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　３月14日、地域住民や卒業生、関係者など約180
名が参加し、冠岳小学校閉校記念式典が行われま
した。
　冠岳小学校は、明治12年に開校し、様々な教育
活動や特認校制度を取り入れるなど、地域の学校と
して歩んできましたが、令和３年３月31日に閉校と
なりました。
　記念碑除幕式では、正門前に建立された記念碑が
お披露目されました。記念碑に書かれた「感謝」は、「あ
りがとう冠岳小学校」という思いから、冠岳小学校閉
校記念事業実行委員会により決定されました。
　閉校式では、児童からお別れのことばが送られた
ほか、学校旗の返納が行われ、児童から学校長へ、
そして学校長から教育長へ手渡されました。
　その後、惜別の会が開かれました。卒業生や歴代
校長のあいさつ、メッセージが披露されたほか、児
童発表では出席者から笑い声もあがりました。会終
了後には、えんたくによる「かんぷくシネマ」も上映
され、出席者は名残惜しそうにあちこちで思い出を
語り合っていました。

～ありがとう冠岳小学校～
冠岳小学校閉校

１４２年の歴史に幕

2



3

冠岳小学校の歴史（年度）
明治12年 冠岳鎮国寺の講堂を譲り受け創立
明治20年 簡易小学校と改め、後に鳥居松下に移る
明治25年 冠嶽尋常小学校に改称
昭和２年 現在地に校舎建立
昭和16年 冠嶽国民学校と改称
昭和22年 冠岳小学校と改称
昭和42年 校舎改築　校章制定

昭和52年 屋内体育館完工　
創立100周年記念事業実施

昭和57年 完全複式学級となる

平成21年 県へき地・小規模校優秀校受賞
130周年記念誌発行

令和２年 市交通事故0運動表彰（9,500日）
閉校記念式典

最後の卒
業式冠岳小学校 　３月24日、冠岳小学校最後の卒業式が行われ、卒業生２名と

在校生のほか、保護者や地域の関係者が出席しました。卒業生
にそれぞれ卒業証書が手渡され、将来の夢などを発表しました。

3
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　令和３年第１回いちき串木野市議会定例会が、２月21日から３月
26日まで開催されました。
　田畑誠一市長は、令和３年度の市政運営について、人口減少や少
子高齢化は喫緊の課題であると述べ、第２期地方創生総合戦略にお
ける「まち・ひと・しごと」の好循環を実現し、地域経済の活性化や
地域活力の向上を目指す一方で、本市の財政状況は一層厳しさが増
してきていることから、市の将来を見据えて行政を経営する視点に
立った「経営型行政運営」を目指し、持続可能なまちづくりに取り組
んでいくと所信を表明しました。
　令和３年度の主な施策を中心に内容を紹介します。

市民と行政とのパートナーシップによる 『共生・協働のまちづくり』

健康で文化的な生活を営める 『元気で安心できるまちづくり』

　災害対策関連事業 
　近年の豪雨災害等に対し、内水氾濫対策調査等を実施すると
ともに、防災センターを活用した情報収集や関係機関との連携
強化を図り、災害に備えた安心できるまちづくりを進めます。
　・総合防災訓練実施事業　　・防災メール配信事業　
　・自主防災組織活動補助事業　 
　・内水氾濫浸水対策現況調査事業 NEW

　消防施設等整備事業
　消防施設・装備等の整備により、消防救急体制の充実を図
ります。　
　・はしご付消防自動車更新
　・消防団消防車両更新
　・消防団 AED 導入 NEW
　・資機材搬送車導入 NEW

コミュニティ・行財政

生活環境

　共生協働推進事業

　「自治基本条例」に基づき、各地区まちづくり協議会・自治
公民館などの支援を行います。
　・地区まちづくり協議会運営補助事業
　・地域リーダー養成研修事業
　・冠岳交流センター屋根改修事業 NEW

　総合計画策定事業

　本市への将来都市像の実現に向けた市政の着実な展開を図
るため、分野ごとに基本方針と施策を体系的に示す計画を策
定します。
　・第２次総合計画後期基本計画策定 NEW

