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いちき串木野市の行政改革
行政改革推進課（☎33－5639）

平成20年度のいちき串木野市の行政改革の成果について公表します。
　　　　　　　　　　　　（※効果額は、平成17年度と比較して算出した額です。）

５億３,７８７万円の効果!!５億３,７８７万円の効果!!

・３年間で職員39人、嘱託・臨時職員61人削減
・市長等特別職の給料、議員報酬、管理職手当の削減

・消耗品など経常的物件費の削減
・クールビズ等による光熱水費など庁舎管理費の縮減
・広報紙・ごみカレンダーの有料広告、広告入り封筒の導入

・市税･･･夜間徴収、日曜窓口設置、差押物件公売等の実施
・水道料金、公共施設使用料、駅前駐車場使用料の改定
・芹ヶ野団地等市有地の売払い

平成18年度 ２億　947万円
平成19年度 ４億3,403万円
平成20年度 ５億3,787万円
３か年合計 11億8,137万円

【３年間の行革効果額】

平成21年度も行政改革に積極的に取り組みます!!
※　詳しくは、市役所ホームページの平成20年度進捗状況報告をご覧ください。

※その他、市民の利便性の向上を図るため、市民課への低カウンターの設
置、コミュニティセンターのトイレの改修等を行いました。

目標額に対し
111.8％達成!!

★物件費の削減　　　　 １億６,79６万円

★歳入の確保　　　　　　　 3,419万円

★公共工事縮減、補助費見直し等　６,0５1万円

★人件費の削減　　　　 ２億7,５21万円
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～夏休み！安全に気をつけて、家庭・地域でも体験活動を～

～教職員としての実践的指導力の向上をめざして～

～子ども一人ひとりを見つめて　特別支援教育の充実～

　もうすぐ夏休みに入りますが、何よりも配慮していただきたいのが子どもたちの安全です。この
時期は、毎年水難事故等が多発しています。地域の危険箇所については、しっかりと確認し、子ど
もたちが命を落とすことが決してないように、地域で子どもたちを見守ってください。
　ところで、子どもたちは昔に比べて、生活体験・社会体験・自然体験等が少なくなっている傾向
があります。本市は平成19年度まで、文部科学省の「豊かな体験活動推進事業」の指定を受け、各
学校においては特色ある体験活動に取り組み、体験活動の持つすばらしさを再認識しました。
　各家庭・地域でも体験活動が行われ、郷土に誇りと愛着を持った心豊かでたくましい「いちき串
木野っ子」が育つよう、ご協力をよろしくお願いします。

　６月２日、いちき串木野市臨時的任用教職員研修会が荒川小
学校で開催されました。この研修会は、市内小・中学校の臨時
的任用の先生方を中心に、実践的指導力の向上をめざして研修
する会です。今回は「基本的な学習の進め方と学習のしつけ」
をテーマに、公開授業を参観し、それをもとに研究協議が行わ
れました。様々な視点から活発な意見や実践例の紹介がありま
した。
　公開授業（国語教材：は

なの　みち）は、「声に出して読もう」を学習課題に、１年生の
学級（授業者：下茂久美子教諭）で行われました。
　子どもたちは、絵や文章から場面の様子を想像して、声に出
して堂々と発表していました。
　子どもたちに確かな学力を身に付けさせるため、先生方は、
日々研修に努めています。

　これは、昨年度、特別支援教育支援員を配置した学校からの感想です。本市では、本年度も学校
をサポートするために市内４校に６人の特別支援教育支援員を配置し、特別支援教育の充実に努め
ています。特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズにきめ細やかに
対応していくものです。各小・中学校においても特別支援コーディネーターを中心に校内委員会で
一人ひとりの実態に応じた個別指導計画を作成し、全校態勢で取り組んでいます。
　「子ども一人ひとりを見つめ、ニーズに応じた教育」を展開していくには、多くの方々の関わりが
必要です。特別支援教育の更なる充実に向けて、皆様の温かいまなざしとネットワークによる多様
な支援を今後ともよろしくお願いします。

・学習への集中力の向上や意欲の向上がみられるようになった。
・教室に入れなくなった子どもが支援員の関わりにより教室で落ち着いて授業を受けられる
ようになってきた。

・情緒の安定が図られ、学級で落ち着いて過ごせるようになってきた。

教育委員会だより No.44
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　「鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード」をスローガンに、７月21日（火）から７月30日（木）
にかけ、夏の交通事故防止運動が実施されます。
　交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図り
ましょう。

運動の最重点　高齢者と子どもの交通事故防止　～「つけてますか？」運動等の展開～
　運動の重点　１．飲酒運転・暴走等無謀運転の根絶　～「飲酒運転８せん」運動等の展開～
　　　　　　　２．交差点における交通事故防止
　　　　　　　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～
　　　　　　　４．自転車の安全利用の推進　～自転車安全利用五則の周知徹底～

高齢者（65歳以上）と子どもの交通死亡事故防止
　●夕暮れ時や夜間に外出する時は、夜光反射材を身につけましょう。
　●高齢歩行者、子どもを見かけたら、減速するなど思いやりのある

運転に心がけましょう。
　●道路を横断する際は、必ず一旦止まって左右の安全を確認してか

ら渡りましょう。
　●トラクター等農耕用作業車の転落・転倒による交通死亡事故が多

発しています。安全確認、低速走行等を徹底しましょう。

飲酒運転・暴走等無謀運転の根絶
　●飲酒運転は、死亡事故等重大事故に直結する危険な行為であるこ

とを自覚し、市民総ぐるみで「飲酒運転８せん」運動を展開しま
しょう。

自転車の安全利用の推進
　自転車安全利用五則
　　１　通行は車道が原則、歩道は例外
　　２　車道は左側通行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
　　３　夜間はライト点灯、交差点は信号遵守と止まって確認
　　４　飲酒運転、並進、傘差し、携帯電話及びヘッドホン使用運転

の禁止
　　５　子どもはヘルメット着用

夏の交通事故防止運動
自治振興課（☎33-5632）
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土地開発公社（☎33-5656）

いちき串木野市 ウッドタウン団地
好評分譲中
　販売区画数39区画
　１区画当り価格
　　　約480万円～650万円
　１区画当り面積
　　　約64坪～84坪
　ちなみに、１坪当り価格は
　　　約7.2万円～8.2万円です。

※詳しい内容については、いちき串木野市土地開発公社まで、お気軽にお問合せください。

☎33-5656（直通）・ FAX 32-3124

・所　在　地　いちき串木野市上名5,391番地外
・地　　　目　宅地
・用途地域等　都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
・設　　　備　市水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
・交　　　通　いわさきバスネットワーク・医師会病院前バス停まで徒歩約２分
・公 共 施 設　西回り自動車道串木野インターまで約1.2㎞
　　　　　　　串木野インターから鹿児島西インターまで車で約25分
　　　　　　　ＪＲ串木野駅まで約４㎞・串木野駅から鹿児島中央駅まで電車で約32分
　　　　　　　いちき串木野市役所串木野庁舎まで約3.8㎞
　　　　　　　生福保育所・生福小学校・生冠中学校まで約1.3㎞

