
引越しや大掃除等で出る多量のごみは、環境セン
ターに直接（有料）持ち込むようにしましょう。
※テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類
乾燥機の処分は、購入店か特定家電引取場所に持ち
込んでください。（有料）

※詳しくは『ごみの正しい分け方・出し方』（平成 27
年配付冊子）、市ホームページをご覧いただくか、
次へお問い合わせください。

〇問合せ　生活環境課　　　　　☎ 33-5614
　　　　　串木野環境センター　☎ 32-2388

令和 2年度の燃えるごみと資源ごみの収集日が変
更になる地域があります。
〇燃えるごみ　日出町、浜ケ城
　　　　　　�4 月から火曜日、金曜日収集になり

ます。
　　　　　　　※浜ケ城の一部は変更ありません。
〇資 源 ご み　荒川地区、羽島地区、土川地区
　　　　　　　�4 月の収集日が、1日（水）、15日（水）、

27日（月）になります。
〇その他
・燃えるごみの収集業務は、令和 2年度から委託業
者が行います。

・収集ルート、時間はごみの排出量等により変わり
ますので、朝 8時 30分までに出してください。

〇問合せ　串木野環境センター　☎ 32-2388

異動シーズンを迎えるにあたり、次のとおり土曜
日・日曜日の窓口を開設します。取り扱う業務は、住
民票の異動に伴う転入転出に関係する業務のみです。
なお、今回の窓口開設は、串木野庁舎のみで、市来

庁舎では行いませんのでご注意ください。
〇窓口の開設日時
　3月 28日（土）・29日（日）
　4月 4日（土）・5日（日）
　各日とも 8：30～ 17：00
〇窓口を開設する課
　市民課　☎ 33-5611　�　健康増進課　☎ 33-5613
　税務課　☎ 33-5682　�　福祉課　　　☎ 33-5618
　土木課土木総合窓口係（水道関係）　　☎ 33-5679

ごみ収集が一部変更になります
市では65歳以上の方々が、元気で健康的な生活を

送るための支援事業として「高齢者元気度アップ・ポイ
ント事業」を実施しています。これは、自主的に健康づ
くりや社会参加活動に参加するとポイントがもらえるも
ので、貯まったポイントは地域商品券と交換できます。
参加希望者は、説明会への出席と登録が必要です。

社会福祉協議会へ事前に電話で申し込んでください。
〇対 象 者　65 歳以上の市民
〇申込締切　3 月 18 日（水）
〇説 明 会　・串木野高齢者福祉センター　
　　　　　　　3月 25日（水）10：00～　
　　　　　　　4月�1 日（水）10：00～　
　　　　　・市役所（市来庁舎）１階会議室
　　　　　　　3月 26日（木）10：00～　
　　　　　　　4月��2 日（木）10：00～　
　　　　　※受付 9：30～（2会場とも）

〇申込・問合せ　いちき串木野市社会福祉協議会　☎ 32-3183

引越すときは水道使用の開始・休止の手続きが必要
です。必ず窓口に届け出てください。
〇使用開始届
　印鑑持参で届け出てください。（代理可）

〇使用休止届　
　引越しの日程が決まったら、2～ 3日前までに届
け出てください。（電話可）

〇問合せ・届出先
上下水道課（市来庁舎）　☎ 21-5155
土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）　☎ 33-5679

住所を変更した場合は、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。
〇届出に必要なもの
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
・印鑑
・マイナンバー（個人番号）カード（※）または通知カード
・住民基本台帳カード（※）
※持っている方のみ。暗証番号が必要です。

〇問合せ　市民課　　　　　☎ 33-5611
　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5114

引越しなどの多量ごみについて
引越すときは水道の開始・休止届を忘れずに

引っ越す時は住民異動届を出しましょう土曜日・日曜日の窓口開設

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者の募集
（ポイントカードの発行について）
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〇子育て支援モバイルサービスとは・・
　スマホや携帯で、子ども一人ひとりにあわせた予
防接種のスケジュールを自動調整してくれるサー
ビスです。さらに、予防接種日が近づくと、メール
でお知らせをします。