　冠嶽芸術文化村構想推進事業
　生福・冠岳地区と関係人口の協働により、文化芸術と地域
経済活動の振興を図ります。

　男女共同参画推進事業

　男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い性
別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる社会を目指
すため、第三次男女共同参画基本計画に基づき理解促進に取
り組みます。

　広域行政の推進

　鹿児島市との連携中枢都市圏の協定締結により、雇用の場
の創出や人材の育成、地域資源を活かした交流人口の拡大な
ど、圏域全体の経済活性化を目指します。
　・連携中枢都市圏連携事業（合同企業説明会、移住フェア出展）

　行財政改革の推進
　「管理型行政運営」から「経営型行政運営」への転換を図るこ
ととし、第四次行政改革大綱に基づき、事務事業見直し、補
助金見直し、公共施設の適正化の３つの柱の取組を引き続き
推進します。
　・各種証明書コンビニ交付導入 NEW

令和３年度　施政方針

企画政策課　（☎33-5628）
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　学校教育
　児童生徒に「確かな学力」を身に付けさせ、「豊かな心」と「健
やかな体」を育むとともに、コミュニティ・スクールとして
地域とともにある学校づくりを進めます。
　・いちき串木野市「３アップ教育プロジェクト」NEW　

　学校施設長寿命化計画策定事業
　学校施設の劣化の状況、教育内容・方法への適応状況を把
握・評価し、実態等の分析を行い、目指すべき姿、基本方針、
整備水準、実施計画及び継続的運用方針を策定します。

　文化振興事業
　市来の「七夕踊」の記録保存など貴重な伝統芸能や文化財等
の保存伝承に取り組みます。
　・民俗文化財調査事業
　・郷土史料収集事業（戦争の記憶編）

　県立高等学校支援対策事業
　県立高校の再整備方針に対応し、串木野高等学校及び市来
農芸高等学校の振興と存続に向けた取組への支援を行いま
す。

保健 ･医療・福祉

教育・文化

　エネルギー対策関連事業 
　本市の自然環境の特性を生かした風力発電などの再生可能
エネルギーの導入を促進し、持続可能な「環境維新のまちづ
くり」を進めます。

　環境保全・ごみ処理関連事業
　温室効果ガス排出量の抑制・削減に向けた取組を実施し、
ごみの減量やリサイクルを促進し、快適な生活環境を維持し
ます。

　新型コロナウイルス感染症対策 
　感染拡大防止のため、市医師会等と連携し、ワクチン接種を
実施するとともに、各種施設等での感染防止対策を進めます。
　・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 NEW　
　・ 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 NEW

　少子化対策 ･ 子育て支援
　子育て世代包括支援センターによる妊娠・出産・育児・
子育てまでの切れ目のない支援を展開していきます。
　・子育て世代包括支援センター　　
　・ 産後ケア事業
　 ・産前・産後サポート事業 NEW

　子ども医療費助成事業 
　中学校卒業までの医療費（保険適用分）を全額助成し、経済
的負担を軽減、子育て支援の充実を図ります。
　・ 子ども医療費の窓口負担無料の対象が新たに住民税非課税世帯

の小・中・高校生に拡充

　予防接種・検診・健康づくり事業
　予防接種及び各種検診により、健康増進と疾病の早期発見・
早期治療を図り、健康増進や介護予防等に努めます。
　・生活習慣実態調査事業 NEW

　出会いサポート・結婚新生活支援事業
　婚姻数の増加を図るための事業に取り組みます。また、結
婚新生活を支援するための補助を行います。
　・縁結び隊事業　　
　・結婚新生活支援事業

　高齢者・障がい者福祉事業
　高齢者が安心して暮らせる施策の充実を図るとともに、障
害者福祉計画に基づき、障がい児から障がい者まで切れ目の
ない相談支援体制の充実に努めていきます。

　生活困窮者への支援 
　相談支援、就労準備支援等により自立を支援するとともに、
生活保護制度の適正な実施に努めていきます。

　上下水道事業
　上水道では、市内全域の管路耐震化を進め、下水道では、
公共下水道施設の点検・調査及び修繕・改築を実施して長寿
命化を進めます。
　・管路耐震化等事業　