物件の概要

重 要
※ただし、市の定住促進補助制度に
　より、最高205万円が補助されます。
・住宅建築補助金　最高５0万円
・定住奨励金　　　最高90万円
・土地購入補助金　最高６５万円

分譲団地情報！第2弾
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　平成21年度も５月から特定健診の受付がはじまりました。
　平成20年度の特定健診の受診率は34.5％で目標の受診率25％を達成できました。
　また、その後の特定保健指導の実施率も57.6％と目標の25％をはるかにこえる結果となりました。
　そして平成24年度までに、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を平成20年度より10％減少さ
せることを目標にしています。
　今回は、平成20年度特定健診を受診され、メタボリックシンドロームの基準に該当し、特定保健指導
を受けられたＭさんの紹介をさせていただきます。

　Ｍさん　72歳男性　健診時の腹囲91センチ　血圧138 ／ 80　中性脂肪154にてメタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）と診断されました。
　そこで、「腹囲を４か月で４センチ減らす！！」を目標とし、
　①いも類や果物をとりすぎない。
　②運動教室に参加して筋力アップ！という行動計画をたてました。

若い頃からの体重の変化を聞いてみると・・・。以下のようなグラフになりました。

　目標を達成するために、今までは使うことがなかった体重計に毎朝のる習慣がついたとのことです。
　６か月後の定期相談の日に最終評価をおこないました。すでに21年度の特定健診も受けており、血液
データの結果もでていました。
　健診時、91センチだった腹囲が、なんと９か月で83.5センチに！！ 7.5センチもの減少に成功し、体重
もグラフのとおり、67㎏から61.5㎏に！！（5.5㎏の減少） 血液データでは中性脂肪が154から69と減少し、
はるかによい成績となっていました。
　この変化のあと、Ｍさんにインタビューをさせていただくと・・・
　「30数年ぶりに30代前半の体重にもどすことができました。今となってはもう着れないだろうと思って
処分した洋服が悔やまれますが、作業ズボンがぶかぶかになったのがうれしいです。」とのコメントをい
ただきました。

　上記のグラフにあるような体重の変化に思い当たる方はいませんか？「幸せ太り」なんていうと聞こ
えがいいですが、肥満は様々な疾患を引き起こします。
　若い頃からの健康づくりの取り組みが大切です。現在、そんな若い世代をターゲットにした夜間の運
動教室も好評開催中です。
　まずは、健診を受けることが健康づくりへの第一歩です。豊かな人生をめざし、特定健診をすすんで
受けて
　健康なまちづくり、みなさんですすめていきましょう！！

地域で健康なまちづくりをすすめましょう（健康意識編）
串木野健康増進センター（☎33-3450）

～みんな笑顔で元気なまちをめざして～ シリーズ⑨

50㎏

60㎏

70㎏

80㎏

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 71歳 72歳

結婚当初は、
58㎏

ついに70㎏の
大台に！！

特定健診でメタボと診断
目標・計画を立てて
減量を試みる

目標を達成！！
（※下記参照）

ダイエットを
試すも効果が
でない

妻の料理がおい
しくて62㎏に

58
62

70 70 70 67

61.5
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話 題まちの

管工事組合が奉仕作業

串木野日置法人会が
ベンチを寄贈

第４回いちき串木野市
陸上選手権大会

　６月２日、管工事組合（組合員12社）が、観音ヶ
池配水地や小ヶ倉水源地などの草払いを行いま
した。
　これは、全国水道週間（６月１日～７日）の一
環として、平成９年から奉仕作業を行なっていた
だいております。 ありがとうございました。

　６月５日、串木野日置法人会いちき串木野支部
（旧串木野法人会）から、いちき串木野パークゴ
ルフ場へベンチが６基寄贈されました。
  これは、パークゴルフ場の利用者から「ホール
上に、もっとベンチが欲しい」との声を聞き、法
人会の会員が無償で作成・設置されたものです。
  これにより、パークゴルフ場がもっと利用しや
すい環境になることと思います。ありがとうござ
いました。

　６月６日、多目的グラウンドで第４回いちき串
木野市陸上選手権大会が行われました。大会には、
市内の小学生を中心に約100人の出場があり、日
頃の練習の成果を発揮しました。結果は以下のと
おりです。（敬称略）
○100ｍ走

（小学生の部）
　１年男子　岡田　天臣　（串西陸）　19秒78
　　　女子　中薗なつみ　（串西陸）　20秒75
　２年男子　祐下　芳輝　（串西陸）　17秒81
　　　女子　岡田　菜野　（串西陸）　18秒79
　３年男子　松下浩仁朗　（串西陸）　17秒81
　　　女子　山口　日菜　（羽島陸）　17秒73
　４年男子　中村　成吾　（串西陸）　17秒46
　　　女子　岩切　梨子　（羽島陸）　18秒00
　５年男子　浜田　琢夢　（串西陸）　15秒84
　　　女子　萩元　麻季　（串西陸）　16秒21
　６年男子　白石　侑也　（串西陸）　14秒21
　　　女子　池田　成海　（生福陸）　15秒39

（中学生の部）
　　　男子　大六野祐平　（生冠中）　13秒39
　　　女子　瀬戸口静香　（生冠中）　14秒94
○800ｍ走
　４年男子　屋久　　楓　（生福陸）　２分58秒
　　　女子　木場　玲奈　（羽島陸）　３分37秒
　５年男子　遠矢　浩人　（羽島陸）　２分47秒
　　　女子　宇都　彩乃　（生福陸）　３分04秒
　６年男子　遠矢　託人　（羽島陸）　２分46秒
　　　女子　宗像　玲奈　（串西陸）　２分54秒
　中学女子　星　瑛里香　（羽島陸）　２分52秒
○2000ｍ走
　中学男子　宇都　裕矢　（生冠中）　７分00秒
○走り幅跳び
　小学男子　白石　侑也　（串西陸）　３ｍ83㎝
　小学女子　岡田　花穂　（串西陸）　３ｍ57㎝
　中学男子　溝添　　悠　（串西陸）　５ｍ16㎝
○走り高跳び
　小学男子　濵田　曹嗣　（串西陸）　１ｍ03㎝
　小学女子　福園　仁香　（串西陸）　１ｍ03㎝
○400ｍリレー
　小学男子　串西陸Ａ　　１分05秒
　小学女子　串西陸Ａ　　１分05秒
　中学女子　生冠中Ａ　　１分05秒
○800ｍリレー
　中学男子　生冠中２年　２分12秒
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話 題まちの

第33回市内ソフトテニス大会

Ｂ＆Ｇ巡回ＯＰヨット・カヌー教室

お茶とのふれあい

ガルどんのダゴ流し

　６月７日、第33回市内ソフトテニス大会が串
木野庭球場で開催され、晴天の中、約100名によ
る熱戦が繰り広げられました。
○団体

（一般の部）優　勝　前期高齢者連合
　　　　　準優勝　混成（ＲＥＡＬ・市役所等）
　　　　　第３位　神村学園高等部・神村学園中等部

（女子の部）優　勝　神村学園高等部
　　　　　準優勝　いちきクラブ
　　　　　第３位　串木野中学校Ｂ
　　　　　　　　　混成（串木野高校・串木野西中）
○個人

（一般の部）優　勝　木下・久木野組（市役所・メック）
　　　　　準優勝　平屋・有馬組（前期高齢者連合）
　　　　　第３位　石走・植ノ原組（前期高齢者連合）
　　　　　　　　　坂上・長組（前期高齢者連合）