〇その他にも・・
・子どもの健診や教室についてもメールでお知らせ
が届きます。

・市からの様々な情報を見ることができます。
・子どもの成長を記録できます。
・万が一、母子手帳を紛失した際のバックアップに
なります。

〇登録方法
　登録方法は簡単で、右の QR
コードをスマホや携帯で読み
取り、手順に従い必要な情報を
入力するだけです。登録内容
は、個人を特定できない内容に
なっており、登録は無料です。
（通信費、パケット代は利用者の負担となります。）
　大切な予防接種を逃さないためにも、子育て支援
モバイルサービスをぜひ利用ください。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現
を目指して、国・地方公共団体・関係団体では、3月
に自殺対策強化月間として様々な普及啓発を行いま
す。
「悲しい」「つらい」「苦しい」「助けて」の声やサイ
ンに『気づく』ことが大切です。『耳を傾けて聴き』、
『労い』、『温かく見守って』、必要な支援機関につない
でください。

〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

毎年 3月 11 日から 4月 10 日は「危険ドラッグ・
シンナー等乱用防止強調月間」です。
危険ドラッグを乱用すると、おう吐やけいれん、意

識消失などが起き、死亡に至ることもあります。また、
精神に影響を及ぼし、自分の意志で乱用をやめること
ができなくなる可能性もあります。危険ドラッグは大
変危険な薬物なので、好奇心などから安易に手を出し
たら絶対にいけません。
家庭、学校、地域などそれぞれの立場で、危険ドラッ

グ等の薬物乱用防止に努めましょう。
〇問合せ　伊集院保健所　☎ 099-273-2332
　　　　　鹿児島県くらし保健福祉部薬務課
　　　　　☎ 099-286-2804

医師等免許の申請・交付手続きを串木野健康増進セ
ンターで実施しています。
申請・交付手続きができる免許は、次の 8種類です。

　・医師　・歯科医師　・診療放射線技師
　・理学療法士　・作業療法士　・臨床検査技師
　・衛生検査技師　・視能訓練士
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準額以下の
年金受給者を支援するために支給されます。
対象者には、日本年金機構から手続きの案内が届い

ています。受け取りには、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。
また、平成 31年 4月 2日以降に、それまで同世帯で

あった課税者の死亡や転出等がある方は、給付金の支給
対象になる場合がありますのでお問い合わせください。
〇問合せ　市民課　　　　　☎ 33-5612
　　　　　川内年金事務所　☎ 22-5276

鹿児島県警察では、警察官Ａ（大学卒）採用試験の
受験者を募集します。
〇受付期間
　【インターネット】3月 16日（月）～ 4月 6日（月）
　【持参・郵送】　　　3月 16日（月）～ 4月 8日（水）
〇第一次試験日　5 月 9日（土）・10日（日）
※受験資格・受験手続等の詳細は、鹿児島県警察ホー
ムページをご覧になるか警察本部、警察署へお問い
合わせください。

〇問合せ
　鹿児島県警察本部警務課採用係　☎ 099-206-0110
　いちき串木野警察署警務課　　　☎ 33-0110

大切な予防接種を逃さないために 危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間

医師等免許の申請・交付手続き

年金生活者支援給付金の請求をお忘れなく

警察官Ａ（大学卒）採用試験

3月は、自殺対策強化月間です

★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
　��支援情報検索サイト���で　検索

★よりそいホットライン（24時間対応）
　フリーダイヤル　0120-279-338
　FAX　03-3868-3811

★心の健康相談日（要予約）毎月第2または第 4月曜日
　日時　3月 9日（月）9：00～ 12：00
　場所　串木野健康増進センター
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〇１人当たりにかかる医療費は県内1位の高額
平成 30年度のいちき串木野市国保総医療費は、約 34億 1,160 万円です。
国保加入者１人当たりにかかる医療費は、53万 6,584 円で県内では最も高額であり、近年県内１位か２位が

続いています。
医療費を分析した結果、高医療費の原因は生活習慣病や糖尿病によるものです。
その対策として、市では病重症化予防事業を実施していますが、まずは健康づくりの第一歩として、特定健診

を受診し、病気の早期発見・早期治療につなげることが大切です。日頃の健康づくりにも市民一人ひとりが積極
的な取組みをしていただくことで、医療費の低減化を図っていきます。

〇国保財政について
国保は、平成 30年度から県と市町村の共同運営となり、保険給付（医療費）にかかる費用が県から交付され、

医療費に見合った保健事業費納付金を県に納める必要があります。
国保財政の収入である国保税は、加入者や所得の減により、毎年減少しています。一方で医療費は上の表のと

おり伸び続けているため、納付金額も増加し、国保財政は赤字が続いています。
この赤字は、これまで基金を取り崩して穴埋めしており、令和元年度は約 5,700 万円を見込んでいます。こ