令和３年度　施政方針
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令和３年度　施政方針

　青少年教育事業
　子どもたちの週休日等の地域での活動への支援を行います。
　・寺子屋事業　　　　
　・子どもハローワーク事業

　特別国民体育大会 ･ 特別全国障害者スポーツ大会
　令和５年に開催される特別国民体育大会・特別全国障害
者スポーツ大会の成功に向け、実行委員会を主体に関係機
関と連携しながら、準備を進めていきます。

　国際交流
　国籍や民族の異なる市民が互いの文化を認め合い、地域社
会の一員として共に生活できる環境を形成するため、多文化
共生推進懇話会を設置し、多文化共生推進プランの策定を行
います。
　・多文化共生推進事業 NEW

　食のまちづくり推進事業 
　健康福祉・教育・観光交流・農業など、食を通して各分野
と連携し横断的に積極的な取組を行います。また、ふるさと
納税制度を活用し、全国に向けて PR活動を積極的に行って
いくほか、商品開発や販路拡大に対する支援を実施します。
　・ふるさと納税推進事業　　　　　・６次産業化推進奨励補助金
　・海外販路開拓支援事業

　まぐろ漁業振興事業
　遠洋まぐろ漁業就業者への支援や母港基地化の推進、まぐ
ろ漁船及び物資運搬船に対する補助等を行います。　
　・新規まぐろ漁業就業者支援金　　　　　
　・薩州串木野まぐろプロジェクト支援事業補助金

　沿岸漁業活性化推進事業
　資源の維持増大、漁場環境の維持･保全を図るほか、漁協等
が実施する魚価や生産性の向上、経営の近代化等のための施設
整備等に対して支援を行います。
　・水産物供給基盤機能保全事業　　・沿岸漁業活性化推進事業
　・藻場環境推進事業　　　　　　　・魚類種苗放流事業
　
　

　農業振興事業
　農業振興地域整備計画の策定に取り組むほか、後継者育成
に力を入れるとともに新たな農産物のブランド化や地元農産
物の PR、消費拡大を図ります。
　・農業次世代人材投資事業　
　・サワーポメロ PR 消費拡大プロジェクト
　・農業振興地域整備計画策定事業 NEW

　農業施設維持及び土地改良事業
　・川南地区ほ場整備事業　　
　・多面的機能支払交付金事業　

　林業振興事業
　適切な森林の整備等を行うため、山林所有者への意向調査
や森林システム更新、鳥獣被害防止等に取り組みます。

世界に羽ばたく力強い産業が展開する 『活力ある産業のまちづくり』

産業経済
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令和３年度　施政方針

　公園整備事業 
　長崎鼻公園一帯の遊具等の整備に向けた構想策定及び基本
設計を行います。

　都市計画・土地区画整理事業 
　平成９年度から実施してきた麓土地区画整理事業の進捗
が約99％に達し、武家屋敷群などの歴史と自然が共生した、
安全で快適に暮らせるアメニティタウンを形成し定住促進
を図り、持続可能なまちづくりを推進します。

　・麓土地区画整理事業

　空き家対策事業
　空き家対策を推進し、住環境の向上に努めます。
　・空家等実態調査　　・空き家バンク制度　　
　・危険廃屋等解体撤去工事補助

　移住定住促進事業
　移住定住の促進を図るため、定住相談員の配置やお試し住
宅を設置するほか、人口の東京一極集中や地方の担い手不足
対策を図るため、県と協調して市内事業所へ就業する者に移
住支援を行います。　
　・移住定住促進事業　
　・移住就業支援事業補助金

　観光事業 
　薩摩藩英国留学生記念館での特別企画展等の開催のほか、
清泉女子大学との連携などにより、交流人口の拡大・情報発
信に取り組み、本市の観光産業の振興を図ります。
　・冠岳観光資源活用 PR 事業 NEW
　・清泉女子大学連携協力事業
　・観音ヶ池市民の森磨き上げ活用事業　

　雇用対策事業
　いちき串木野市立ハローワーク（無料職業紹介所）を活用
し、求職者の就労促進及び人手不足の解消等、きめ細やか
な就労支援サービスを提供します。

　商店街等活性化事業
　空き店舗の活用や既存店舗のリフォームに対する補助のほ
か、通り会等のイベント開催支援など、商工会議所、商工会
等が実施する事業への支援を実施します。
　・商店街振興対策事業補助金
　・空き店舗等活用促進事業補助金
　・商工業者店舗リフォーム補助金

