
　笑顔あふれるプレミアム付商品券を次の日程で販売します。購入の際は「購入引換券」と「身分証明書」
が必要です。
●販売日程

日 時間 場所 日 時間 場所

7月25日（月）
午前

生福交流センター
7月28日（木）

午前
中央交流センター

川上活性化センター 川北交流センター
午後 本浦交流センター 午後 上名交流センター

7月26日（火）
午前

冠岳交流センター
7月29日（金）

午前
荒川交流センター

市来地域公民館 湊交流センター
午後 照島交流センター 午後 市民文化センター

7月27日（水）
午前

野平交流センター
7月30日（土） 終日 いちきアクアホール

旭交流センター

午後 羽島交流センター 7月31日（日） 終日 市民文化センター川南交流センター
・表中、午前は９：00～ 12：00、午後は 13：00～ 16：00、終日は 10：00～ 16：00
・８月１日（月）以降はいちき串木野商工会議所・市来商工会で販売。（土・日・祝日・お盆・年末年始除く）
※市来商工会は９月 21日（水）まで水曜日のみ販売します。以降はいちき串木野商工会議所のみ。
●購入期限　令和５年１月 31日（火）
●利用期間　８月１日（月）～令和５年１月 31日（火）
※�新型コロナウイルス感染症対策のため、来場の際は「マスクの着用」、「手指消毒」等をお願いします。
※詳しくは、購入引換券と同封のチラシをご覧になるか、お問い合わせください。
●問　合　せ　いちき串木野商工会議所　☎ 32-2049　　市来商工会　☎ 36-2145

　８月１日（月）より配信予定の「食のまち応援 LINE クーポン」の利用店舗（７月８日現在）
は次のとおりです。なお、利用店舗については随時更新しています。最新の利用店舗について
は右の二次元コードよりご覧ください。
●利用店舗一覧表（順不同）
串屋　健 駅前ダイニングりゅう うどん処 なごみ庵 ほり川
焼酎とお食事処 伝兵衛 創作料理 博 居酒屋 ぴあ スナック 海
味処　ぎおん 旬彩 とど家 味乃一心 キッチン いまり
焼とり のん平 ＲＯＳＳＯ 食事処 池家 地元グルメの店 竜
居酒屋とっちゃん家 居酒屋 心 麺どころさつま 串木野店 ＴＡＭＡＲＩ－ＢＡＲ
居酒屋 酔匠の里 かっ烹 石の花 海鮮まぐろ家 クレープカフェｉテラス
居酒屋 Ａ埠頭 居酒屋 いくよ だいにんぐ味彩 松榮丸
薩摩鶏本舗 とり魂 市来えびす市場 食堂 味彩ＮＩＫＵ工房 食・燦燦
サクラカネヨ直売所 みよしラーメン 和ダイニング 松ちゃん SHIRAHAMA COFFEE STAND
お好み焼 絆 シルクベール セント・キャサリンカフェ ケントコーヒー
鮨処 大助 ＳＥＡ　ＳＥＶＥＮ 味の長老 やぶ金 こだわりとんかつ 味工房みその
中華料理 「香隆」 Ｄカフェ すし松 中国料理 味工房みその
ホテルアクシアくしきの てっちゃんそば 居酒屋 杯一 昔ながらのラーメン屋 みその食堂
レストラン コンテ 和彩館どんどん あ・そいび～ん 炭火焼工房ハンバーグ・ステーキ 黒平

笑顔あふれるプレミアム付商品券の販売日程

食のまち応援 LINE クーポン利用店舗

お知らせ版お知らせ版
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●重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
　多くの場合、SFTS ウイルスを保有しているマダ
ニに咬まれることにより感染する病気です。
　マダニに咬まれてから６日から２週間程度の潜伏
期間の後、発熱や、消化器症状（食欲低下、嘔気、
嘔吐、下痢、腹痛）などの症状がでます。
●感染予防対策
・�森林や草むら、藪などに入る場合には、長袖・長
ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、
首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくする。
・�服は、目視によりマダニを確認しやすい、明るい
色のものを着用する。
・�屋外活動後は入浴し、マダニに咬まれていないか
確認する。（特に、わきの下、足の付け根、手首、
膝の裏、胸の下、髪の毛の中など）
※�現在、SFTS ウイルスに対する有効なワクチンは
ありません。

●マダニに咬まれたら
・�数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状
がある場合は、医療機関で診察を受ける。
・�吸血中のマダニに気付いた際、無理に引き抜こう

とせず、医療機関で処置をしてもらう。
●問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　児童扶養手当を受給している方は、毎年、現況届
を提出する必要があります。届出をしないと、手当
の支給停止、もしくは受給資格を喪失することにな
ります。
　該当する方には、書類を送付しますので、必ず期
限内に提出してください。（支給停止中の方も）
●提出期限　８月１日（月）～ 31日（水）
●提出場所　串木野地域に居住…子どもみらい課
　　　　　　市来地域に居住…市来庁舎市民課
●問　合　せ　子どもみらい課　☎ 33-5618