のまま医療費が伸び続けると、基金はあと２～３年で枯渇する恐れがあります。

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

国民健康保険の現状

・１人当たり国保税の調定額推移

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

74,710 円（19市中 14位） 73,305 円（19市中 16位） 83,005 円（19市中 11位）

・基金額の推移

年　　度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込）

取崩し額 1億 2,200 万円 なし 5,700 万円（見込）

残　　高 約 4億 700 万円 約 4億 700 万円 約 3億 5,000 万円（見込）

439,783円

455,675円
471,376円

485,624円
498,210円

506,982円
514,501円

362,410円

369,295円
381,547円

393,564円
415,772円

419,492円
430,469円

301,900円

307,500円
314,700円

321,100円
333,300円

332,000円
333,900円

250,000円
300,000円
350,000円
400,000円
450,000円
500,000円
550,000円
600,000円

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

１人当たり医療費の推移

いちき串木野市 県平均 国民医療費

536,584円
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水田で加工用米、飼料作物、販売用の野菜等を生産
した方には、国から交付金が交付されます。
次の日程で令和 2年度交付金申請受付を行います

ので、申請する方は、印鑑をご持参のうえ、お越しく
ださい。初めて申請する方は、事前に農政課までご連
絡ください。
〇日　程　・3月 17日（火）10：00～ 16：00
　　　　　　串木野庁舎　地下大会議室
　　　　　・3月 19日（木）10：00～ 16：00
　　　　　　市来庁舎　1階会議室
〇交付金額（一部抜粋）

※地域振興作物…飼料作物、いちご、にがうり、かぼ
ちゃ、ばれいしょ、レタス、たまねぎ、ヒバ

〇問合せ　農政課　☎ 33-5635

〇課題（ポスター・標語）
　①安心なインターネット社会の実現
　　～ＳＮＳ、メールの安全な利用～
　②子供・女性の犯罪被害防止
　　（標語のみ）暴力団排除の徹底～暴力団のいない
　　　　　　��　街づくり
　　（青パト写真）青色回転灯装備車の活動中の写真
〇応募資格　　どなたでも応募できます。
〇応募要領　　・ポスター　四切サイズのヨコ描き
　　　　　����・標　　語　�郵便はがきまたは同等のも

の 1枚にタテ書き 1点のみ
　　　　　���・カラープリント（Ａ 4）一人 5点まで

〇応募締切　　5 月 25 日（月）
〇入賞・表彰　�最優秀賞１名、優秀賞若干名に表彰状・副賞
〇応募・問合せ（公財）鹿児島県防犯協会
　　　　　　　〒890-8566鹿児島市鴨池新町10-１
　　　　　　　☎ 099-259-7884
※�応募用紙は、いちき串木野地区防犯協会（いちき串
木野警察署内）にもあります。

軽自動車税（種別割）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・譲渡し、現在、所有または使用

していない方は、3月 31 日までに申告をしてくださ
い。なお、期日までに届出のない場合は、引き続き令
和 2年度も課税されます。
また、市外に住所変更する場合も定置場所の変更手

続きが必要になります。
〇申告場所・問合せ
・原付（125㏄以下）、小型特殊自動車の場合は、
税務課市民税係（☎ 33-5616）または市来庁舎
市民課市民生活係（☎ 21-5116）へ。

　※�ナンバープレートと所有者の印鑑、車台番号等が
分かる書類を持参ください。名義変更の場合は、
新所有者の印鑑も必要です。

・上記以外の軽自動車は、（社）全国軽自動車協会
連合会鹿児島事務所（☎ 099-261-4011）へ。

令和 2年 4 月から、2ha 以下の農地転用許可に関
すること（農地法第 4条、第 5条）は、鹿児島県か
らの権限移譲により、農業委員会が許可を行うことと
なります。これに伴い、4月から農地法に係る各種申
請書類の締切日が、毎月 10日（土、日、祝祭日の場
合はその前の平日）までとなります。
〇問合せ　農業委員会事務局　☎ 33-5647

プレミアム付商品券の使用期限は 3月 31 日です。
商品券をお持ちの方は、市内取扱店で使用期限までに
使用してください。使用されなかった商品券は、払い
戻しできませんので、ご注意ください。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5638