（女子の部）優　勝　前田・下酔尾組（いちきクラブ）
　　　　　準優勝　中和田・下園組（神村学園高等部）
　　　　　第３位　宇都口・東組（いちきクラブ）
　　　　　　　　　有島・新原組（串木野高校）

　６月13日から14日に市内６校の小学生を対象
にＢ＆Ｇ巡回ＯＰヨット・カヌー教室が各学校の
プールで開催され、54人が参加しました。
　今回初めて開催した市来小のプールでは、ＯＰ
ヨットやカヌー体験を行い、ライフジャケット体
験等子供たちが体験活動を通し、水辺の安全につ
いて学習を行いました。
※ＯＰヨットとは…
　正式名称を『オプティミストディンギー』といいます。
　英語で「楽天家」という意味で、全長2.31ｍ全幅1.13
ｍの小さなヨットです。ＯＰの愛称で世界中の人々に親
しまれています。

　５月20日冠岳小学校で、また６月16日は羽島
小学校で鹿児島県産のお茶を用いておいしいお茶
の入れ方教室が行われました。
　当日は、本市在住の日本茶インストラクターの
先生から県の茶生産の実態やお茶の入れ方を教わ
り、その後子どもたちもお茶入れに挑戦しました。
  普段なかなか使うことのない急須を使ってのお
茶入れに子どもたちは真剣に取り組み、自分たち
で入れたお茶をおいしそうに飲んでいました。

　６月18日、串木野新港大橋のたもとで、「ガル
どんのダゴ流し」が行われ、市口公民館の子ども
など約20人が参加しました。
　毎年、旧暦の５月16日の水神さまをまつる日
に、ガルどん（かっぱ）の好物であるダゴ（団子）
をお供えして、水難事故防止を願う伝統行事です。
　子どもたちは、それぞれの家庭で作った長さ約
40㎝の「ワラット」と呼ばれるワラに包んだ団
子を持ち寄り、元気よく掛け声に合わせ、水難事
故に遭わないように祈りを込めて、団子を川へ流
しました。

▲羽島小学校

▲冠岳小学校
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話 題まちの

愛魂2009夏
～あなたの心をダウンロード～

七夕飾りをプレゼント

青少年のための芸術鑑賞事業を開催

土川小学校「田植え体験」

まぐろラーメン師弟対決開催される

　６月21日、観音ヶ池市民の森で市来若者隊が
主催する出会いイベント、『愛魂2009夏』が行な
われました。
　当日は、市内外から20歳以上の独身男女16人
が参加し、レクリエーションやバーベキューなど
を行ないながら楽しいひとときを過ごしました。

　６月26日、生福保育所の園児らが市役所串木
野庁舎や公共施設など17か所に七夕飾りをプレ
ゼントしました。生福保育所では、例年高齢者の
方や地域の方との交流活動の一つとして、七夕の
前に、七夕飾りを作成し、配布して喜ばれています。

　６月23日、生福小学校体育館で、「オペラのた
のしみ」と題して、琴の演奏やオペラの鑑賞会が
開催されました。
　生福小・生冠中・冠岳小の児童生徒約200人が
参加し、時には一緒に歌ったりしながら、オペラ
に触れる楽しいひとときを過ごしました。

　6月22日、土川小学校近くの田んぼで、田植え
の体験学習が行われました。
　田植えには、地域の方々やALT（外国語指導
助手）のカースティン先生も参加しました。子ど
もたちはひざまで泥まみれになり、泥の感触を楽
しみながら田植えをしていました。
　この体験学習は、地域の方々と年間を通して行
うもので、今後は秋に収穫するもち米を使って餅
をついたり、わらで草履やしめ縄を作ったりとい
ろいろな活動が予定されています。

　６月28日、鳥取県境港市で『まぐろラーメン
一番勝負』が開催されました。
　本市まぐろラーメンのレシピを学び、平成20
年から販売がはじまっている、境港の「鬼太郎ま
ぐろラーメン」と「串木野まぐろラーメン」との
師弟対決が開催され、串木野まぐろラーメンのＰ
Ｒができました。

▲地元審査員による審査の様子

▲17対12で見事“串木野まぐろラーメン”の勝利でした。
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話 題まちの

高齢者交通安全教室
（さわやか号）

鹿の子百合（カノコユリ）
が咲き始めました

　６月29日、串木野高齢者福祉センターにおい
て、中央地区高齢者クラブ連合会が鹿児島県警察
本部の高齢者交通安全教室（さわやか号）を受講
され、機械を使っての横断歩道の歩き方やドライ
ビングシュミレーター（模擬運転装置）を使って
の運転指導が行われました。

　他の団体でも、活用してみませんか。ある

程度人数が集まれば開催できます。詳しくは、

自治振興課（☎33－5631）までご連絡ください。

　串木野新港の甑島行きフェリーターミナルに、
鹿の子百合が咲き始めました。
　鹿の子百合の名前の由来は、花弁の奥の方に鹿
の子絞りのような突起があることからきていま
す。美しい花弁が大きく反り返るのが特徴で、素
晴らしい芳香があります。
　今年は約200本植栽され、８月中旬頃まで見ら
れるとのことです。

国民健康保険証の切り替えは
済まれましたか

健康増進課（☎33－5613）・健康福祉課（☎21－5120）
　現在使用されている国民健康保険証の有効期限
は、７月31日までとなっています。８月１日以降は、
新しい保険証でないと診療は受けられませんので、
ご注意ください。
　現在、各会場（公民館やコミュニティセンター等）
で、国民健康保険についての説明会と保険証切り替
えを行っています。日程（広報いちき串木野6/22号
に掲載）を確認のうえ、必ず切り替えてください。

　●切り替えに必要なもの
　　①現在使用されている保険証（遠隔地等にあ

る保険証遠・学も切り替えます）
　　②印鑑（代理で切り替えをされるときは、代

理人の印鑑）、スタンプ印不可
　　※学保険証の切り替えには、在学証明書が必

要です。

●同時切り替え
　今回は、下記の切り替えも同時に行います。お持
ちの方は保険証と一緒にご持参ください。
・国民健康保険限度額適用認定証（だいだい色）
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
　（はだ色）
・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）
　※国民健康保険被保険者のみ

　「気になることや困っていることがあるけど、ど
こに相談していいかわからない」など保健・福祉・
環境に関する悩みがありましたらお気軽にご相談く
ださい。
　専門職員が対応させていただきます。
●日　　時　毎月第２・第４水曜日 9:00 ～ 12:00
●相談方法 
　（来所）　伊集院保健所
　　　　　（日置市伊集院町下谷口1960－1）
　（電話）　☎099－273－3111（代表）　内線　211　　
　Ｅ-mail:kago-kenko-zoushin@pref.kagoshima.lg.jp