　特別児童扶養手当を受給している方は、毎年、所
得状況届を提出する必要があります。届出をしない
と、手当の支給停止、もしくは受給資格を喪失する
ことになります。
　該当する方には、書類を送付しますので、必ず期
限内に提出してください。（支給停止中の方も）
●提出期限　８月 12日（金）～９月 12日（月）
●提出場所　串木野地域に居住…福祉課
　　　　　　市来地域に居住…市来庁舎市民課
●問　合　せ　福祉課　☎ 33-5652

　ころばん体操は、市内 93 か所の住民主体の通い
の場で行われている健康体操です。腕や足の筋肉を
中心に全身が鍛えられ、脳も活性化されます。ご高
齢の方にはもちろん、若い方の筋力アップにも効果
的です。
　自宅でもできるよう、体操動画を市ホームページ
に掲載していますので、ぜひご覧ください。
　また、地域のころばん体操への参加を希望する方
には、近くのころばん体操グループをご紹介します。
おもりの貸し出しも行っていますので、お問い合わ
せください。
●掲載先
　�市ホームページ（介護⇒介護予防事業⇒ころばん
体操⇒やってみようころばん体操）
　もしくは右の二次元コードからご覧
　ください。
※ YouTube で　　　　　　　　　　と�
　�検索しても視聴できます。
●問合せ　地域包括支援センター
　　　　　☎ 33-5644

　オストメイトの装具の選び方をメーカーが直接、
説明します。
●日　時　８月 14日（日）13：00～ 16：00
●場　所　薩摩川内市 SS プラザせんだい 104 号室
　　　　　（薩摩川内市平佐１-18）
●対　象　�オストメイト（人工肛門・人工膀胱）を

保有している方及びそのご家族、または
関心のある方

●参加料　無料（事前申込不要）
●定　員　20人
●問合せ　（公社）日本オストミー協会鹿児島県支部
　　　　　石澤　☎ 090-7259-6145

　被爆 77 周年を迎える広島市および長崎市では、
今年も原爆が投下された日に平和祈念式典が挙行さ
れます。
　この式典では、全世界に向け核戦争の悲惨さと核
兵器の廃絶を強く訴える「平和宣言」を行うととも
に、広島に原爆が投下された８月６日午前８時 15
分と長崎に原爆が投下された８月９日午前 11 時 2
分に、１分間の黙とうを捧げることとなっています。
　つきましては、この趣旨をご理解いただき、市民
の皆さまもご家庭、職場などで黙とうを捧げられま
すようお願いします。
●問合せ　福祉課　☎ 33-5619

マダニの感染症に注意しましょう！

児童扶養手当現況届の提出

特別児童扶養手当所得状況届の提出

「ころばん体操」動画のご紹介

動画 de ころばん体操

オストメイト（人工肛門・人工膀胱）サロン会

原爆死没者の慰霊と平和祈念の黙とう
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　次の介護保険施設等のサービスの利用者で、市民税非課税世帯に属する方は、本市の発行する負担限度額
認定証を利用施設に提示すると、食費および居住費（滞在費）が減額されます。
●減額要件と対象サービス
【所得】
　被保険者本人と同一の世帯に属しない配偶者についても、市民税非課税であること。
【資産】
　�被保険者及び配偶者が所有する現金、預貯金等が利用者負担段階１段階の場合単身 1,000 万円（夫婦
2,000 万円）以下、２段階の場合単身 650 万円（夫婦 1,650 万円）以下、３段階①の場合単身 550 万円�
（夫婦 1,550 万円）以下、３段階②の場合単身 500 万円（夫婦 1,500 万円）以下であること。
【対象サービス】
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　・介護老人保健施設　・介護療養型医療施設　・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・（介護予防）短期入所生活介護　・療養介護（ショートステイ）
●施設サービス利用時の居住費と食費の負担限度額（１日あたり）

※�従来型個室と多床室の（　）内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護（ショートステイ）の場合の負担
限度額です。
※�基準費用額は平均的な費用として国が定めた額です。実際の額は施設との契約により決められます。詳細
は各施設にお問い合わせください。

●負担限度額認定証交付申請に必要なもの
　新たに認定証の交付を受けたい場合は申請が必要です。申請には、本人や配偶者名義の全ての通帳等の写
しなどが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※現在すでに認定証を持っている方には別途案内をしてあります。
●申請・問合せ　長寿介護課（１階）　☎ 33-5673　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　65 歳以上（第１号被保険者）で一定以上の所得がある場合、介護保険サービスの利用料金は２割または３
割負担となります。
　負担割合は負担割合証に記載されていて、現在負担割合証をお持ちの方には、７月末までに８月以降の負
担割合を記載した負担割合証を送付します。
　負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へご提示ください。
●問合せ　長寿介護課（１階）　☎ 33-5673

