
市では、自治基本条例の運用状況を把握し、市民
自治によるまちづくりを推進するため、同条第32条
に規定する自治基本条例推進審議会の公募委員を募
集します。
〇募集人数 ４人以内
〇応募資格 平日昼間に開催する会議等に参加でき

る20歳以上の市民
〇任 期 ３年以内
〇委員の活動及び推進審議会の内容
・自治基本条例の趣旨や内容について認識を深める。
・自治基本条例の規定に基づく運用状況等の調査。
・推進審議会として意見や要望等を取りまとめ、市
長へ提言。

・推進審議会は概ね年２回以内の開催を予定。
〇募集期間 ２月23日(金)必着
〇応募方法 所定の応募用紙に、市の市民自治やま
ちづくりの推進に関する意見等とともに応募動機
を記入し、直接持参、郵便、またはファックスで
ご応募ください。応募用紙は串木野庁舎・市来庁
舎・羽島出張所にあります。

〇選考方法 書類審査で決定し、選考結果は応募者
全員に通知します。

〇応募・問合せ まちづくり防災課 地域振興係
☎ 33-5632(直通) FAX 32-3124

平成30年４月１日付けで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
者の皆様へ送付しました。
この通知書は、お子様が就学する学校を記した重

要な書類です。入学式当日に学校へ提出する必要が
あるので、それ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23日(金)までに必ず教育委員
会総務課（市来庁舎）へご連絡ください。

市立図書館では、図書業務に携わる臨時職員を募
集します。応募する方は、ハローワークを通じて市
立図書館またはいちきアクアホールへ履歴書を提出
してください。
〇業務内容 図書館業務全般（パソコン操作あり）
〇応募資格 不問
〇選考方法 面接（日時は後日連絡します）
〇募集期限 ２月16日(金)まで
〇問 合 せ ㈱図書館流通センター

いちきアクアホール事務所内 ☎21-5800

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、動脈硬化をすすめる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13日(火)・２月26日(月)
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、運動指導、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。

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。気軽にお越しください。
〇日時 ２月15日(木)13:00～15:30
〇会場 串木野高齢者福祉センター
〇内容 １．講話 「知って安心訪問看護サービス」

講師 訪問看護ステーションさくら
畑中勇二氏

２．介護者交流会など
〇費用 無料
〇対象 認知症の本人・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

１
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まちづくり防災課 (☎33-5632)
｢自治基本条例推進審議会」委員募集

社会教育課 (☎21-5113)
市立図書館の臨時職員募集

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

地域包括支援センター (☎21-5172)
かたいもんそ会(認知症の人と家族の会)のご案内

教育委員会総務課 (☎21-5126)

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～

送付対象となる児童・生徒の生年月日

新小学１年生 平成23年４月２日～平成24年４月１日

新中学１年生 平成17年４月２日～平成18年４月１日



２

総務課 (☎33-5625)
臨時職員募集のお知らせ

次のとおり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。応募は、１人につき１職
種です。
番
号 募集職種名 募集

人員 業務内容 勤務時間 資格等 賃金 担当課

① 歯 科 衛 生 士 １ 歯科保健に関するこ
と 8:30～17:00 歯科衛生士免許 月給

168,000円 健康増進課
☎33-3450

② 管 理 栄 養 士
(栄 養 士) １ 栄養士業務に関する

こと
8:30～17:00
週４日勤務

管理栄養士（栄
養士）免許

時給
850円

③ 環 境 セ ン タ ー
作 業 員（収 集） １ 塵芥収集業務

8:30～16:30
月22日程度
土曜祝日勤務有

普通自動車運転
免許

時給
830円

環境センター
☎32-2388

④ 市税滞納処分業務
補 助 員 １ 市税滞納処分業務補

助 8:30～17:00 パソコン操作 時給
830円

税務課
☎33-5615

⑤ 生活保護レセプト
点 検 員 １ 医療費レセプトの点

検及び分析業務 9:00～17:00
・医療事務（実務
経験１年以上）

・パソコン操作
時給
850円

福祉課
☎33-5620

⑥ 特 別 支 援
教 育 支 援 員 ２

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
(年間185日，
第２土曜の午
前中を含む)

普通自動車運転
免許

時給
850円

学校教育課
☎21-5127

⑦ 交 通 安 全 専 門
指 導 員 １

・交通安全教室
・広報活動
・事務補助

8:30～17:00
・パソコン操作
・普通自動車運転
免許(AT限定可)