※相談室を開設しますが、
この日に限らず、随時相
談を受け付けております
ので、お気軽にご連絡く
ださい。

おしらせ版
保健・福祉

伊集院保健所による
保健・福祉・環境なんでも相談室のご案内

串木野健康増進センター（☎33－3450）
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介護保険のサービス利用料が軽減されます
健康増進課（☎33－5673）・健康福祉課（☎21－5121）

　介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方で、一定の要件を満たす方は、下記に該当する介護サー
ビスの利用料が軽減されます。介護保険被保険者証をお持ちになり、健康増進課（串木野庁舎）並びに健康
福祉課（市来庁舎）窓口で申請してください。申請は随時受け付けています。
●施設サービス等利用時の食費・居住費等の負担軽減制度

【内　　容】
　介護保険施設に入所・入院（ショートステイを含む）した場合、市町村民税非課税世帯に属する方は、い
ちき串木野市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示すると、食費及び居住費（滞在費）が
下表の限度額までの負担ですみます。

※従来型個室の（　　）内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
●障害者などの訪問介護（ホームヘルプサービス）の利用者に対する支援措置

【内　　容】
　障害者自立支援法のホームヘルプサービス利用で定率負担が０円だった人が、次のいずれかに該当すると
き、訪問介護を利用したときのサービス料（本来は１割の自己負担）が全額免除されます。
　①平成18年４月以降に65歳到達等で介護保険が適用されたとき
　②特定疾病により生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳か

ら64歳までの方
●社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

【内　　容】
　社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者のうち、特に生計が困難である人が、
本市に申出を行っている社会福祉法人によるサービスを利用すると、１割の自己負担額が原則４分の１（老
齢福祉年金受給者等は２分の１）軽減される制度です。ただし、生活保護受給者は対象外です。申請には印鑑・
下記の要件に該当することを証する書類等が必要になります。

※平成21年４月１日から平成23年３月31日までの期間は特例措置が設けられ、介護サービス費に係る利用者
負担額（食費・居住費等は除く）の軽減率が28％（老齢福祉年金受給者等は53％）となります。

■施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額（１日あたり）

利 用 者
負担段階 対     象     者

居    住    費 （滞 在 費）
食  費ユニット型

個室
ユニット型
準個室

従来型個室 
（※） 多 床 室

第１段階
・市町村民税非課税世帯で、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

第２段階
・市町村民税非課税世帯で、本人の合
計所得金額と課税年金収入額の合計
が年80万円以下の方

820円 490円 490円 
（420円） 320円 390円

第３段階 ・市町村民税非課税世帯で、利用者負
担第２段階に該当しない方 1,640円 1,310円 1,310円 

（820円） 320円 650円

第４段階 ・市町村民税課税世帯の方 軽減はありません

対象者の要件…市町村民税非課税世帯の方で、かつ①～⑤の要件を全て満たす方
① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が１人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑤ 介護保険料を滞納していないこと

対象サービス
介 護 サ ー ビ ス の 種 類 軽  減  対  象  費  用

（介護予防）訪問介護 介護サービス費
（介護予防）通所介護 介護サービス費、食費
（介護予防）短期入所生活介護 介護サービス費、食費、滞在費
夜間対応型訪問介護 介護サービス費
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 介護サービス費、食費、居住費
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護サービス費、食費、居住費
（介護予防）認知症対応型通所介護 介護サービス費、食費
（介護予防）小規模多機能型居宅介護 介護サービス費、食費、宿泊費
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　　いちき串木野市の高齢者福祉サービス
福祉課（☎33－5619）・健康福祉課（☎21－5117）

　いちき串木野市では、高齢者の皆様が、できる限り住み慣れた家庭や地域の中で保健・医療・福祉の総合
的なサービスが受けられる社会づくりに取り組んでおります。
　介護認定で要介護の認定を受けた方については、介護保険のサービスを利用していただきますが、非該当
となった方等が、要介護状態とならないように、またできるだけ在宅で自立した生活ができるよう支援して
いこうというのが福祉サービスの目的です。

区分 事　業　名 事　業　内　容 対　象　者 利　用　料

生
　
活
　
支
　
援
　
事
　
業

生活支援型
ホームヘルプ
サービス事業

自立した生活の維持及び要介護
状態への進行を防止するため、
外出時の援助、食事・食材の確
保、家屋内の整理整頓、洗濯物
の搬出入等の生活に係る援助及
び健康管理・栄養管理に関する
生活上の助言等を行います。

要介護認定で非該当
となった一人暮らし
高齢者等で、自立し
た生活を維持するの
に援助を必要とする者。

１時間あたり140円
（１時間を超えた場
合は、30分ごとに70
円を加算）

高齢者等住宅
改造推進事業

自立促進、寝たきり防止及び介
護者の負担の軽減を図るため、
住宅改造（段差解消・床改修等）
に必要な経費を助成します。
※着手前の事前申請が必要。

生計中心者の前年
の課税所得金額が
3,300,000円以下で、
要支援及び要介護認
定を受けた者が属す
る世帯及び身体障害
者の１級、２級の者
が属する世帯で住宅
改造が必要であると
認められた者

１世帯につき、対象
経費の１／３を助成。
（対象経費上限80万円）

寝具
洗濯乾燥消毒
サービス事業

公衆衛生の向上及び疾病の予防
を図るため、寝具の衛生管理が
困難な人に、洗濯・乾燥・消毒
のサービスの提供を行います。

要支援及び要介護認
定を受けた一人暮ら
しの高齢者等で衛生
管理の援助が必要な者。

敷布団・掛布団・毛
布１組まで無料。
（一人年２回）

訪問理美容
サービス事業

衛生的で快適な生活の維持を図
るため、老衰、心身の障害、疾
病等で、一般の理美容所等に出
向くことが困難な高齢者等に対
し、出張によるサービスの提供
を行います。

要支援及び要介護の
認定を受けた一人暮
らし高齢者等で、一
般の理美容を利用で
きない者。

年4回（1回 に つ き
2,000円）を助成。
一部自己負担有り。

生きがい対応型
デイサービス
事業

社会的孤立感の解消、自立生活
の助長及び要介護状態になるこ
との予防を図るため、リフトバ
スで送迎し、デイサービスセン
ターで入浴、食事、教養講座、
日常動作訓練等を行います。

介護認定で非該当と
なった一人暮らしの
高齢者で、家に閉じ
こもりがちな者。

１日　1,000円

生活指導型
ショートステイ
事業

要介護状態への進行の予防を図
るため、養護老人ホームに一時
的に入所させ、生活習慣等の指
導と体調調整を図ります。（送
迎あり）
期間は、原則一週間以内（６か
月に１回）

介護認定で非該当と
なった高齢者等で、
基本的生活習慣が欠
如したり、在宅生活
が一時的に困難と
なった者。

１日につき　381円
（食事代等実費負担
有り）

訪問給食
サービス事業

自立した生活の支援及び安否確
認を行うため、毎日（日曜日、
祝日、年末年始を除く）１日２
食（昼・夕）を居宅に配食します。

高齢者のみの世帯に
属する虚弱な者等。

１食　400円
（一月分を翌月徴収）
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　　いちき串木野市の高齢者福祉サービス
福祉課（☎33－5619）・健康福祉課（☎21－5117）