介護保険施設の食費・居住費の軽減

利 用 者
負 担
段 階

対象者（下記の他に所得・資産要件を
満たすもの）

居住費（滞在費） 食費
ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型
個室
（※）

多床室
（※）

施設
サービス

短期入所
サービス

第１段階
・�市民税非課税世帯で、老齢福祉年金
受給者
・生活保護受給者

820円 490円 490円
（320円） 0円 300円 300円

第２段階
市民税非課税世帯で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額と非課税年金
（遺族年金と障害年金）収入額の合計が
年80万円以下の方

820円 490円 490円
（420円） 370円 390円 600円

第３段階
①

市民税非課税世帯で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額と非課税年金
（遺族年金と障害年金）収入額の合計が
年80万円超120万円以下の方

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 650円 1,000円

第３段階
②

市民税非課税世帯で、本人の合計所得
金額と課税年金収入額と非課税年金
（遺族年金と障害年金）収入額の合計が
年120万円を超える方

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 1,360円 1,300円

第４段階 市民税課税世帯の方（※基準費用額） 2,006円 1,668円 1,668円
（1,171円）

377円
（855円） 1,445円 1,445円

介護保険負担割合証
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　要介護（支援）認定者が ､自宅に手すりの取り付け、段差の解消などの住宅改修をする場合、20万円を上
限に費用の９割から７割分が支給されます。申請については【償還払方式】、【受領委任払方式】があります ｡
　住宅改修費の給付を受けるには、下図①～⑦のとおり必ず改修工事の内容についてケアマネージャーと相
談のうえ、工事着工前に申請手続きを行ってください。
　なお、【受領委任払方式】は市に登録された下表の登録事業者に限ります。
●介護保険住宅改修手続きの流れ

●登録事業者（受領委任払い方式が可能な事業者）

介護保険住宅改修費の支給

①ケアマネージャーに相談

施工業者は自由に選べます

工事費の10割分を施工業者に
支払います

たとえば、20万円の工事の場合
20万円業者に支払います

ご利用者本人に直接市から、
9割から 7割分支払われます

20万円の場合 ､18万円から
14万円です

工事費の1割から 3割分を施工
業者に支払います

たとえば、20万円の工事の場合
2万円から6万円を業者に支払います

施工業者へ直接市から、
9割から 7割分支払われます

20万円の場合 ､18万円から
14万円です

施工業者は下表の登録事業者のみ②施工業者の選択・見積もり依頼

③市役所介護保険係へ事前申請

④工事の着工、完成

⑤工事代金支払い

⑥市役所介護保険係へ事後申請

⑦住宅改修費の支給

住宅改修工事代金支払い方法
【償還払方式】 【受領委任払方式】

手すりの取り付け

開き戸から引き戸等への
扉の取替え等

和式便器から洋式
便器への取替え

滑りにくい床材・移動
しやすい床材への変更

段差の解消

【対象工事例】

◎ 工事の前に保険給付の対象となるか
どうかを、ケアマネージャーに相談
しましょう

事業所名 電話番号 事業所名 電話番号 事業所名 電話番号
㈱石原建設 36-2207 川口建築 35-0191 優工務店 33-2357
㈱カクイックスウィング川内営業所 21-1513 ㈱大久保電気 25-3385 ㈱昭和ステンレス工業 32-8580
㈱西別府弘組 32-3404 中木屋建築 33-1817 クラフト工務店 35-1374
㈱本田建設 36-2285 ㈲久木山建設 32-3663 勝目建築 099-274-5491
木場建築 36-4395 束田建材㈱ 22-7271 ㈱セブンプラザ串木野マックス館 32-2044
高橋建築 32-6340 ㈲有村工務店 35-1142 ㈱タケシタ 32-4281
テクノ住設 32-6213 ㈱サポート・ケア 21-1808 ㈲グランケア 099-284-7056
㈲上原施設 36-4703 山之口建築 32-3186 ㈱諏訪原建設 23-4347
㈲古川建設 32-2867 ㈲須納瀬設備工業所 32-2609 太陽建設㈱ 25-3411
㈲安栄 33-6302 滿留建築 32-3693 ㈲西田塗装 32-7015
㈱マエダ 32-3137 ㈲ハマベ鉄工設備 35-1322 ㈱リプラス工房 24-8117
㈾下麦建材店 23-3333 川﨑産業㈱ 32-2726 ㈲藤田設備工業所 35-0053
㈲南州メディカル 099-274-7273 ㈱タクマ建設北薩営業所 23-4040 三輪住建 36-4367
前田工務店 36-2530 海江田電機㈱ 32-4131 ㈱カインドネス真 099-298-5168
㈱吉満組 22-3930