月給
127,500円

まちづくり
防災課

☎33-5631⑧
原子力災害要支援
者･避難体制等実態
調 査 員

１

市内の各世帯を訪問
し、家族構成や原子
力災害時の避難先、
避難手段等について
の聞き取り調査

9:00～17:00
・パソコン操作
・普通自動車運
転免許（AT
限定可）

時給
830円

⑨ 営 農 指 導 員 １ 農業全般の営農指導 8:30～17:00
・営農指導経験者
・普通自動車運
転免許

・パソコン操作

月給
160,000円
賞与２月分

農政課
☎33-5635

⑩ 農地利用推進員 １ 農地利用推進業務、
中間管理事業業務

8:30～17:00
週４日勤務

・農地制度、農
業政策に精通
している者

・普通自動車運
転免許

・パソコン操作

月給
120,000円
賞与２月分

⑪ 幼 稚 園 教 諭 １ 保育業務 8:15～15:00 幼稚園教諭免許 時給
830円 教委総務課

☎21-5126
⑫ 学 校 主 事

(用 務 員) ６ 学校用務全般 8:15～16:45 普通自動車運転免許
時給
830円

⑬ 電 話 交 換 手 １ 電話交換 9:30～15:00 ― 月給
72,000円

総務課
☎33-5626

⑭ 薩摩藩英国留学生
記念館展示解説員 １

記念館館内業務
（ガイド・受付・事
務等）

原則
9:30～17:30
月20日程度
土日祝日出勤有
時差出勤有

パソコン操作
※英会話能力所
有者を優遇

日給
8,000～
8,400円

観光交流課
☎33-5640

⑮
公 用 車 運 転 手
(薩摩藩英国留学生
記念館送迎バス）

１
薩摩藩英国留学生記
念館利用者送迎車運
転と館内業務

原則
9:30～17:30
月20日程度
土日祝日出勤有
時差出勤有

大型自動車運転
免許

月給
120,000円



１月に実施された大腸がん郵送検診での元気度
アップポイントは、大腸がん検診結果票を３月11日
(日)までに次の窓口に提示した場合に付与します。
なお、その他のポイントの対象となる活動も３月

11日(日)までにお済ませください。
〇場 所 串木野健康増進センター ☎33-3450

串木野庁舎健康増進課 ☎33-5613
市来庁舎市民課 ☎21-5117

「特定健康診査情報提供票」のかかりつけ医療機
関への提出期限は２月28日(水)です。未提出の方は、
期限内に提出してください。特定健康診査情報提供
票」を医療機関へ提出すると、特定健診を受診した
ことになります。
なお、いちき串木野市国保の資格を喪失したら、

「特定健康診査情報提供票」は使用できません。

３

健康増進課 (☎33-5613)

国民健康保険「特定健診の情報提供票」の
提出期限は２月28日です

串木野健康増進センター (☎33-3450)

大腸がん郵送検診の
元気度アップポイントについて

〇雇用期間 ４月１日～平成31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 市税等を滞納していない方
〇応募手続 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。
※障害者手帳をお持ちの方は、手帳の写しを添付してください。

〇受付期間 ２月５日(月)～２月19日(月) ※土・日曜日、祝日を除きます。
〇受付時間 8:30～17:00
〇選考方法 面接（日時は後日連絡します）

⑯ 介護認定調査員 ２

要介護認定申請に基
づき、高齢者等の自
宅を訪問し、日常生
活動作や認知症の状
況等の確認

9:00～17:00

・普通自動車運
転免許

・社会福祉施設
や医療機関等
での介護・看
護の実務経験

月給
168,000円

健康増進課
☎33-5673

⑰ 障害者基幹相談支
援センター相談員 １

・障害者相談支援
・事業所との連絡・
調整
・障害区分認定調査
など

9:00～17:00

・社会福祉士
(施設等で実務経
験のある方)

・普通自動車運
転免許

月給
200,000円

福祉課
☎33-5619

⑱ 民生委員協議会
事 務 員 １

民生委員協議会事務
局の運営
(会議や行事の資料作
成,経理事務など)