区分 事　業　名 事　業　内　容 対　象　者 利　用　料

家
族
介
護
支
援
事
業

紙おむつ等
支給事業

要介護高齢者等の属する家庭の
経済的負担の軽減を図るため、
一月3,000円分の金券を支給。
協力店で紙おむつ等を購入でき
ます。

（券面額を超えた分は自己負担。）

在宅で３か月以上寝
たきり及び重度認知
症により、常時介護
が必要な高齢者。
（市民税所得割非課
税世帯で特別障害者
手当、福祉手当の支
給を受けていないこ
と。）

月3,000円の金券を助
成。購入価格との差
額は自己負担。

在宅寝たきり者
等介護手当支給
事業

在宅の寝たきり者、重度の認知
症者の介護者に、月額8,000円
を支給します。（四半期ごとに
前月分までをまとめて支給）

寝たきり者等を在宅
で３か月以上引き続
き介護している者。
（特別障害者手当、福
祉手当の支給を受け
ていないこと。）

そ
　
の
　
他
　
の
　
事
　
業

緊急通報体制等
整備事業

急病・災害等発生時の緊急救助
体制を整備し、生活不安の解消
等を図るため、緊急通報装置を
貸与します。
緊急通報装置（大きな非常ボタ
ンの付いた電話器とペンダント
発信器）のボタンを押すだけで
熊本安全センターにつながり、
緊急時の対応をします。

概ね65歳以上の一人
暮らしの虚弱高齢者
または突発的に生命
に危険な症状の発生
する疾病を有する高
齢者。

月　400円

高齢者日常生活
用具給付事業

日常生活の便宜を図り、その福
祉の増進に資するため、火災警
報器，自動消火器，電磁調理器
の給付を行います。

概ね65歳以上の一人
暮らし及び寝たきり
高齢者等。
（電磁調理器は防火
等の配慮が必要な者）

前年の所得税に応
じ、購入費の一部ま
たは全部を負担する。

老人用
電話の貸与

孤独感を和らげると共に、安否
の確認を行います。

概ね65歳以上の一人
暮らしの高齢者など
低所得者。

設置料は無料
撤去費は有料

はり・きゅう及
びマッサージ施
術料助成

市長が指定したはり・きゅう及
びマッサージ師から末しょう神
経疾患及び運動器疾患に対する
施術を受けたとき、施術料の一
部を助成します。
・１日１回，月５回以内（年60

回以内）
・１回　600円助成

市内に住所を有する
入院及び通院等を除
く在宅の65歳以上の
高齢者。

一部自己負担有り。

長寿祝金 長寿祝金を９月に支給します。
（基準日　９月１日）

満80歳･満88歳･
満90歳･満95歳･
満100歳以上の高齢
者。

〔支給額〕
80歳     5,000円
88,90,95歳 10,000円
100歳以上 30,000円

満100歳到達時
祝金 50,000円を支給します。 満100歳の高齢者。

※　申請方法等　お問い合わせは串木野庁舎福祉課高齢障害係（☎33－5619）
　　　　　　　　　　　　　　　市来庁舎健康福祉課福祉係　（☎21－5117）
　　　　　　　　　　　　　　　民生委員へ
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精神障害者のご家族へ
家族教室のご案内（一緒に語りあってみませんか）

福祉課（☎33－5619）

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届の提出

福祉課（☎33－5618）・健康福祉課（☎21－5117）

　かごしま検定は、鹿児島県の内外を問わず、多く
の方々が、鹿児島への関心を高め、その素晴らしさ
を実感していただくことを目的に、次のとおり実施
されます。
●試験日　９月10日㈭
●試験地　いちき串木野市・薩摩川内市・鹿児島市
　　　　　他県内９商工会議所
・マスター試験（標準クラス）
　　試験時間　10:00 ～（制限時間90分）
　　受験資格　学歴・年齢・性別・国籍等に制限は

ありません。
　　受 験 料　3,150円（税込）
・シニアマスター試験（上位クラス）
　　試験時間　13:30 ～（制限時間90分）
　　受験資格　マスター試験に合格していること
　　受 験 料　3,150円（税込）
●申込期間　８月10日㈪まで
※詳しくは、いちき串木野商工会議所（☎32－2049）

へお問い合わせください。

　伊集院保健所では、家族に心の病を持つ方を対象
にした教室を開催しますので、お気軽にご参加くだ
さい。
●対象者
　精神障害者のご家族
●日時・内容（４日間とも14:00 ～ 16:00）
・第１回　９月１日㈫
　講話　『精神疾患について、病気の経過と治療』
　　　　 医師
・第２回　９月15日㈫
　講話　『家族の対応について、薬の作用・副作用』
　　　　 伊集院病院看護師
・第３回　９月30日㈬
　講話　『社会福祉資源について』
　　　　 日置市福祉課職員、
　　　　 向陽ホーム精神保健福祉士
・第４回　10月９日㈮
　講話　『病院デイケアについて』
　　　　 伊集院病院作業療法士、看護師
●場所
　伊集院病院（日置市伊集院町徳重156）
●申込・問合せ
　参加希望の方は、資料の準備等がありますので、

８月21日㈮までに下記にご連絡ください。
　鹿児島地域振興局地域保健福祉課（伊集院保健所）
　　☎099－273－3111（代表）内線295　担当　宮　城
※参加は無料です。

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している
人は在住する市町村へ現況届・所得状況届を提出す
ることになっています。
　この届は手当を引き続き受給するために、必ず提
出しなければなりません。（支給停止の方も提出し
てください。）
　下記期限内に届が提出されない場合は、手当の支
給が停止され、さらに２年が経過すると受給資格を
喪失することになります。
●提出期限
・児童扶養手当現況届
　　８月３日㈪～ 14日㈮
・特別児童扶養手当所得状況届
　　８月11日㈫～９月10日㈭
●提出場所
　串木野地域にお住まいの方
　　　　　　　　……………串木野庁舎　福祉課
　市来地域にお住まいの方
　　　　　　　　……………市来庁舎　健康福祉課
●届に必要なもの
　１　（特別）児童扶養手当証書
　２　印鑑（受給申請に使った印鑑）
　３　世帯全員の住民票（児童扶養手当受給者のみ）
　４　その他　添付書類が必要な方に対しては、書

類を送付しますので、記入のうえ提出してく
ださい。

※３・４の書類は８月１日以降の日付のものを提出
してください。

募集・催し
　ひとり親家庭等医療費助成制度は、父子・母子家
庭等の医療費の一部を助成することにより、生活の
安定と福祉の向上を図ることを目的として、行われ
ています。
　受給資格者証は、今年７月末日で有効期限が切れ
ますので、下記により更新の手続きをしてください。
　また、この助成を受けるには受給資格者としての
登録が必要です。まだ、登録されていない方は、串
木野庁舎福祉課、または市来庁舎健康福祉課で登録
手続きをしてください。
●対　象
　父子・母子家庭で、18歳未満の児童（18歳になっ
た日以降の最初の３月31日までの児童。障害のある
児童については20歳未満まで）がいる家庭、または
これに準じる家庭。
●更新手続きに必要なもの
　・印鑑
　・健康保険証
　・旧受給資格者証