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、令和 2年度水質検査計画書（案）を策定
しました。市内 6箇所で閲覧できますので、皆様の
ご意見をお寄せください。
〇閲覧場所
　・市来庁舎（上下水道課）
　・串木野庁舎（土木課土木総合窓口係）
　・羽島交流センター　・荒川交流センター
　・冠岳交流センター　・生福交流センター
〇閲覧期間
　3月24日（火）～3月30日（月）8：30 ～17：00
　※ただし、土・日・祝日を除く
〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5156

水田に転作作物を作付けする方は
書類の提出が必要です

2020年全国地域安全運動
モデルポスター・標語等募集

軽自動車等の廃車・異動の手続きはお済みですか

農地法に係る各種申請締切日の変更について

プレミアム付商品券の使用期限にご注意ください

令和2年度水質検査計画書(案)の公表

対象作物 10a あたり単価（予定）

加工用米（焼酎麹用米）　
※単年契約 43,500 円

加工用米（焼酎麹用米）　
※複数年契約 55,500 円

ＷＣＳ用稲 81,000 円

飼料作物 37,500 円

飼料作物（二毛作） 10,000 円

野菜・花き（基幹）
※地域振興作物の野菜花き
　は別途加算あり

7,000 円
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桜の名所、観音ケ池市民の森で春の息吹を感じて見
ませんか。
〇日　時　3 月 29 日（日）10：00～ 16：00
〇場　所　観音ケ池市民の森
〇内　容　地元特産品等販売・ステージイベント
〇その他　�市来運動場（臨時駐車場）から会場までシャ

トルバスを運行します。
〇問合せ　NPO法人いちき元気会�留盛
　　　　　☎ 090-2070-2899

海上での婚活はいかがですか。釣った魚を味わいな
がら、異性との交流を深めましょう。
〇日　　時　3 月 29 日（日）13：00～ 18：00
〇場　　所　串木野漁港ほか
〇対 象 者　20 歳以上の独身男女
〇定　　員　男女各 10名（先着順）
〇参 加 費　男性 5,000 円、女性 4,000 円
〇申込期限　3 月 26 日（木）
〇注意事項　�天候等の影響により、釣船が出港できな

い場合は、バーベキュー恋活に変更しま
す。

〇申込・問合せ　恋活 in いちき串木野実行委員会　
　　　　　　　　代表　須納瀬　☎ 080-8573-2922

オリンピックや国体種目でもあるアーチェリーを
体験してみませんか。小学生の全国大会優勝者のデモ
ンストレーションもあります。
〇日　　時　3 月 29 日（日）�① 10：00～ 11：30
　　　　　�　　　　　　　　② 13：00～ 14：30
　　　　　�　　　　　　　　③ 15：00～ 16：00
〇場　　所　袴田射場（袴田 2362-1）
〇対 象 者　どなたでも参加できます。
　　　　　　（小学生以上）
〇定　　員　各時間帯 10名（定員になり次第締切）
〇参 加 料　無料
〇準 備 物　�道具等は全て貸し出します。動きやすい

服装でお越しください。
〇申込方法　�下記QRコードの申込フォーム、または

電話にてお申し込みください。
〇申込期限　3 月 26 日（木）
〇問 合 せ　市アーチェリー協会　
　　　　　　中袴田　☎ 21-5172
　　　　　　（地域包括支援センター）

〇前夜祭　4 月 11 日（土）17：00～ 19：50
　冠岳（徐福）展望公園にて、湯神楽や田中星児ミ
ニコンサート等を開催。

〇本　祭　4 月 12 日（日）8：30～ 16：00
・地車曳行（生福地区内）
・多目的グラウンド会場催事
　　　�芸能、生福市、フリーマーケット、お楽しみ抽

選会等
〇地車引手を募集
・対象　小学生・中学生・高校生
・申込期限　3月 26日（木）
〇フリーマーケット等出店者募集
　申込期限　3月 25日（水）
〇申込・問合せ　生福交流センター　☎ 32-4869
　　　　　　　　（平日 9：00～ 15：00）
※詳細は生福地区まちづくり協議会のホームページを
ご覧ください。

〇対 象 者　�20 歳以上の市民で、観光や人との関わ
りが好きな方

〇活動地域　羽島、冠岳、照島、市来、麓など
〇活動内容　�現地でのガイド、各研修会や定例会、イ

ベント等の市ＰＲ活動
〇そ の 他　ガイド研修や講習もあります。
〇申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所
　　　　　　　　☎ 32-5256