●問合せ　長寿介護課（１階）　☎ 33-5673
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　住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写
しなどの交付に関する省令第３条の規定に基づき公表します。
●住民基本台帳の閲覧状況

令和３年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

申出者氏名
（法人の場合はその名称及び代表者） 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧範囲※１

麓・浅山子ども会
久木山　真由美 共済保険加入資料作成のため 令和 3年 4月 1日 新 1年生

浦和町子ども会
青木　奈津美 共済保険加入資料作成のため 令和 3年 4月 5日 新 1年生

天神町子ども会
山内　紀美子 共済保険加入資料作成のため 令和 3年 4月 5日 新 1年生

袴田子ども会
福山　リエ 共済保険加入資料作成のため 令和 3年 4月 5日 新 1年生

日ノ出町子ども会
石神　華英 共済保険加入資料作成のため 令和 3年 4月 6日 新 1年生

内門ころばん体操Ｇ
代表　間　三郎

高齢者見守り活動対象者抽出
のため 令和 3年 4月 9日 全員

内門ころばん体操Ｇ
代表　間　三郎

高齢者見守り活動対象者抽出
のため 令和 3年 5月 11日 全員

土橋町公民館
館長　中尾　和夫

敬老金年齢確認及び公民館活
動推進のため 令和 3年 7月 7日 全員

払山公民館
館長　橋之口　克宏 敬老会対象者抽出のため 令和 3年 8月 26日 75歳以上

潟小路公民館
館長　新川　文幸 敬老会対象者抽出のため 令和 3年 8月 27日 75歳以上

浜町公民館
館長　福迫　久之 敬老会対象者抽出のため 令和 3年 9月 1日 70～ 100 歳

生福地区まちづくり協議会
会長　木場　與一郎 敬老会対象者抽出のため 令和 3年 10月 4日 生野・大六野公民館、

75歳以上
株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長　小田切�俊夫

家庭部門の CO ₂排出実態統計
調査 令和 3年 11月 2日 栄町、20～ 80代

天神町公民館
館長　栗山　幸夫

敬老会対象者抽出のため
次年度役員選出のため 令和 3年 11月 26日 75 歳以上

S22 ～ 33 生まれ男女
一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

「令和 3年度　国語に関する世論
調査」実施のための対象者抽出 令和 3年 12月 7日 住吉町、満 16 歳以上

の日本人の男女
橋ノ口公民館
館長　檜物　和治 公民館居住者確認のため 令和 4年 1月 14日 全員

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

「宝くじに関する世論調査」実
施のための対象者抽出 令和 4年 1月 27日 大里地区、満 18 歳以

上の日本人の男女
内門ころばん体操Ｇ
代表　間　三郎

高齢者見守り活動対象者抽出
のため 令和 4年 3月 7日 全員

麓・浅山子ども会
福ヶ野　実加 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 24日 新 1年生

平佐原子ども会
冨永　春香 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 28日 新 1年生

照島下子ども会
桃園　育美 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 29日 新 1年生

曙町子ども会
山本　春奈 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 29日 新 1年生

天神町子ども会
中屋　渚 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 30日 新 1年生
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※１公民館関係者による閲覧の範囲は、館内居住者に限る。
●問合せ　市民生活課　☎33-5611

　鹿児島県警察では、警察官Ｂ（高校卒）採用試験の受験者を募集します。
●受験資格　昭和 61年４月２日から平成 17年４月１日までに生まれた者
●受付期間　７月 25日（月）～８月 15日（月）
●第一次試験日　９月 18日（日）
※�今年度の受験資格等その他詳細については、県警ホームページをご覧になるか、県警本部、警察署へお問
い合わせください。

●問合せ　県警察本部警務課　　　　　☎ 099-206-0110（代表）　☎ 099-206-2220（直通）
　　　　　いちき串木野警察署警務課　☎ 33-0110

警察官Ｂ（高校卒）採用試験

申出者氏名
（法人の場合はその名称及び代表者） 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧範囲※１

ひばりが丘子ども会
富田　章子 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 30日 新 1年生

野元子ども会
柏木　吏奈 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 31日 新 1年生

袴田子ども会
津村　洋介 共済保険加入資料作成のため 令和 4年 3月 31日 新 1年生

　近年、様々なメディアを通じて、LGBT 等の性的少数者に関する情報にふれる機会が多くなってきました。
しかし、社会の理解はまだ十分ではなく、学校や職場をはじめ、様々なライフステージにおいて、性的少数
者の人たちは、偏見や差別、生きづらさなどに直面しています。