ひとり親家庭等医療費
受給資格者証の更新を

福祉課（☎33－5618）・健康福祉課（☎21－5117）
かごしま検定の実施

（マスター試験・シニアマスター試験）
商工観光課（☎33－5638）
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◎串木野さのさ踊り歩行者天国付近図（コース図）

◎踊り参加連（順不同７月６日現在）18：00 ～ 20：00
　○串木野建設業協会　　○汐見町児童会　　　　　○みなと病院　　　　　　　○串木野西陸上少年団
　○神村学園鼓舞道部　　○いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　　○いちき串木野商工会議所青年部
　○鹿児島銀行　　　　　○亀﨑染工　　　　　　　○ダスキン内村　　　　　　○医療法人親貴会　
　○市議会　　　　　　　○鹿児島信用金庫　　　　○医療法人杏林会　　　　　○産科・婦人科久米クリニック
　○市役所　　　　　　　○鹿児島相互信用金庫　　○プリマハム鹿児島工場　　○消防本部　
　○串木野西中バスケットボール部　○南日本銀行　　　　　　○日本地下石油備蓄　　　　○九州電力㈱川内営業所
　○濵田酒造　　　　　　○串木野蒲鉾組合　　　　○串木野市漁業協同組合　　○ゆうこジャズダンスカンパニー
　○中央仮設　　　　　　○三井串木野鉱山　　　　○串木野小学校ＰＴＡ　　　○串木野青年会議所
　○羽島連　　　　　　　○コーアガス日本　　　　○串木野太極拳上海クラブ　　○医療法人芳清会
　○潮風園　　　　　　　○さのさ太鼓振興会　　　○さのさ踊り保存会　　　　○さつま日置農協串木野支所
　○汐見ソフトボールスポーツ少年団　　　　　　　○五島さのさ　　　　　　　○五ツ太鼓　新星会
　○市婦人会連絡協議会（生冠・上名・大原・中央・本浦・照島・羽島の各地区）　○自由連　　　　　　　　　
　☆今年は「串木野さのさ」のルーツといわれる長崎県五島市から『五島さのさ』の踊り手も参加されます。

市民の皆様の多数のご参加とご観覧をお願いいたします。

◎交通整理・警備・アトラクション等協力団体
　○いちき串木野警察署　　　　　　○地区交通安全協会串木野支部　　○ボーイスカウト串木野第２団

◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・14：45 ～ 18：00
　・マーチング行進・・・羽島保育園　　　・子どもみこし・・・大原町子供会
　・相撲甚句保存会・・・本浦青年友交会
　　　　　　　　　　　�旭小学校　　　　　　　　　　　　　�鼓響舞五ツ太鼓
　・一 輪 車 演 技・・�冠岳小学校　　　・太鼓演奏・・・・�薩摩天翔流
　　　　　　　　　　　�土川小学校　　　　　　　　　　　　�さのさ太鼓振興会
　・お楽しみ抽選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�五ツ太鼓　新星会

さのさ踊り市中流し踊り（７月26日午後６時から）

さのさ祭り実行委員会事務局（商工観光課☎32－3111）

【串木野さのさ祭り時における交通規制について】
○７月25日㈯［前夜祭］
　　13:00～22:30
○７月26日㈰［アトラクション・市中流し］
　　14:00～20:30
※25日㈯、26日㈰上記の時間帯は歩行者天国と
なるため、車の進入は出来ません。

※車でお越しの方は、左記地図の①～⑦をご利
用ください。

�①市役所（串木野庁舎）②市民文化センター�
｜③商工会議所④市口公園⑤塩田第一公園　｜
�⑥中央公園⑦讃岐公園　　　　　　　　　�
（ただし、駐車台数に制限がありますので、乗
り合わせてお越しください。）
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ビジネス・キャリア検定試験
（平成21年度前期）のご案内

商工観光課（☎33－5638）

●日　　時　９月18日㈮～12月４日㈮
　　　　　　毎週金曜日18:00 ～ 20:00（計10回）
●場　　所　串木野高校会議室
●内　　容　韓国語での自己紹介・ハングルの読み

書き
●対 象 者　興味のある方（学生を除く成人）
●募集定員　30人（定員を超えた場合は抽選）
●受 講 料　無料（ただし、教科書代2,205円は自己負担）
●申込方法　往復はがきに郵便番号、住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、性別、電話番号を記
入し申込みください。

　　　　　　※返信はがきで結果を通知します
●申込・問合せ
　　　　〒896－0024 いちき串木野市美住町65番地
　　　　　　串木野高校 県民大学係（☎32－2064）
●申込締切　８月21日㈮必着
※返信はがきにも住所・氏名などの記入をお願いします

　ビジネス・キャリア検定試験は、厚生労働省が職
業能力習得支援制度としてビジネス・パーソンの実
務に即した専門的知識・能力を客観的に評価できる
公的資格検定試験で、今年度前期は次の日程で実施
されます。
●受付期間　　７月21日㈫～８月25日㈫
●試 験 日　　10月４日㈰
●試 験 地　　鹿児島市内
●受 験 料　　１級　7,850円　　　２級　5,250円
　　　　　　　３級　4,200円（すべて税込）
●受験資格　　制限なし
※詳しくはホームページをご覧ください。
　http://www.bc.javada.or.jp
●申請書類請求および問合せ先
　鹿児島県職業能力開発協会
　　〒892－0836　鹿児島市錦江町11－40
　　　　　　　　鹿児島県地域振興局第３庁舎３階
　　　　　　　　☎099－226－3240

　「七夕踊」・「川上踊」が次の日程で開催されます。
　市民の皆様の多数のご観覧をお願いいたします。

【七夕踊】
●開催日　８月９日㈰
●場　所　大里地区内
　　　　　中福良８:00～　門　前10:00～
　　　　　払　山15:00～
●内　容　島津義弘公の朝鮮の役での戦勝祝いに踊

られたのが始まりと伝えられ、その後、
一旦下火になったが天和四年（1684）、再
び大里田んぼ開拓の際に復活したと言わ
れており、それ以後踊り続けられている。

【川上踊】
●開催日　８月23日㈰
●場　所　川上地区内
　　　　　長田神社８:00～　諏訪神社９:00～
　　　　　葛城神社10:30～　中組公民館11:00～
　　　　　川上小学校15:00～
●内　容　約400年前、五穀豊穣と平和を祈念して

創始されたものと伝えられている。

■平成22年度推薦選考
【室内造形科・建築工学科】（高校卒業見込者）
　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入
校生を募集します。
●受付期間　９月１日㈫～９月17日㈭
●選 考 日　10月１日㈭
●選考方法　筆記試験・小テスト（数学Ⅰ）・面接
●合格発表　10月７日㈬
●問 合 せ　宮之城高等技術専門校
　　　　　　（☎53－0207・ＦＡＸ53－0993）