　企業の誘致促進及び育成補助金 
　新たな事業所の設置等に対して助成を行うとともに、幅広
い世代に雇用の場を確保するため、IT企業誘致や新たな工業
団地整備基本計画の策定を行います。
　・IT 企業誘致推進事業 NEW　　
　・新工業団地整備基本計画策定事業 NEW

　クルーズ船誘致推進事業
　串木野新港の利用促進を図るため、ポートセールスや船社
招聘を行い、クルーズ船誘致に取り組みます。

　道路等整備事業
　地域間ネットワーク道路等の整備、橋梁の長寿命化、歩道
整備等に取り組みます。
　・道路新設改良事業：都心平江線、野元平江線、島内松原線、
　　　　　　　　　　　寺迫観音ヶ池線、照島保育園線　他
　・道路改良特別事業：浜田町３号線、本浜町６号線　他　　　　
　・交通安全施設事業：郷之原潟下線　
　・橋梁長寿命化事業：橋梁の点検、設計、修繕を年次的に実施　
　・河川維持工事：酔之尾川

　公共交通
　地域公共交通網形成計画に基づき、利用者目線に立った公
共交通ネットワークの構築に取り組みます。また甑島航路の
利用促進を図るため甑島との交流ツアー等を実施します。

　住宅等整備事業
　・文京町団地屋根外壁等改修事業 NEW　　
　・市営住宅火災報知器更新事業 NEW　　
　・木造住宅耐震改修促進事業補助
　・民間リフォーム事業補助

利便性が高く美しいまちを創造する 『快適な環境のまちづくり』

社会基盤
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● 企業会計 （単位：千円、％）

● 一般会計・特別会計 （単位：千円、％）

会　　計　　名 令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ２ 年 度
当 初 予 算

対　前　年　⽐
増　減　額 増　減　⽐

一 般 会 計 16,355,000 16,010,000 345,000 2.2
特 別 会 計 8,501,440 8,050,323 451,117 5.6

内
　
　
　
訳

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4,192,742 3,903,898 288,844 7.4
地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 244 248 ▲ 4 ▲ 1.6
介 護 保 険 特 別 会 計 3,831,956 3,673,987 157,969 4.3
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 476,498 472,190 4,308 0.9

合　　　　　計 24,856,440 24,060,323 796,117 3.3

会　　計　　名 令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ２ 年 度
当 初 予 算

対　前　年　⽐
増　減　額 増　減　⽐

水 

道 

事 

業

収益的 
収　支

収　入 699,925 682,160 17,765 2.6
支　出 647,263 629,822 17,441 2.8
差　引 52,662 52,338 324 0.6

資本的 
収　支

収　入 272,366 245,100 27,266 11.1
支　出 568,406 522,527 45,879 8.8
差　引 ▲ 296,040 ▲ 277,427 ▲ 18,613 6.7

下
水
道
事
業

収益的 
収　支

収　入 585,487 754,914 ▲ 169,427 ▲ 22.4
支　出 562,945 713,131 ▲ 150,186 ▲ 21.1
差　引 22,542 41,783 ▲ 19,241 ▲ 46.0

資本的 
収　支

収　入 260,948 269,148 ▲ 8,200 ▲ 3.0
支　出 427,937 499,294 ▲ 71,357 ▲ 14.3
差　引 ▲ 166,989 ▲ 230,146 63,157 ▲ 27.4

　いちき串木野市の令和３年度当初予算について、お知らせします。
　前年度当初予算と比較して、３億4,500万円、2.2％の増となります。
　歳入面では、ふるさと納税寄付金の増加を見込むものの、固定資産税などの市税は減少傾向にあるほか、国や県
からの各種譲与税・交付金も新型コロナウイルス感染症の影響による国税・県税の減収を見込み、減少としており
ます。
　歳出面では、合併特例事業債の期間終了により普通建設事業費は大幅に減少するものの、公債費をはじめとした
義務的経費が増加するため、財政調整基金等からの基金繰入を行い、予算を編成しております。
　世界的な新型コロナウイルス感染症の流行で経済の状況は不透明であり、人口減少を考えると、税収減など今後
更に厳しい財政状況が見込まれることから、これまで以上に事務事業等の歳出全般にわたり徹底した見直しを推進
し、効率的で持続可能な財政運営に努めてまいります。