「性の多様性と人権」

【周りの人からの質問】
Ｑ：�身近に LGBT の人がいないので関心が持てませ

ん。自分に関係がないのに理解する必要がある
のでしょうか。

Ａ：�あなたの周囲にいないのではなく、公表してい
ないだけかもしれません。その背景には周囲の
差別的な言動や、言い出しにくい環境があると
考えられます。LGBT を取り巻く問題を知り、
理解することで、誰もが生きやすい地域社会が
できあがっていきます。

Ｑ：�親友から「ゲイ」であることを打ち明けられ、
混乱しています。これからどのように接したら
よいのでしょうか。

Ａ：�打ち明けられたということは、あなたを信頼し
ているというメッセージです。あなたの親友は
ずっと一人で悩んでいたのかもしれません。真
摯に友達の話に耳を傾け、まずは「話してくれ
てありがとう」と伝えてください。そのうえで、
支える気持ちや姿勢を相手に示しましょう。本
人の了承なく、その人の性的指向や性自認につ
いて、言いふらすこと（アウティング）は絶対
してはいけません。

【当事者からの質問】
Ｑ：�同じクラスの「女の子」に恋をしました。同性
を好きになる自分は変ですか？

Ａ：�「女の子」が「男の子」を好きになったり、「男
の子」が「女の子」を好きになったりすること
と同じように「女の子」が「女の子」を好きに
なることや、「男の子」が「男の子」を好きにな
ることは、決しておかしなことではありません。
女性を好きになる女性もいれば、男性を好きに
なる男性もいます。また、相手の性別を問わず
に恋をする人もいます。性的指向は自ら選ぶと
いうより、思春期に自然と気づくケースがほと
んどです。

●問合せ　鹿児島地方法務局　☎099-259-0684　　県人権同和対策課　☎099-286-2574
　　　　　市民生活課　　　　☎ 33-5612
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　日常的に困りごとを抱えた方々を対象に食料品支
援を実施します。あわせて市民の皆様からの食料品
の寄付を募集します。
●食料品支援
・支援日時　８月 16日（火）、17日（水）
　　　　　　９：00～ 17：00
※日時の都合が悪い場合は、相談に応じます。
・配付食料品（予定）　米、カップ麺、缶詰等
・対　象　者　様々な事情でお困りの方（先着 80名）
・場　　所　串木野高齢者福祉センター
・申込方法　�食料品準備の都合上、８月９日（火）

までに社会福祉協議会に電話でお申し
込みください。

・配付方法　�社会福祉協議会窓口で直接配付します。
ただし、お体の不自由な方等の場合は
医療福祉等の関係者の方々が代理で受
け取り可能ですので申し込みの際にお
伝えください。

※�配付する食料品の一部は皆様からいただいた共同
募金から購入しています。

●食料品寄付の募集
・募集する食料品　�上記の配付食料品等（予定）の

食料品で常温保存ができ、賞味
期限が８月 20日以降の食料品。
ただし、保存方法等や量によっ
ては受け取れない場合がありま
す。

・募集期日　�８月９日（火）までに社会福祉協議会
へ持参ください。

●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　８月１日（月）より、新たに「d払い」、「FamiPay」
が対応可能になります。
　アプリのインストール方法や各サービスの紹介に
ついては、市ホームページでご確認ください。
●対応しているスマートフォンアプリ決済
・Pay�B　　� �・PayPay　・LINE�Pay
・楽天銀行　・au�Pay　��・各種銀行 Pay
※以下は８月１日（月）以降利用可
・d払い　・FamiPay
※詳しくは右の二次元コードから
　市ホームページをご覧ください。
●問合せ　税務課　☎ 33-5615

　司法書士制度 150 周年を記念して、司法書士によ
る『遺言・相続』に関する無料相談会が開催されます。
●日　時　８月７日（日）10：00～ 16：00
●会　場　ライカ５階
　　　　　（Li-ka1920、鹿児島市中央町 19-40）
※�当日は、フリーダイヤル（☎ 0120-33-9279）で
も、無料電話相談が受けられます。いずれも先着
順で予約不要です。

●問合せ　鹿児島県司法書士会　☎ 099-256-0335

　鹿児島調停協会による「調停手続無料相談会」を
実施します。
●日　時　８月６日（土）９：00～ 14：30（受付終了）
●場　所　かごしま市民福祉プラザ
　　　　　５階中会議室（鹿児島市山下町15番1号）
●相談員　裁判所の民事調停委員・家事調停委員
●相談内容　
　�民事上の悩みごとや家族・親族間のもめごとなど
についての調停手続の具体的な内容や手続きを利
用する方法について、無料で相談に応じます。相
談者の秘密は固く守られます。
※予約制ではありません。
※�新型コロナウイルスの感染状況により、中止する
場合があります。