9:00～17:00
週４日勤務

・パソコン操作
(エクセル･ワード)
・普通自動車運
転免許

時給
740円

福祉課
☎33-5618⑲ 家庭児童・母子・

父 子 相 談 員 １

・児童の家庭生活上
の諸問題に関する
相談、指導等
・要保護女子父子の
指導、相談等

8:30～17:00
週３日勤務

・教員免許を有
し、業務内容
に関し専門的
知識及び経験
を有する方

・普通自動車運
転免許

月給
102,000円

⑳ 福祉課窓口職員 １
・福祉課窓口受付
・医療費助成制度申
請等受付
・事務補助ほか

8:30～17:00
・パソコン操作
(エクセル･ワード)
・普通自動車運
転免許

時給
830円

㉑ 保 育 士 ２ 保育業務 8:30～17:00 保育士資格 日給
6,900円

生福保育所
☎32-3359

㉒ 農政課臨時職員 １ 換地・清算業務等
事務補助 9:00～17:00

・パソコン操作
・普通自動車運
転免許

時給
740円

農政課
☎21-5123

㉓ 農政課臨時職員 １ 土地改良区事務補助
賦課金徴収業務等 9:00～17:00

・パソコン操作
・普通自動車運
転免許

時給
740円

農政課
☎33-5636



ニュースポーツとは、子どもから年配の方まで気
軽に楽しく健康・体力づくりが出来る生涯スポーツ
のことです。やり方とルールは健康運動指導士が説
明します。お好きな種目だけ行う事も出来ます。開
催中の都合の良い日にお越しください。
〇日時 ２月７日(水)～３月14日(水)の毎週水曜日

全６回
10:00～11:30

〇場所 総合体育館
〇費用 無料
〇種目 ・ワナゲ ・スカットボール

・ディスゲッター ・ラダーゲッター
〇準備するもの ・動きやすい服装

・室内用シューズ
〇申込み 不要
〇問合せ 地域おこし協力隊 花田 ☎33-3450

高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする方のう
ち、次の方を対象に３月末日まで予防接種費用の一
部助成を行っています。
〇助成対象者（年齢は平成30年４月１日現在）

５年以内に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたこ
とがなく、次の①②③のいずれかに該当する方
①65歳、70歳、75歳の節目年齢の方
②76歳以上の方
③60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害を有する方

※②③に該当する接種希望者は、串木野健康増進セ
ンターにご連絡ください。

※過去５年間の接種歴が分からない方は、かかりつ
け医等に確認相談してください。平成26年10月以
降の接種歴は、串木野健康増進センターでもわか
ります。

〇自己負担額 3,800円
〇助成期限 ３月末まで
〇実施医療機関 協力医療機関
※本市外の医療機関で接種する場合や、不明な点に
ついては串木野健康増進センターへお問い合わせ
ください。

健康運動指導士に総合体育館のトレーニングマシ
ンの使い方を習いませんか。各マシンは重さ・ス
ピードの調整が簡単にでき、体力に合わせ安全かつ
効果的にトレーニングが行えます。希望者は、次の
日時に総合体育館トレーニングルームに直接お越し
ください。
〇日 時 ２月～３月の毎週木曜日 13:00～17:00

18:00～21:00
〇費 用 トレーニングルーム利用料１時間100円
〇申込み 不要
〇問合せ 地域おこし協力隊 花田 ☎33-3450

〇日 時 ２月９日(金) 9:00～11:00
〇場 所 いちき串木野市役所 市来庁舎
〇献 血 量 400ml
〇献血年齢 18歳～69歳（男性は17歳から）
※65歳以上の献血については、献血する方の健康
を考慮し、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

〇受付期間 ２月８日(木)～３月２日(金)
〇訓練科目 情報電子科 デザイン製版科

建築設計科 ＯＡ事務科 アパレル科
造形実務科

〇応募資格 ・修了後就業の意志がある方
・障がいの症状が固定している方
・訓練及び集団生活に支障のない方等

〇試 験 日 ３月12日(月)
〇願書提出先 ハローワーク伊集院

願書（指定用紙）は問い合わせ先に
準備してあります。

〇入校料・授業料 無 料
※手帳をお持ちでない方や詳しいことについては、
お問い合わせください。

〇問 合 せ
・ハローワーク伊集院 ☎099-273-3161
・鹿児島障害者職業能力開発校 ☎44-2206
〒895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432番地

４

串木野健康増進センター (☎33-3450)
高齢者肺炎球菌予防接種について

串木野健康増進センター (☎33-3450)
献血のお知らせ

串木野健康増進センター (☎33-3450)