令和３年度当初予算　一般会計予算額163億5,500万円

ひとが輝き 文化の薫る
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● 一般会計歳入歳出予算
■歳入予算 ■歳出予算（目的別歳出）

■歳出予算（性質別歳出）

市税
　　28.80（17.6%）

自主財源
　　67.24（41.1%）

繰入金
　13.76（8.4%）

寄付金
　20.00（12.2%）

その他
　4.68（2.9%）

地方交付税
48.50（29.7%）
地方交付税

48.50（29.7%）

依存財源
96.31（58.9%）

譲与税等
7.88（4.8%）

国県支出金
31.72（19.4%）

市債
8.21（5.0%） 総  額

163.55億円

人件費
　31.19（19.1%）

予備費　0.10（0.1%）

義務的経費
　　87.22（53.3%）

扶助費
　33.51（20.5%）

公債費
　22.52（13.8%）

普通建設事業費
　8.76（5.3%）

災害復旧費
0.46（0.3%）
災害復旧費
0.46（0.3%）

投資的経費
9.22（5.6%）

その他
67.11（41.0%）

物件費等
31.77（19.4%）

出資・貸付・積立・繰出金
　21.39（13.1%）

補助費等
13.85（8.5%）

総  額
163.55億円

総  額
163.55億円

民生費
    44.54（27.2%）

商工費
    23.95（14.6%）

公債費
    22.52（13.8%）

公債費
    22.52（13.8%）

衛生費
    21.50（13.1%）

総務費
    16.37（10.0%）

教育費
   8.93（5.5%）

消防費
    7.90（4.8%）

その他
    7.13（4.4%）

土木費
   10.71（6.5%）

世界に拓かれたまち

◆�自主財源と依存財源�
財源の調達が自主的にできるか否かで、自主財源と依存財源に分類することができます。自主財源には、市
税、使用料及び手数料などが、依存財源には国庫支出金、市債、地方交付税などがあります。
◆�地方交付税�

各地方公共団体の地方税収の差などを調整するため、国税の一部を使って財源が足りない地方公共団体に交
付されるものです。
◆�目的別歳出�

行政目的に着目した歳出の分類です。地方公共団体の経費は、行政目的によって、議会費、総務費、民生費、
衛生費、労働費、農林水産費、商工費、土木費、消防費、教育費、公債費等に大別することができます。
◆�性質別歳出�

経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別すること
ができます。
◆�義務的経費�

地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費をいいます。職員の給与等の人件
費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっています。
◆�投資的経費�

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、
災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっています。

※ 各項目で単位未満を四捨五入して
いるため、合計額等が一致しない
場合があります。用語の解説



串木野健康増進センター
☎33-3450健康なまちづくり健康なまちづくり健康なまちづくり

10

脳卒中・心臓病など

放置しておくと、命に関わる病気
（脳卒中・心臓病等）を招く。

動脈硬化
・�硬くてもろい血管　　　　　
→傷がつきやすい。
・�傷にコレステロールなどが
たまって動脈硬化になる。

高血圧

・自覚症状がほとんどない。
・�高い圧力に耐えるために血管
壁が硬く、もろくなってしまう。

高 血 圧

高血圧の分類（診察室血圧） 

8800  110  90  100  

112200  

130  

140  

160  

180  

正正常常高高値値血血圧圧  

高高値値血血圧圧  

正常血圧 

拡張期（最小）血圧 

 