●問合せ　鹿児島調停協会　☎ 099-808-3706

～再造林とは～
　�スギやヒノキなどの人工林を伐採した跡地に苗木
の植栽を行うことです。
～なぜ、再造林が必要なのか～
・�人工林の伐採跡地を放置すると、土砂流出防止等
の機能が低下する恐れがあります。
・�将来にわたり、木材を安定的に供給することがで
きます。
・�再造林することで、地球温暖化防止など森林の持
つ公益的機能の維持・増進に貢献できます。
～再造林に対する助成制度～
　�再造林を行う場合、国や県の補助事業を活用して
再造林に対する経費を軽減することができます。

●問合せ
　鹿児島地域振興局　林務水産課　☎ 099-805-7297
　農政課　　　　　　　　　　　☎ 21-5121

食料品支援のお知らせと食料品寄付の募集

市税のスマートフォンアプリ決済
について

全国一斉『遺言・相続』相談会
～市民とともに150年、相続登記は司法書士へ～

調停手続無料相談会のお知らせ

山（木）を伐ったら植えよう！
～再造林をしよう！～
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　令和４年度の排水設備指定工事店が決定したので、お知らせします。
　下水道を利用するには、家庭の台所・浴室・水洗トイレなどから発生する汚水を下水道へ流すための排水
設備工事をしなければなりません。排水設備工事は、必ず、市の排水設備指定工事店（下表）に依頼してく
ださい。
※�工事は希望する指定工事店に工事費・施工方法などを相談・検討のうえ、直接指定工事店にお申し込みく
ださい。

●令和４年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）

排水設備工事は市の指定工事店へ

【市内 23業者】 （令和４年７月１日現在）

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号 指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

㈲上原施設 大里 4002 番地 4 36-4703 西原設備 大里 4756 番地 4 36-4674

㈱榎元組 照島 5549 番地 32-2374 ㈱西別府弘組 別府 3204 番地 32-3404

海江田電機㈱ 大原町 69番地 32-4131 ㈲ハマベ鉄工設備 羽島 947 番地 16 35-1322

㈲久電社 東島平町7896番地 32-6485 ㈲福薗建設 住吉町 11247 番地 32-3362

㈲久木山建設 日出町 87番地 32-3663 ㈲藤田設備工業所 羽島 3533 番地 35-0053

串木野建設工業㈱ 生福 8791 番地 32-4354 ㈲古川建設 中尾町 8番地 32-2867

久保建材土木㈲ 大里 4955 番地 1 36-4646 ㈱外薗総合住宅設備 汐見町 55番地 7 24-7777

㈲坂口組 浜ヶ城 12062番地 4 32-0553 ㈲前屋設備 住吉町 146 番地 32-3692

㈲須納瀬設備工業所 御倉町 137 番地 32-2609 丸善設備工業㈱ ひばりが丘 5857 番地 3 32-9928

㈲芹ヶ野建設 汐見町 70番地 33-0711 ㈲萬造寺組 羽島 7795 番地 35-1245

テクノ住設 住吉町 11273 番地 32-6213 ㈱満留建設 野元 21809 番地 33-1323

㈲寺田設備 住吉町 167 番地 32-2802

【市外 57業者】
㈱あいら工業 ㈲川島工建 ㈲せいすい技業 ㈱ディクシス ㈱福水工業 マルユー工業㈱

アイテック㈱ ㈲後藤水道設備 ㈲第一水道 ㈱徳田設備工業 ㈱福元興業 ㈲瑞穂商会

旭機工㈱ ㈱桜井 ㈲大誠電機 徳永電機㈱ 富士設備工業㈱ 蓑茂住宅設備

旭工業㈱ ㈱薩摩水道 ダイヤテック㈱ 戸島設備工業 ㈲渕脇電設 ㈱MIRAI

㈱イシタケ ㈱三堂設備 高柳水道㈱ ㈱ナカタマリ ㈲宝楽水道設備 ㈱美喜設備

㈲伊集院電気水道設備 志鷹工業 ㈱ TANAKA ㈲中村商会 ㈲外園設備 ㈱鹿工設備

上野工業㈱ ㈱柴田設備 谷口水道工事店 日光設備㈱ ㈲牧善商会 ㈲脇電器

エス工業㈱ 十文字工業㈱ 中央工業㈱ ㈱濵田設備 ㈱マサミ

㈲ガスラ ㈲昭和テクノ工業 ㈱司工業 原工業㈱ ㈱マツオ電設

亀山工業㈲ ㈱ SkyNet 鶴丸興業㈱ ㈲平田環境設備 松山設備

●問合せ　上下水道課　☎21-5157
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　令和４年度鹿児島県下水道協会排水設備工事責任
技術者試験が次のとおり実施されます。
●日　　　時　10月 30日（日）
　　　　　　　10：00～ 12：00
●場　　　所　鹿児島市（鹿児島県市町村自治会館）
　　　　　　　奄美市（奄美観光ホテル）
●受験手数料　5,000 円
●願書の頒布　７月 29日（金）頒布開始
●受 付 期 間　７月 29日（金）～８月 31日（水）
●願書請求・受験申込　上下水道課（市来庁舎２階）
●試 験 問 題　�公益社団法人日本下水道協会の作成