地域おこし協力隊のニュースポーツで
健康・体力づくり

串木野健康増進センター (☎33-3450)

地域おこし協力隊のトレーニングマシンで
健康・体力づくり

福祉課 (☎33-5619)

平成30年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生募集



木原墓地貯水槽清掃のため、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13日(火) 8:00～17:00

〇申告期間 ２月16日(金)～３月15日(木)
（土・日・祝日を除く）

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マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
②印鑑
③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

④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。（該当者のみ）

・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)のいる世帯は、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。

車検証の初度検査年月欄が平成17年３月以前の車
両は、平成30年度から次の税額となります。

※表に記載のない車種の税額は変わりません。
※課税対象は４月１日時点登録の所有者等です。

海上保安部では、２月４日(立春)から３月21日(春
分の日)の間、「春一番による海難防止強調運動」を
実施します。事故防止のポイントを守り、海難事故
の未然防止に努めましょう。
〇事故防止のポイント
①春一番等の急激に発達した低気圧に関する情報
の早期把握及び継続的な情報収集

②出港自粛、早期避難及び万全な保船対策
③避泊場所の事前調査
④海の安全情報の利用促進
⑤連絡体制の確立
⑥資機材等の流出防止対策
⑦救命設備点検と使用方法の習熟
⑧命を守るための3つの基本「ライフジャケット
の常時着用、防水パック入り携帯電話の確保、
１１８番の有効活用」

〇問合せ 串木野海上保安部 ☎32-2362

今年度、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させてい
ない方は、動物病院で必ず接種させてください。
生後91日以上の犬を新たに飼った場合は、狂犬病

予防法により登録(生涯１回)と狂犬病予防注射(年
１回)が義務づけられています。
また、飼い犬が死亡した場合や住所が変わった場

合、他人に譲った場合は、市町村の窓口に届出が必
要です。
なお、市外へ転出する場合は、新しい住所地の市

町村役場へ届け出てください。

５

生活環境課 (☎33-5614)
今年度の狂犬病予防注射はお済ですか？

生活環境課 (☎33-5614)
木原墓地 断水のお知らせ

税務課 (☎33-5616)

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)
13年経過した軽自動車税の金額が変わります

～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申

告・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。

まちづくり防災課 (☎33-5631)
春一番による海難防止強調運動

車種 税額

四輪乗用
自家用 12,900円
営業用 8,200円

四輪貨物
自家用 6,000円
営業用 4,500円

三 輪 4,600円



昨年から、「法廷相続情報証明制度」が始まってい
ます。これは、亡くなった方の法定相続人が誰であ
るかを法務局が証明することで、各種相続手続きの
際、それぞれの窓口に戸籍謄本等を何度も提出する
必要がなくなるものです。
証明を受けるには、戸籍謄本等を法務局に提出す

る必要があります。
詳しくは、お問い合わせください。

〇問合せ 鹿児島地方法務局川内支局 ☎22-2300

〇家 賃 25,000円
児童１人につき1,000円の助成があります。

〇入居基準（主なもの）
・持ち家がないこと
・15歳以下の養育する児童がいること
（妊娠中も含む）

・現在、荒川地域以外に居住していること
・市税・水道料金などの滞納がないこと
・入居者及び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27日(火)必着

〇抽 選 日
３月７日(水)10:00～ 串木野庁舎２階会議室

〇入居予定日
４月１日(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）

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・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
(ウッドタウンは２台まで）

・連帯保証人（２人）
〇申込期限
・ウッドタウン(新築) ２月27日(火)必着
・ひばりが丘団地 ２月20日(火)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
・ウッドタウン（新築）
３月７日(水)10:00～串木野庁舎２階会議室

・ひばりが丘団地
２月28日(水)10:00～串木野庁舎２階会議室

〇入居予定日
・ウッドタウン(新築)４月１日(日)
・ひばりが丘団地 ３月７日(水)

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)

６

都市計画課 (☎21-5154)

中学生以下の子どもがいる
入居希望者を募集します

市民課 (☎33-5612)
相続手続きを簡単にする制度が始まっています

都市計画課 (☎21-5154)
市営住宅入居者募集

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身

入居
ウッドタウン
(脳神経外科
近く)

平成29年度
２戸(新築)

木造平家建
３ＤＫ
水洗トイレ

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

不可

平成２年度
１戸

耐火３階建(３階）
３ＤＫ
水洗トイレ

不可

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構造・設備

荒川地域振興住宅
(荒川小学校近く)

