 年 4月 2日～令和元年 9月 30 日までの
間に生まれた子が属する世帯の世帯主

　※�対象者には 9月中旬以降、購入引換券を送付し
ます。（申請は不要です）

　※詳細は市ホームページをご覧ください。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

建退共制度は、事業主が労働者の働いた日数に応じ
て共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界
を辞めたときに退職金が支払われる業界全体での退職
金制度です。
〇加入できる事業主　建設業を営む方
〇対象となる労働者　建設現場で働く方
〇掛金日額　　　　　310 円　
※詳しくはホームページ�建退共�で検索。
〇問合せ　独立行政法人　勤労者退職金共済機構
　　　　　建設業退職金共済事業本部　事業推進課
　　　　　☎ 03-6731-2867

令和 2年度がけ地近接等危険住宅移転事業の助成
を募集します。
〇助成内容
　移転に際し、危険住宅の撤去費用と新たな住宅の建
設・購入等のため、金融機関から融資を受けた借入金
の利子相当額を補助金として交付します。
〇対象住宅
・高さ２ｍを越えかつ角度30度を超えるがけに近
接
・昭和46年８月31日以前に建設
・現に居住していること
・令和２年度内に住宅の建設・解体を実施する方
〇申込期限　　　９月 30日（月）
〇申込・問合せ　都市計画課　☎ 21-5154

次のとおり、クヌギ木（市有林内）を売却します。
〇売却物件
・クヌギ　100本
・場　所　湊町1272-1ほか2筆（市有林）
・林　齢　35年生

〇申込条件
・市内に居住し、市税等の滞納がない方
・現地説明に参加できる方
・物件の購入者への引渡方法は庭先渡しとする

〇最低売却価格
　51,000 円
　（消費税及び地方消費税相当額を含みません）
〇現地説明
　９月 13日（金）　14：00～ 14：30
　※�悪天候等により変更になる場合がありますので、
事前に農政課までご連絡ください。

〇購入者の決定
最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効な見
積をした方を購入者とします。

〇申込方法
購入を希望する方は、９月 20日（金）までに農政
課農林係へ見積書を提出してください。
（見積書様式は、農政課にあります。）
〇問合せ　農政課　☎ 33-5635

建築業退職金共済制度について

がけ地に近い危険住宅の移転に助成します

クヌギ木の売却

　耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、補助金を
交付します。受付は随時行います。
〇補助金交付要件
・耐震診断及び耐震改修工事を行う木造住宅の居住
者または所有者であること

・昭和56年5月31日以前に着工の一戸建住宅、長
屋及び共同住宅、併用住宅（住宅の用途に供する
部分の床面積が過半であるもの）

・３階建以下かつ延面積500㎡以下のもの
・診断および改修工事が令和２年３月末日までに完
了するもの

・市税等を滞納していないこと
　※補助金は、木造住宅１棟につき各１回のみです。
〇診断補助金額
　交付対象経費の3分の2とし、1棟につき60,000
円を限度とする
〇改修工事補助金額
　交付対象経費の100 分の 23とし、1棟につき
300,000 円を限度とする
〇申込・問合せ　都市計画課　☎ 21-5154

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に
補助金制度があります

プレミアム付商品券の販売について
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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（2,520 円�/1 台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
　( ウッドタウンは 2台まで )
・連帯保証人（２名）
〇申込期限　９月 19日（木）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　９月 26日（木）10：00
　　　　　市来庁舎 2階研修室
〇入居予定日　　10 月９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）

いちき串木野市手をつなぐ育成会では、特別支援に
かかる講演会を開催します。
〇日　時　９月 10日（火）10：00～ 12：00
〇場　所　いちきアクアホール２階多目的室
〇内　容　「特別支援を要する児童と生徒。その保護

者支援について」
講師：鹿児島県発達障害者支援センター
　　　馬籠裕二氏

〇入場料　無料（事前申込不要）
〇問合せ　福祉課　☎ 33-5619

〇日　　時　10月 26日（土 )　予選・ファイナル
　　　　　　15：00～17：00予定
〇場　　所　地かえて祭り会場内メインステージ
〇内　　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 ｍ×奥
行き 7.2 ｍ程のステージ上でのダンス披
露です。

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の同伴
が必要です）

〇応募締切　10月 8日（火）17：00
〇応募・問合せ　いちき串木野商工会議所青年部
　　　　　　　　事務局　☎ 32-2049

　学校保健安全法第11条に基づき、令和２年４月小
学校入学予定児の「就学時健康診断」を実施します。
平成25年４月２日から平成26年４月１日までに生ま
れたお子さんのいる対象世帯には通知書が届きます。
保護者同伴のうえ、全員必ず受診してください。な
お、受診時には、通知書、診断票、アンケート等をお
持ちください。
〇日　程