　「サマーフェスタin市来」・「祇園祭」が、次の日
程で開催されます。市民の皆様の多数のご参加とご
観覧をお願いいたします。

【サマーフェスタin市来】
●日　　時　８月１日㈯　18:45 ～ 21:00
●場　　所　市来ふれあい温泉センター裏河川敷
●内　　容　お楽しみ抽選会・舞台イベント・出店
　　　　　　東シナ海をバックに打ち上げる花火等

開催
【祇　園　祭　（六月灯）】
●開 催 日　８月１日㈯
●場　　所　湊町地区内
●内　　容　12:00～　　　　花火を合図にスタート
　　　　　　14:30～15:15　濵田屋伝兵衛駐車場
　　　　　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）
　　　　　　18:00～18:30　八坂神社祭典
　　　　　　18:45～　　　　サマーフェスタin市来
　　　　　　　　　　　　　　と合流
　　　　　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）

　平成22年成人式の実行委員を募集します。
  新成人はもちろんのこと、一緒に企画運営をして
くださる高校生や青年のみなさん、ふるってご応募
ください。
●対象者
・平成元年４月２日から平成２年４月１日までに生

まれた市内在住の方（新成人）
・成人式を企画運営してくださる高校生・青年など
●申込・問合せ
　８月21日㈮までに社会教育課（市来庁舎）へ
※平成22年成人式は、平成22年1月3日㈰予定です。

平成21年度串木野高校生涯学習県民大学
楽しいハングル講座　受講生募集

社会教育課（☎21－5128）

鹿児島県立宮之城高等技術専門校入校生募集
商工観光課（☎33－5638）

「サマーフェスタｉｎ市来」「祇園祭」開催
産業経済課（☎21－5124）

「七夕踊」「川上踊」開催
文化振興課（☎21－5113）

平成22年成人式実行委員の募集
社会教育課（☎21－5128）
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公民館対抗市長旗争奪
ナイターソフトボール大会

市民スポーツ課（☎21－5129）
●日　　時　８月18日㈫～  19:00 ～
●会　　場　多目的グラウンド（全試合ナイター）
●試合方法　公民館対抗トーナメント戦
●チーム編成（年代別）　20歳代:２人　30歳代:３人
　　　　　　　　　　　40歳代:３人　50歳代:１人
※各年代の基準日
50歳代　昭和35年４月１日基準日以前に生まれた者
40歳代　昭和45年４月１日基準日以前に生まれた者
30歳代　昭和55年４月１日基準日以前に生まれた者
20歳代　平成２年４月１日基準日以前に生まれた者
●参 加 料　１チーム:5,500円（主将会時納金）
●主 将 会　８月７日㈮18:00 ～
　　　　　　市役所　串木野庁舎　地下大会議室
●試合時間　第１試合  19:30 ～
　　　　　　第２試合  20:30 ～
●投　　手　満40歳以上・下手投げ（ウインドミル禁止）
●参加資格　各公民館に居住している者（住所のある者）
●チーム編成　同一公民館単位
※同一公民館単位でチーム編成ができない公民館

は、同一地区内の他の公民館と混成チームをつ
くって出場できます。

●申 込 み　８月６日㈭午後５時までに下記事務局
へお申し込みください。

●申込・問合せ
　いちき串木野市ソフトボール協会事務局
　　（市役所　串木野庁舎2階）
　担当:企画課　後潟　☎33－5628（直通）

　Ｂ＆Ｇ財団から助成を頂き、大規模改修工事を行
いました。新しくなった艇庫の見学やＯＰヨット･
カヌー体験等に参加してみませんか。市民の皆様の
多数のご参加をお願いします。
●日　時　７月26日㈰　9:00～
●場　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
　　　　　（五反田川河口近く）
●内　容　テープカット、艇庫見学、ＯＰヨット･

カヌー等マリンスポーツ体験
※マリンスポーツ体験に参加される方は、市民ス

ポーツ課（☎21－5129）にご連絡ください。

●日　　時　８月９日㈰　9:30 ～ 13:30
●場　　所　串木野西中学校プール
●種　　目　自由形・平泳ぎ・背泳・バタフライ
　　　　　　25ｍ（小学校低学年のみ）50ｍ・100ｍ
　　　　　　200ｍ・メドレーリレー等
●参加資格　小学生～大人（１人２種目まで）
●参 加 料　１人200円
●申 込 先　７月31日㈮までにいちき串木野市水泳協

会事務局（農政課 久木野まで☎33-5635）
●問 合 せ　実施要領等詳しくは、上記事務局まで

平成21年度自衛官等募集
市民課（☎33－5612）

Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫　リニューアル
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32－8994）

第４回市水泳選手権大会参加者募集
市民スポーツ課（☎21－5129）

１　男子　※　２等陸士、２等海士及び２等空士募集計画

募集期 隊別 採用予定
人員 試験時期 合格発表 採用時期

７～９
月

陸自 未定

９月19日 11月11日
以降

３～４月
（平成22年）

海自 未定
空自 未定
計 未定

２　女子　※　２等陸士、２等海士及び２等空士募集計画

募集期 隊別 採用予定
人員 試験時期 合格発表 採用時期

７～９
月

陸自 未定

９月28日 11月13日 ３～４月
（平成22年）

海自 未定
空自 未定
計 未定

３　自衛官等募集計画（２等陸士、２等海士及び２等空士を除く。）

区　分 採用予
定人員

受付
時期 試験時期 合格発表 採用時期

曹看
護陸 未定 ９月 11月 １月

（平成22年）
４月

（平成22年）

一
般
曹
候
補
生

陸 4,045人
（155人）

８～９月

１次
９月19日
２次
10月10日
　～14日

１次 
10月２日
最終
11月11日

３～４月
（平成22年）海 1,125人

（75人）

空 990人
（110人）

航
空
学
生

海 70人
（若干名）８月１日

～
９月11日

１次
９月23日
２次
10月17日
　～22日
３次
11～12月

１次10月
２次11月
最終１月

（平成22年）

３～４月
（平成22年）

空 70人
（若干名）

看
護
学
生

陸 70人
９月７日

～
10月２日

１次
10月24日
２次
11月21日

１次
11月５日
最終
H22年
１月８日

３～４月
（平成22年）

陸
上
自
衛
隊
高
等
　

工
科
学
校
生
徒（
男
）

陸 詳細については、薩摩川内出張所にお問い合
わせください。

防
衛
大
学
校
学
生

一
般

350人
（30人）

９月
～
10月

１次
11月7、8日
２次12月

１次
12月４日
最終
H22年
２月16日

４月
（平成22年）

推
薦

130人
（10人） ９月 ９月 11月

防衛医科
大学学生 80人

９月７日
～

10月２日

1次
10月31日
　～
11月１日
２次12月

１次
11月24日
２次
H22年
２月12日

４月
（平成22年）

貸　費
学　生 若干名12月～1月 ２月

（平成22年）
４月
（平成22年）

４月
（平成22年）

（注）１　採用予定人員等は、実行段階において一部変更することがある。
　　２　採用予定人員欄中の（　）内は、女子の採用予定人員であり、内数である。
受付期間・試験期日については、変更になることもあります。
詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所（担当者　玉城☎22－2401）
または市民課（串木野庁舎）へお問い合せください。
　各種問題等取り揃えておりますのでお気軽にお申し付けください。