　�フォトコンテスト 2019入賞作品展
　　　　　　�テーマ「想い」
・3月 15日（日）～ 3月 29日（日）
��薩摩金山蔵�金山ホール
��　野下 13665　火曜定休日　☎ 21-2110
・3月 30日（月）～ 4月 12日（日）
��サクラカネヨ�ソースギャラリー
��　大里 3868　木曜定休日　☎ 36-3121
〇問合せ　政策課　☎ 33-5672

第18回さくら祭り開催 釣り恋活参加者募集

アーチェリー体験教室参加者募集

第19回徐福花冠祭

いちき串木野観光ガイド会会員募集
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今年開催の燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
の標章及びマスコット等の使用は、目的に応じて日本
スポーツ協会または県実行委員会への申請手続きが必
要となります。詳しくは、県実行委員会ホームページ
をご確認ください。
本市国体オリジナルロゴマークの使用は申請等必

要ありませんが、データ等必要な場合は市実行委員
会事務局までお問い合わせください。なお、切絵師
青木文明氏デザインをご使用の際は、必ず市実行委
員会事務局までお問い合わせください。

〇鹿児島県実行委員会ホームページ
　https://kagoshimakokutai2020.jp/
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（直通）
　HP　http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/
　　　������������index.html

串木野弓道場（シルバー人材センター隣り）
〇日　時　4 月 7日（火）～毎週火曜日
　　　　　20：00～ 22：00　10回コース
〇対象者　中学生以上の男女（市内居住者）
※中学生及び高校生は、保護者の送迎が必要。
〇申込・問合せ　市弓道連盟　橋口　☎ 36-4614
市来弓道場（市来体育館近く）
〇日　時　4 月 16 日（木）～毎週木曜日
　　　　　19：30～ 21：30　10回コース
〇対象者　18 歳以上の一般男女（市内居住者）
〇申込・問合せ　市弓道連盟　濵田　☎ 36-3418
※いずれも費用は無料で、弓道具も貸与します。
※�上記以外の日時の教室の開催可否については、各申
込先にお問い合わせください。

〇日　時　4 月 11 日（土）13：30～
〇場　所　鹿児島県民交流センター　県民ホール
〇内　容　・第 1部　13：30～ 15：00
　　　　　　講演会「男女共同参画はなぜ必要か？」
　　　　　　講師：社会学者・東京大学名誉教授
　　　　　　　　　上野�千鶴子�氏
　　　　　・第 2部　15：10～ 16：30
　　　　　　講師と女性議員のディスカッション
〇参加費　1,000 円
〇問合せ　�鹿児島県内の女性議員を 100 人にする会

（平神）　☎ 090-4357-2459

〇講座名　つまみ細工で作る鯉のぼり
〇日　時　4 月 14 日（火）、4月 21日（火）
　　　　　各日とも 10：00～ 12：00
〇場　所　働く女性の家
〇対　象　�市内居住または、勤務している女性を優先

し、男性も受講できます。
〇定　員　20 名
〇内　容　（持ってくる物、材料費）
　　　　　�フレームに飾るつまみ細工の鯉のぼりを作

ります。（ピンセット、手芸用ボンド、定規、
はさみ、筆記用具、700 円程度）

〇受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）
〇申込み　�3 月 21 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。

〇日　時　3 月 26 日（木）～ 29日（日）
　　　　　各日とも 10：00～ 16：00
　　　　　※ 1日のみでも申し込みできます。
〇場　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　他
〇内　容　�体育館での各種スポーツ体験、ダンス体験

やアクロバット体験
〇対象者　小学生（4月から新 1年生になる方も対象）
〇定　員　30 名（定員になり次第締切）
〇参加料　1 日あたり 1,000 円
〇申込 ･問合せ　�3 月 13 日（金）までに参加料を持

参のうえ、Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　　　（☎ 32-8994）へ申し込みください。

国体標章及びマスコット等の使用について 弓道教室の開催

「女が変える地方政治」開催

働く女性の家いきいき女性講座受講生募集

Ｂ＆Ｇ「春のぜ～んぶギュッと
プログラム」参加者募集

　〇県実行委員会に申請が必要なロゴマーク（一部）

　〇いちき串木野市国体オリジナルロゴマーク

　〇切絵師青木文明氏デザイン
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