〇問合せ　教育委員会教育総務課　☎ 21-5126

特別支援にかかる講演会の開催について

「地かえて祭り」ダンス王決定戦の出場者募集

小学校就学時の健康診断について

　燃ゆる感動かごしま国体バレーボール競技リハーサ
ル大会（令和元年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボー
ル選手権大会九州ブロックラウンド男子の部）が開催
されます。全国大会の代表権を目指し熱戦が繰り広げ
られます。ぜひご観戦いただき、ご声援をお願いします。
〇日　時　９月22日（日）　　９：00～開会式
　　　　　　　　　　　　　　10：00～17：00予定
　　　　　　　23日（月・祝）９：30～14：00予定
〇場　所　市総合体育館
〇持参品　スリッパ（上履き）、靴入れ袋　など
※串木野庁舎、串木野駅から市総合体育館までのシャ
トルバスを運行します。

〇問合せ
　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
　（市民スポーツ課国体推進係）　☎ 21-5120

燃ゆる感動かごしま国体バレーボール競技
リハーサル大会開催

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成５年度
1戸

耐火4階建
（4階）・3ＤＫ
水洗トイレ

不可

ウッドタウン
（脳神経外科
近く）

平成10年度
1戸

木造平家建
３ＬＤＫ
水洗トイレ

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成９年度
1戸

耐火4階建
（2階）・3ＤＫ
水洗トイレ

平佐原住宅
（市来小学校
近く）

平成17年度
2戸

耐火3階建
（2階）・（3階）
3ＤＫ・水洗トイレ

市営住宅入居者募集

実施日 対象小学校区 健診会場
10月２日（水）
13：00～

串木野小・旭小・
荒川小・川上小

いちきアクア
ホール10月３日（木）

13：00～

照島小・羽島小・
生福小・冠岳小・
市来小
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障害などで困っている方が、支援してほしいことな
どを記入し、必要なときに提示して支援を求める「ヘ
ルプカード」を配布しています。
カードを持っている方が困っ

ているときは、できる範囲での
手助けや声掛けなど、必要な配
慮や支援等をお願いします。
〇対象者
　日常生活や災害時などに配慮や支援を必要とする方
※障害の有無や障害者手帳の有無は問いません。
※配布時に簡単なアンケートの記入があります。
〇配布窓口・問合せ
　福祉課　　　　　☎ 33-5619
　市来庁舎市民課　☎ 21-5117

〇補助金額の見直し（10月受付分より）
①店舗リフォーム補助金
・店舗の改装補助�上限 30万円→ 20 万円
　　�市内ですでに 1 年以上販売等を行っている小
規模事業者が市内業者を利用して行う店舗のリ
フォームが対象。

②空き店舗等活用補助金
・店舗改装経費　上限 30万円→ 20 万円
・家賃等補助　最初の6か月間：上限3万円→2万円
　　　　　　　7～24か月間：上限1.5万円→１万円

　市内空き店舗（空き家含）を活用し、新規に出店す
る方への店舗等改装経費と家賃の一部が対象。
※�対象の業種など、その他の要件がありますので、事
前にご相談ください

〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

店舗リフォームならびに空き店舗等活用
促進事業補助金の見直しについて

ヘルプカードの配布について

●子どもがオンラインゲームで課金し高額請
求を受けるケースでは、親のクレジット
カード情報を勝手に使用してしまうほか、
最近では携帯電話のキャリア決済を無断
で利用してしまうケースも見られます。

●クレジットカードやキャリア決済のパスワー
ド等の管理には十分注意しましょう。利用
ごとに通知をもらう設定をし、利用状況を

確認するのも一つの方法です。
●周囲の大人は、ゲームの料金体系や決済
方法等を理解し、日ごろから子どもとゲー
ムの利用ルールについてよく話し合いま
しょう。

●困ったときは、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）。

携帯電話会社から、キャリア決済
の支払額が限度額の10万円を超え

たという通知が届いた。家族に聞くと、小学生の娘
が私のスマートフォンでオンラインゲームをしてい
たことが分かった。こっそり盗み見たパスワードを
入れてゲームをダウンロードし、課金したという。
娘は、お金を払っているという感覚もなくゲームを
進めていたようだ。（当事者：10歳女児）
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　本年 10月１日に予定されている消費税率引上げの際には、軽減税率制度が実施され、税率８％、10％、双方
の商品を取り扱う事業者の方は様々な対応が必要になります。
　こうした事業者の方を支援するため、国において軽減税率に対応するためのレジや受発注等のシステムの改
修・導入に対する国の補助金があります。補助金には期限がありますので、早めの対応をお願いします。
〇問合せ　軽減税率対策補助金事務局　☎ 0120-398-111

　地方バス冠岳・野下線、いきいきバス冠岳線は本年 10月 1日から廃止となります。それに伴い、冠岳・生福・
上名地区と串木野市街地を結ぶ、いきいきタクシーを運行します。（予約制あい乗りタクシー）

いきいきタクシー冠岳・生福・上名線

〇運行計画

〇運行時刻

いきいきタクシー川上・大里線　（乗降場所と運行便数を追加しました）

〇運行計画

　※串木野市街地３か所は酔之尾、酔之尾西、南洲整形外科前。
〇運行時刻

【利用料金、予約等】
〇利用料金　大人 300円、小人・障がい者等 150円、１歳未満無料
〇運 休 日　毎週日曜日、1月 1日～ 3日運休
〇予　　約　第一交通（株）　☎ 32-2128