平成29年度
２戸

木造平家建・
３ＤＫ・
水洗トイレ



鹿児島県最低賃金（地域別最低賃金）

特定最低賃金（産業別最低賃金）

注）百貨店、総合スーパーの最低賃金額は平成29年度
は改正がありませんでした。このため、平成29年
10月１日から最低賃金737円以上の支払が必要です。

○鹿児島県最低賃金は県下の全ての労働者に適用さ
れます。ただし、別に定める特定最低賃金（産業
別最低賃金）の産業に該当する場合は、各産業別
最低賃金が適用されます。

○最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべて
の労働者に適用され、使用者は労働者に対して最
低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

○最低賃金には次の賃金は算入されません。
・臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
・一月を超える期間ごとに支払われる賃金
（賞与など）

・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

〇最低賃金に関する問合せ
鹿児島労働局 賃金室 ☎099-223-8278
鹿児島労働基準監督署 ☎099-214-9175
最低賃金テレフォンサービス ☎099-223-8881

地域や各種団体などでの話し合いが、より良い場
となり、地域づくりに活かされることを目的として、
ワークショップによる話し合いの基本的な進め方を
学ぶ勉強会を開催します。
〇日 時 ２月14日(水) 19:30～21:00
〇会 場 羽島交流センター２階会議室
〇参加人員 20名
〇申込期日 ２月９日(金)
〇申込・問合せ 羽島地区担当職員

木場 ☎090-5286-9467
詳細はFacebookイベントページ「第２回羽島で地
域づくり勉強会」をご覧ください。

本市および隣接市にある西郷隆盛や薩摩スチュー
デントなど幕末ゆかりの地をバスで巡ってみません
か。ボランティアガイドや現地スタッフの案内や解
説も付きます。
〇期 日 ２月25日(日)
〇申込締切 ２月11日(日)
〇定 員 20名 (応募多数の場合は抽選)

最少催行５名
〇料 金 中学生以上 2,000円、小学生1,800円

（バス代・昼食代・施設入館料込み）
〇行 程
JR伊集院駅南口(9:00出発)～薩摩藩英国留学生
記念館～羽島ごはん処たもいや｡(昼食)～西郷隆
盛のあしあと(萬福池)～川内とれたて市場～川内
高城温泉街～藤川天神～食彩の里いちきくしきの
～伊集院駅(17:15頃解散)

〇そ の 他 お客様の都合による申込取消は、所定
の取消料が発生します。

※串木野駅前・市来駅前からも乗車できます。
〇問 合 せ いちき串木野市総合観光案内所

☎32-5256
http://ichiki-kushikino.com/

NHKBSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅2018
～春の旅」鹿児島編（４/９～４/13放送予定）では、
旅人（俳優 火野正平）が皆様の心にある風景を訪ね
る旅番組を制作するにあたり、皆様のこころの風景
とエピソードを募集しています。
〇募集期限 ２月26日(月)(必着)
〇募集内容 こころの風景とエピソードなど
〇投稿方法
①はがき・封書
〒150-8001 ＮＨＫ「こころ旅」係へ(住所不要)

②ＦＡＸ 03-3465-1327
③番組ＨＰ http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

〇問 合 せ
ＮＨＫふれあいセンター ☎0570-066-066

７

まちづくり防災課 (☎33-5632)
第２回羽島で地域づくり勉強会の開催

水産商工課 (☎33-5638)
ご存じですか鹿児島県の最低賃金

観光交流課 (☎33-5640)
にっぽん縦断「こころ旅」のエピソードを募集

観光交流課 (☎33-5640)

明治維新150周年日帰りモニターツアー第2弾
｢幕末ゆかりの地“薩摩の西へGO(郷)!”」参加者募集

最低賃金額（時間額） 効力発生日

737円 平成29年10月１日

産業名 最低賃金額
（時間額） 効力発生日

電子部品･デバイス･
電子回路、電気機械
器具、情報通信
機械器具製造業

765円 平成30年
１月６日

自動車(新車)小売業 799円 平成29年
12月22日



８

●ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
●行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが
自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語
を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさ
せようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番
号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
●このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
●少しでも不安に思ったときは、いちき串木野市消費生活センター(☎
33-5638)または消費者ホットライン(188)にご相談ください。

「総合消費料金に関する訴訟最終告知」という
ハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書
かれており、怖くなってハガキに書いてあった
電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物