した共通試験問題を使用する。
●合 格 発 表　12月５日（月）
※�新型コロナウイルスの感染状況により、実施内容
を変更する場合があります。

　市の海外販路開拓事業として、シンガポールの飲
食店でいちき串木野の食材を使用したフェアを開催
します。このフェアに参加し、海外市場への販路拡
大をめざす企業・個人事業主・生産者を募集します。
●期　　日　９月上旬～中旬（２週間程度を予定）
●場　　所　�シンガポール国内飲食店（現地系の店

舗を予定）
●出展分野　�農産品、水産品、畜産品、加工食品、

食品素材等
※�商品によってはシンガポールの規制等により、輸
出できない場合があります

●申込方法　�右の二次元コードからの申込、又は申
込書に必要事項を記入のうえ、メール
等で提出（申込書は市ホームページか
らダウンロードできます）

●申込期限　８月１日（月）
※内容は変更になる場合があります。
●申込・問合せ　シティセールス課　
　　　　　　　　☎ 33-5640

　高年齢者（概ね 55 歳以上）の方を対象としたお
仕事説明会の参加者を募集しています。
●日　　時　７月 27日（水）14：00～ 15：00
●場　　所　いちきアクアホール　多目的室
●内　　容　濵田酒造株式会社による仕事内容説明
●対  象  者　概ね 55歳以上の方
●定　　員　20名（応募者多数の場合抽選）
●申込期限　７月 25日（月）
●申込・問合せ　市生涯現役促進協議会
　　　　　　　　☎ 26-1197

　市では令和４年度に「いちき串木野市男女共同参
画基本計画」の策定を行います。
　男女共同参画社会の実現に向けて、市民の皆様方
のご意見や実態を伺うために、市民ワークショップ
参加者を募集します。
●募集人数　10名（年代ごとに男女各１名）
① 18歳～ 29歳、② 30代、③ 40代、④ 50代
⑤ 60代以上
●選　　考　応募多数の場合は選考となります。
　�選考結果は、応募締切日から１か月以内に通知し
ます。

●応募資格及び条件
・満 18歳以上で市内に住所がある方
・�平日昼間に開催するワークショップ（９月下旬と
10月中旬開催予定）に参加できる方
・公務員、市議会議員でない方
●謝　　金　１回あたり 3,000 円
●応募方法　申込フォームへ入力または電話
●応募締切　８月 12日（金）
　※�右の二次元コードを読み取りく
ださい。

●問  合  せ
　企画政策課　☎ 33-5628

　市では、「第20回KKBふるさとCM大賞2022」で、
本市を PRしてくれる動画を次のとおり募集します。
●対  象  者　�本市に在住もしくは通勤・通学してい

る方（個人、団体は問いません）
●内　　容　�観光、伝統、名所、歴史などのふるさ

と自慢で、市を PRする動画（30秒）
　　　　　　※未発表の CM動画に限ります。
●申込期限　8月 5日（金）
●申込方法
　企画政策課へ参加希望、氏名、電話番号、メールアド
レスを電話または、右の二次元コードを
読み取り、メールでご連絡ください。
※�詳しい動画の形式等は申し込み後
にご連絡します。

●申込後の日程（予定）
① 8月 12日までに企画書の提出（絵コンテ等で可）
② 9月 2日までに作品の提出
●注意事項
・�動画作成、編集等にかかる全ての経費は自己負担
となります。
・�動画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。
・�応募者が複数いた場合、市による作品の審査後、
１作品を決定します。
・�提出する作品の版権・使用権は市に帰属し、応募
者による使用は、市にご相談ください。

●問  合  せ　企画政策課　☎ 33-5672
　　　　　　メール：seisaku4@city.ichikikushikino.lg.jp

排水設備工事責任技術者試験の案内

「いちき串木野食材フェア in シンガポール」
参加者募集

高年齢者のための「お仕事説明会」
まだまだ現役皆さんのお力を求めています

男女共同参画基本計画策定に伴う
市民ワークショップ参加者募集

「第20回 KKB ふるさと CM 大賞2022」
市 PR 動画を募集
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☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くださ
い。秘密は厳守されます。相談する方はマスクの着
用をお願いします。

※�『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予
約してください。（定員６名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問 合 せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

※納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、７月 25 日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
●固定資産税の納め忘れに注意！
　今年度から、固定資産税については、二重納付防
止のため、全納分の納付書を廃止し、第１期から第
４期までの各期ごとの納付書を送付しています。
　各納期での納め忘れが無いかご確認ください。
　（一括での納付も可能です）