■公共交通に関する職員による出前講座のご案内
　昨年度、市では地域にとって望ましい公共交通のあるべき姿を計画書としてまとめました。今年度から、
見直しの内容等について地域への説明会を開催しています。あわせて公共交通の利用の仕方や乗り方を紹介
する出前講座を開催しています。５名以上の利用があれば職員が出向き講座を行います。
　ぜひご利用ください。

〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

公共交通の見直しについて

消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金について

路　　　　線 運行日 便　数 運　行　区　間

冠岳・生福・上名線 月～土 １日３往復 冠岳・生福・上名地区（自宅等）～串木野市街地の
乗降場所 40か所（既存のバス停）

行　　　先 便名 出発時間 到着時間 予約時間

串木野市街地行き
１便 ６：45～７：00 ７：15～７：30 前日 20：00まで
２便 ９：00～９：15 ９：30～９：45

出発時間の
1時間前まで

３便 14：30～ 14：45 15：00 ～ 15：15

冠岳・生福・上名地区
郊外行き

１便 10：30～ 10：45 11：00 ～ 11：15
２便 12：00～ 12：15 12：30 ～ 12：45
３便 17：45～ 18：00 18：15 ～ 18：30

行　　　先 便名 出発時間 到着時間 予約時間

市来市街地行き
１便 ８：00～８：15 ８：30～８：45 前日 20：00まで
２便 ９：30～９：45 10：00 ～ 10：15

出発時間の
1時間前まで

３便（追加） 13：00～ 13：15 13：30 ～ 13：45

市来地域・海瀬地区
郊外行き

１便 11：30～ 11：45 12：00 ～ 12：15
２便 14：00～ 14：15 14：30 ～ 14：45

３便（追加） 16：00～ 16：15 16：30 ～ 16：45

路　　　　線 運行日 便　数 運　行　区　間

川上・大里線 月～土 １日３往復 川上・大里地域・海瀬地区の郊外地区～市来市街地の
乗降場所 16か所、串木野市街地３か所（追加）
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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、材料費は実費自己負担）
〇申込み　９月 25日（水）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。

本市の串木野新港を発着、「フェリーニューこしき」を利用した一泊二日甑島ツアー参加者を募集します。
〇参加資格　市内在住者
〇日　　程　10 月５日（土）～６日（日）
〇募集定員　20 名（先着順で定員になり次第締切）
※行程、旅行代金等、詳細は総合観光案内所へお問い合わせください。市役所串木野庁舎及び市来庁舎のロビー
にもパンフレットを設置しています。

団体でのご利用について

　甑島航路の利用促進や経済活性化を目的に、市内の各種団体（１団体 20名以内）を対象とした甑島島民との
交流事業に助成を行っています。
〇助 成 額　１人 5,000 円（小人 2,500 円）
※旅行、視察等のモデルコースや交流イベント等の内容については、総合観光案内所へご相談ください。
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/

市国際交流員のメラニー先生と一緒に日常英会話
を楽しく学びましょう。
〇日　　時　10/4、10/18、11/15、11/22
　　　　　　11/29、12/6（金曜日�全６回）
　　　　　　各日とも 19：00～ 20：00
〇場　　所　中央公民館　２階小会議室
〇対 象 者　市内に居住または勤務している方
〇定　　員　15名
〇受 講 料　無料
〇申 込 み　�社会教育課、中央公民館、いちきアクア

ホールにある申込書に記入し、備え付け
のポストに投函、または電話・FAXで氏
名・住所・電話番号・年齢などをお知ら
せください。（FAX�36-5044）

〇申込期限　９月 19日（木）
※定員を超えた場合は初心者優先とし、それ以外は抽
選。申込結果は、各人に通知します。

※申込者が少ないときは開講しない場合があります。
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5128

文化祭に出演する団体・個人を募集します。
〇日　　時　11月3日（日）�
〇場　　所　市民文化センター
〇出演時間　１団体・個人　10分程度
　　　　　　※文化協会加盟団体を除く
〇出演条件　特になし
〇応募方法　�申込用紙は社会教育課、図書館本館、ア

クアホールにあります。提出も同場所
へ。なお、土日・祝日は社会教育課以外
の場所へ提出してください。

※応募多数の場合は、選考により決定します。
〇応募期限　９月 17日（火）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5113

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）

正 し い
ウ ォ ー キ ン グ

10/9（水）
10：30～ 11：30

15 名
姿勢と歩き方を整え、歪みのない体でウォーキング
し、美しい体に導きます。

と ん ぼ の
ブ ロ ー チ

10/29（火）、10/30（水）
10：00～ 11：30

15 名
ちりめんで可愛いトンボのブローチを作ります。（は
さみ、糸、400 円）

甑島航路活性化推進事業「気軽に船旅！こしきしまツアー」募集のご案内

令和元年度文化祭出演者募集 「大人の楽しい英会話教室」
受講生募集

10 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