の代金を支払っていないため、企業から訴えられて
いる。弁護士に確認したが取り下
げに間に合わないので、示談金と
して10万円をコンビニで支払うよ
うに」と言われた。全く身に覚
えがないのに支払わなければなら
ないのか。 （60 歳代 女性）

相談急増
ハガキによる架空請求

見守り
新鮮情報

本市の今後10年間の再生可能エネルギーを活用した「環境維新のまちづくり」を目指し、その基本的な方
針となる「いちき串木野市地域創生エネルギービジョン（素案）」を作成しました。市民の皆様のご意見を募
集しています。
〇募集期間 ２月16日(金)（必着）
〇閲覧場所 政策課(串木野庁舎)、市民課(市来庁舎)、市のホームページでご覧いただけます。
〇そ の 他 詳しくは政策課へお問い合わせください。

※寄せられたご意見へ個別回答は行いません。また、ご意見は、個人情報を除き公開が前提で
すので予めご了承ください。

政策課 (☎33-5628)
地域創生エネルギービジョン（素案）に対する意見を募集しています



市ではビブリオバトル大会を開催します。ビブリ
オバトルとは発表者がそれぞれ、決められた時間内
に本の紹介をし、来場者が一番読みたいと感じた発
表者に投票し、優勝を決める書評合戦です。ぜひ、
ご来場いただき新しい本との出会い、読書の素晴ら
しさに触れてみませんか。
〇日 時 ２月25日(日) 9:30～12:00
〇会 場 いちきアクアホール アリーナ
〇観 覧 料 無料
※来場者は全員審査員として投票できます。

〇日 時 ２月23日(金) 19:15～20:00
（受付 19:00～）

〇場 所 消防本部 ２階会議室
〇定 員 20名
〇対象者 市内に居住または勤務（在学）している

小学生高学年以上の方
〇受講料 無料
〇申込み ２月20日(火)までに消防本部救急係へ住

所、氏名等をお知らせください。

〇日 時 ２月23日(金)～25日(日) ※２泊３日
〇場 所 羽島交流センター
〇対 象 者 市内の小学４年以上の小・中・高校生
〇内 容

地域力を活かした宿泊学習を通して、様々な体
験をしてみよう！
※携帯電話等電子機器から離れた生活体験
※避難所宿泊及び非常食体験
１日目 オリエンテーション・アイスブレイク
２日目 羽島史跡巡りウォークラリー

夕食（非常食体験）
講演（東日本大震災の被災地体験談）
避難所運営体験
(段ボールベッド･段ボール仕切り作成等)

３日目 青年学級生の話（地域活動について）
グループワーク（塾を通して学ぶこと）

〇定 員 25名
〇参 加 料 １人 2,000円程度（当日徴収）
〇申込期限 ２月13日(火)まで
〇申込・問合せ 社会教育課 ☎21-5128

第65回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月17日
(土)から21日(水)までの５日間、県下53区間588.1
ｋｍにわたって開催されます。
大会２日目、２月18日(日)11時40分頃に串木野中

継所（Ａコープ串木野店前）を通過予定です。
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。
〇国道３号線を通過するコース

国道３号線（日置市）→串木野駅前 →
串木野中継所（Aコープ串木野店前）→
国道３号線（薩摩川内市）

〇日 時 ２月25日(日) 8:30 開会
〇場 所 生冠中学校グラウンド
〇種 目 小学生男女１年～６年 100ｍ 800ｍ

400ｍリレー（低学年・高学年）
中学生男子
100ｍ 2000ｍ 800ｍリレー
中学生女子
100ｍ 800ｍ 400ｍリレー

〇参 加 料 １人 500円（大会当日徴収）
〇参加資格 少年団登録している者、市内の小・中

学生、その他主催者が認めた者
〇申込期限 ２月12日(月)まで
〇申込・問合せ

（事務局）羽島陸上スポーツ少年団
楮山 ☎35-0123

〇日 時 ３月４日(日) 開会式 9:00～
〇場 所 いちき串木野パークゴルフ場
〇募集人員 100名（定員になり次第締切）
〇参 加 料 １人1,500円（昼食・プレー代含む）
〇申込期限 ２月20日(火)まで
〇申込・問合せ