　税金で　今ある幸せ　守ろうよ　
（令和３年度「税に関する標語入賞作品」より）

市の職員を名乗る詐欺に注意！！
●問 合 せ　税務課　☎ 33-5615

８月の心配ごと相談

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別

相　談　日

相談員５日 12日 19日 26日

金曜日

串木野高齢者
福祉センター
�☎32-3183
9:00 ～ 12:00

生 活・ 福 祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と

相 談 員
年 金・ 保 険
交 通 事 故 相 談 − ○ ○ ○ 社 会 保 険

労 務 士
財 産 ・
登 記 相 談 ○ − ○ ○ 司 法 書 士�

行 政 書 士
税 金 ・
経 営 相 談 ○ − − − 税 理 士

※ 法 律 相 談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
�☎36-4558
10:00 ～ 12:00

生 活 ・
福 祉 相 談

２日 ９日 16日 −
心 配 ご と
相 談 員火曜日 −

○ ○ ○ −

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

　６月の５歳児歯科検診において、むし歯が
なかったお子さんをご紹介します。

	大
おおつぼ

坪　朔
さく

亜
あ

さん　　　　溜
ため

池
いけ

　遥
はる

太
た

さん
	潟
がた　なが

永　篤
あつ　き

樹さん　　　　德
とく　だ

田　恋
こ　と　は

都葉さん
	生
しょう　の

野　結
ゆう　な

愛さん　　　　所
ところ

﨑
ざき

　惺
せ　な

奈さん
	瀬
せ　と　ぐち

戸口　らんさん
　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で取
り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検診で
むし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆�かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

　�●問 合 せ　健康増進センター　☎33-3450

人 口 の 動 き
令和４年６月末 前月比

総人口 26,593人 - ２人
男 12,510人 - １人
女 14,083人 - １人

世帯数 13,115世帯 11世帯

お　く　や　み（６月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

田ノ上　茂樹 63 袴田 田ノ上　恵子

米丸　友芳 38 旭町 米丸　博暁

前之園　トキ 91 日出町 前之園　克美

安田　章 69 昭和通 安田　節代

田﨑　一男 100 崎野 田﨑　ツル

丸田　修士 72 春日町 丸田　英子

満留　節子 91 野元 濵田　悦子

宇都　正巳 92 昭和通 宇都　雄二

橋元　重二 69 恵比須町 橋元　晶子

長谷　マツミ 101 照島 長谷　正明

軍神　トシ 92 袴田 軍神　利喜男

𫝆村　信義 75 浜ケ城 𫝆村　テル子

岩下　ヱミ子 85 春日町 岩下　正記

（届出人が同意された方を掲載してあります）

固定資産税　　　　　第２期 ８月１日

７月の市税納期
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届出人が同意した方を
掲載してあります。

また住所欄は公民館、
または住所で掲載しています。

５月届出分

今月のカバー

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

広 報

いいちちきき
　　串串木木野野

愛  がいっぱいのまち
アイ

I c h i k i k u s h i k i n o  C i t y
Publ ic Relat ions
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2022年７月20日発行2022年７月20日発行

VOL.201VOL.201

初めての七夕の飾り付け
　毎年、中央地区まちづくり協議会で行う七夕飾りを今年は、神村学園の留学
生の皆さんも一緒になって行いました。初めて行う七夕飾りでしたが、とても
よい出来で、地域の方々とも楽しく交流していました。

萩内　彩
いろは
羽ちゃん（上名）

⃝名前の思い・由来
彩ある人 生を自由に大きく羽ばた
いてほしい。
父：翼さん・母：佳奈さん

徳永　充
る い
衣ちゃん（酔之尾）

⃝名前の思い・由来
お姉ちゃんが考えた名前に、同じ誕生日
のひいじいちゃんの一字を付けました。
父：大力さん・母：沙紀さん

愛甲　希
きいち
壱ちゃん（平江）

⃝名前の思い・由来
いろんな事にチャレンジしてのび
のび成長していきますように。
父：悠希さん・母：鈴奈さん

坂口　風
ふうか
花ちゃん（東島平町）

⃝名前の思い・由来
風が 吹いても倒れない 花のように
育ってほしい。
父：良介さん・母：瞳さん

中尾　響
きょう
ちゃん（田中中村）

⃝名前の思い・由来
美しい 音 色 のように 周りを楽しま
せ、幸せにする子になってほしい。
父：隆佑さん・母：寿佳さん

上野　護
まもる
琉ちゃん（天神町）

⃝名前の思い・由来
大事な人や 物をまもれる人になっ
てね。
父：陽平さん・母：ひろみさん

松木薗　蒼
あ お
桜ちゃん（薩摩山）

⃝名前の思い・由来
人に愛され、のびのびまっすぐ育
ちますように。
父：佑太さん・母：友梨恵さん