ⅠⅠ度度高高血血圧圧  

ⅡⅡ度度高高血血圧圧  
ⅢⅢ度度高高血血圧圧  

（mmHg）  
2019 年に血圧の基準が変わった
ことをご存じですか？

診察室血圧で 140/90mmHg 以上
家庭血圧で 135/85mmHg 以上

高血圧
と診断

積極的な生活習慣改善が必要

積極的な生活習慣改善が望まれる

サイレントキラー（静かなる殺人者）

≪家庭での血圧のはかり方≫
〇朝と夜の 2回測定
　朝：起床１時間以内（排尿後・服薬前・朝食前）
　夜：就寝前
　※測定前の喫煙・飲酒・カフェイン摂取は×

リラックス
して測定

高血圧が続くと…？

上腕と心臓を
同じ高さに

素肌または薄手の
服の上から巻く

◆減塩（健康な日本人の1日食塩摂取量⇒男：7.5ｇ未満、女：6.5g未満）
　例）麺類のスープは飲み干さない（ラーメン1杯＝食塩5.6g⇒汁を飲まなければ2.0ｇ減）
◆野菜・果物を積極的に摂取する
　野菜1日に350g以上を目標に⇒工夫点：＋1皿、みそ汁や炒め物に多めに入れる
　果物1日200g（みかん：2個分、リンゴ：1個分）を目安に
◆適正体重の維持（BMI25※を超えない）※BMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
◆運動療法(運動・身体活動量の増加)

みそ汁の塩分濃度測定実施
（希望の方は、みそ汁をお持
ちください）5月10日（月）・5月24日（月）9：00～13：00

血圧の健康相談を串木野健康増進センターで実施します！

血管の状態

≪生活習慣改善のポイント≫

自覚症状
出現

高血糖
脂質異常

75～90％
狭くなって…喫煙

悪循環悪循環

手のひらを上にして
肘関節を軽く曲げる



13串木野健康増進センター
☎33-3450健康なまちづくり健康なまちづくり健康なまちづくり

11

株式会社　本田建設

有限会社ウチムラ（ダスキン昭和通支店）

・従業員数　25名
・経営理念　�長年の技術を生かした安心安全な建物づ

くり�
より早く情報をキャッチし、時代のニー
ズに対応した建物づくり�
より良い地域環境づくりに奉仕し、笑顔
で暮らせる街づくり�
住んでみて納得できる家づくり

・所 在 地　いちき串木野市大里3244番地
・電話番号　0996-36-2285
・ホームページ　https://www.honda-kensetu.com

・従業員数　31名　業務委託契約 41名（市内事業所）
・所 在 地　いちき串木野市昭和通 148
・電話番号　0996-32-4515
・ホームページ　http://www.ucmr.co.jp

　建築と土木の現場
両方の作業を担当し
ています。職場は誰
にでも話しやすい環
境で、わからないこ

とがあれば先輩方が丁寧にアドバイスしてくれます。
　モノの形が出来上がってきたときは、「自分たちが
作ったんだな」という達成感があります。
　地元でこれからの街づくりを一緒に盛り上げてい
く仲間を募集しています。

　全くの未経験での入
社でしたが、研修制度
や先輩方からのサポー
トのおかげでスムーズ
に仕事に慣れることが
できました。
　この仕事の面白さ
は、一般家庭でも応用
できる専門的な清掃ス
キルが身につくことに

あると思います。
　成果が正当に評価されるので、とてもやりがい
を感じながら日々仕事に取り組んでいます。

若手社員の企業アピール　白澤さん

若手社員の企業アピール

企業の概要
　弊社は昭和48年に設立、発足当初は住宅をメインに、
近隣市町村のみで事業を展開していました。近年は総合
建設業として薩摩半島を中心に民間の建築工事、リフォー
ム工事（アイ・リフォーム）また県や市の事業にも携わっ
ております。
　今後も地元から愛され、そして信頼さ
れる企業となれるよう社員一同努力して
いきます。

企業の概要
　弊社は昭和45年（1970年）に株式会社ダスキンのフラ
ンチャイズチェーン店として開業しました。現在、いちき串
木野市を本社として、南さつま市と鹿児島市にも拠点を構
え、全従業員数は55名。業務委託契約者数は107名です。�
「日本のお掃除文化を変えたのはダスキン」の自負を基に、
生活に関わるあらゆる商品とサービスを提供しています。�
　お掃除道具としてマットやモップのイメージが強いですが、
洗剤類だけでなく、健康食品、化粧品の販売、またプロの
お掃除や衛生・除菌、害虫駆除のサービスも取り揃えて
います。�

いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）

市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。