串木野ロータリークラブ事務局（照島5928-8）
担当 富永 ☎・FAX33-0189

９

消防本部 (☎32-0119)
救命入門コースの開催

社会教育課 (☎21-5113)
ビブリオバトル大会のお知らせ

市民スポーツ課 (☎21-5129)
第34回いちき串木野市陸上少年団交流大会

市民スポーツ課 (☎21-5129)
第65回県下一周市郡対抗駅伝競走大会

市民スポーツ課 (☎21-5129)

第２回串木野ロータリークラブ杯
パークゴルフ大会

社会教育課 (☎21-5128)
羽島青年学級「ふるさとれいめい塾」



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。

〇場 所 働く女性の家
〇受講料 無料 (材料費は実費負担)
〇申込み ２月23日(金)までに、直接働く女性の家

へお申し込みください。
(受付時間：火曜～土曜、9:00～17:00)

〇託 児 満２歳以上～未就学児。希望者は、申込
時にお知らせください。

30年ほど前からまちぐるみで有機栽培に取り組む
宮崎県綾町で、まちづくりや食、農、移住、定住、観
光について学びませんか。
〇日 時 ２月17日(土) 8:00～18:30頃
〇日 程 8:00出発 ～ 昼食 ～ 有機栽培農家見

学 ～ 梶山さん（綾町aya100プロジェ
クト仕掛け人）のお話 ～ 廃校再生施
設ムカサハブ見学 ～ 18:30頃いちき
串木野市到着予定

〇集 合 市役所串木野庁舎正面玄関
〇参 加 費 無料（昼食代は実費 1,000円程度）
〇申込期限 ２月13日(火)
〇問 合 せ 水産商工課 地域おこし協力隊

亀岡 ☎33-5638

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/
携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp

講 座 名 日 時 定
員 内 容 (持ってくる物)

衣 類 の
整 理 収 納

３/８(木)
10:00～
11:30

15
名
衣類を効率よく片付
ける方法を学びます。

手 作 り の
マヨネーズと
ケチャップ

３/22(木)
9:30～
12:00

30
名

添加物なしの調味料
と美味しい料理を作
ります。(エプロン、
三角巾、500円程度)

観光交流課 (☎33-5640)
いちき串木野市総合観光案内所 2月・3月体験講座参加者募集

講 座 日 時 定 員 内 容
参加料
(材料代)
お一人

申 込
期 限

初心者向けおやつ教室
～あま酒＆
季節の焼き菓子～

２/12(祝・月)
13:00～16:00 20名

バレンタインデーにもぴったりのブラ
ウニー作りを、ラッピング方法まで紹
介します。こうじ甘酒も作ります。

1,200円 ２/10
(土)

子にも孫にも
伝えたい！

ふるさとの味
３/10(土)
13:00～16:00 20名

鹿児島を代表する味。かるかん・あ
く巻き・さつま揚げ作りを予定。(さ
つま揚げが他の料理に変更になる場
合があります。)

1,200円 ３/３
(土)

切り絵師に学ぶ
【切り絵体験】

平日の約２時間
(１週間前までに要予約)

６名
(１名から催行) はがきサイズの作品を作ります。 3,000円 通年

居住地(本市内・市外)を問わずどなたでも受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。

本市の主な観光地をぐるぐる巡る周遊ラッピングバスを運行しています。一日乗車券を利用すると、お好
きな停車地で乗り降りすることができます。観光やお出かけにぜひご利用ください。
〇一日乗車券 大人(中学生以上) 500円、子ども(小学生・未就学児) 200円、２歳以下は無料

※乗車時に購入。予約乗車をおすすめします。観光ガイドはありません。
〇コ ー ス ２月10日(土)（羽島照島市来コース）★ ２月11日(日)（日置～いちき串木野コース）

２月17日(土)（羽島コース）★ ３月11日(日)（日置～いちき串木野コース）
３月21日(水・祝)（羽島コース）★ ３月25日(日)（冠岳～入来コース）
★印は、コース上に「薩摩藩英国留学生記念館」があります。
※発着時間など詳細はお問い合わせください。

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/

観光交流課 (☎33-5640)
いちき串木野悠遊観光“EATこ（いいとこ）ぐるぐるバス２月・３月運行のご案内

〇場 所 いちき串木野市総合観光案内所研修室 ※託児サービスはありません。
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/

働く女性の家 (☎32-7130)
いきいき女性講座受講生募集

水産商工課 (☎33-5638)

デザインの力によるまちづくり研修
参加者募集