17



農業委員会委員選挙の立候補予定者説明会
選挙管理委員会（☎21-5125）

第30回ちかび展示館夏のイベント開催
企画課（☎33－5634）

市民農業塾生募集
農政課（☎33－5635）

第２回　安心・安全な野菜作り講習会
農政課（☎33－5635）

市職員採用試験案内
総務課（☎33－5625）

　９月13日㈰に農業委員会委員の選挙が行われます。
　立候補を予定している人は、次のとおり説明会を
開催しますのでご出席ください。
●日　時　８月12日㈬14:00～
●場　所　市来庁舎　３階会議室
●持参品　印鑑・筆記用具・メモ紙

投票日には棄権をせず投票しましょう。
～生かそう一票　あかるい郷土～

　毎年恒例の串木野国家石油備蓄基地『第30回ちか
び展示館夏のイベント』が次のとおり開催されます。
　皆様の多数のご来館をお待ちしております。
●日　時　８月９日㈰９:00～15:30
●場　所　ちかび展示館（館内、駐車場、作業トン

ネル内）
●イベントの内容
　・お楽しみ抽選会（10:00、12:00、14:00）
　・ゲーム大会、クイズ、作業トンネル見学会＆映

写会など
●問合せ
　・ちかび展示館☎32－4747（月・火曜日は休館日）
　・日本地下石油備蓄㈱　総務課☎32－6800

　将来就農を目指す方を対象に市民農業塾を開講い
たします。希望される方は農政課または産業経済課
へお申込みください。
●対 象 者　農業に興味があり、技術を学びたい方

で市内在住または在勤し、将来本市に
おいて就農を希望される方

●講習期間　概ね１年間（毎週木曜日の予定）
●内　　容　室内研修と農場実習（畑）により基礎

的な野菜栽培技術の指導を行う
●受 講 料　無料（保険料及び資材費は自己負担に

なります。）
●場　　所　市内実習農地及び市役所会議室
●申 請 先　農政課または産業経済課（☎21－5122）
　　　　　　※申請書は上記２課に用意してあります。
●申込期限　８月10日㈪

　市民の方で野菜を生産･販売される方を対象に安
心・安全な野菜作りについての講習会を開催します。
　多数の皆様の参加をお願いします。
　受講希望の方は８月12日㈬までに農政課へご連絡
ください。
●日　時　８月18日㈫13:30～15:30
●場　所　串木野庁舎地下大会議室
●テーマ　土作りと秋植え野菜の栽培について

平成21年度市職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種と受験資格

●採用人員　一般事務　　若干名
　　　　　　消 防 職　　若干名
●給　　与　いちき串木野市職員の給与に関する条例等に基づき支給
●試 験 日　第１次試験　９月20日㈰　会場:いちき串木野市役所会議室
　　　　　　第２次試験　10月中旬頃（第1次試験合格者に後日通知）
●試験方法　第１次試験　高校卒業程度の教養試験、適性検査、体力測定（消防職に限る）
　　　　　　第２次試験　作文試験、面接試験
●受験手続　いちき串木野市職員採用資格登録試験申込書を直接または郵送で提出してください。
　　　　　　※案内及び申込書については、市ホームページからダウンロードするか、総務課人事係、市来

支所市民課に置いてあります。
●受付期間及び受付時間
　　　　　　７月21日㈫～８月19日㈬（ただし、土曜日、日曜日を除く）の期間中、午前８時30分から午後

５時15分まで受け付けます。
　　　　　　※郵送の場合、８月19日㈬までの消印があるものに限り受け付けます。
●提 出 先　〒896－8601　いちき串木野市昭和通133－１
　　　　　　いちき串木野市役所総務課人事係（串木野庁舎２階）☎33－5625（直通）

職　　種 受　　　験　　　資　　　格

一般事務 　・昭和59年４月２日以降に生まれた人で、高校卒業程度以上の学歴を有する人
　　（卒業見込みの人を含む｡）
　・採用後はいちき串木野市に居住できる人消 防 職
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　㈶かごしま産業支援センターでは、中小企業の皆
様に次のようなことで悩んだり、お困りの事業者の
方へ相談・アドバイスを行っております。お気軽に
ご相談ください。
・会社のホームページを開設したい。
・ホームページへの訪問者が少ない。
・インターネットでの販売を始めたい。
・今のインターネットショップを改善したい。
・検索エンジンで上位に表示できるようになりたい。
など、インターネットを活用したビジネスの「始め
方」や「改善ポイント」をアドバイスします。
　是非ご利用ください。
●問合せ　　㈶かごしま産業支援センター情報支援課
　　　　　　☎099－219－1275　ＦＡＸ099－219－1279
　　　　　　E-mail  info@po.kric.or.jp

●日時・場所

●申請期限　８月７日㈮まで
●問 合 せ　串木野庁舎農政課・市来庁舎産業経済課
　　　　　　または猟友会会長宅（節政一三☎32－1618）

　いちき串木野市シルバー人材センターでは、シル
バー“ふれ愛”クラブ事業の一環として『標本箱つくり』
及び『親子ふれ愛料理教室』の参加者を募集します。
【標本箱つくり】
○日　　時　８月２日㈰９:00～12:00
○場　　所　いちき串木野市シルバー人材センター
○募集対象　市内に居住する小学生
　　　　　　（原則、低学年は保護者同伴）
○募集人員　30人（定員になり次第締切）
○参 加 料　800円（材料費）
　　　　　　※金づちが自宅にある方は、ご持参ください
【親子ふれ愛料理教室】

○日　　時　８月６日㈭　10:00 ～ 12:00
○場　　所　働く女性の家
○募集対象　市内居住の小学生と保護者
　　（おじいちゃん、おばあちゃんと一緒でも可）
○募集人員　12組（定員になり次第締切）
○内　　容　簡単な動物パンつくりと季節の野菜料理
○参 加 料　１人200円（保険料含む）
○持参する物　エプロン・三角巾
■申込期限　７月31日（金）まで
■申込・問合せ
　いちき串木野市シルバー人材センター
　　いちき串木野市栄町16番地
　　　　　　　☎32－9000　FAX33－2266

　看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示
したり、商品やサービスの情報を提供したりするな
ど、身近な情報を伝える手段として、広く皆様に利
用されています。
　しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まち
なみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の
転倒や落下などによる事故も心配されるため、鹿児
島県屋外広告物条例で、屋外広告物が正しく掲出さ
れるよう定められています。
　つきましては、今後の台風シーズンに備えて屋外
広告物の安全点検と正しい掲出についてご協力をお
願い致します。

●鹿児島県ホームページ「屋外広告物」
http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/okugai/
index.html

　道路は、私たちの毎日の生活を支える欠くことの
できない基本的な社会資本ですが、あまりにも身近
な存在であるため、その重要性が見過ごされがちです。
　８月10日の「道の日」を契機に、もう一度見直し
てみませんか？
●道路にプランターや物を置かない、常に広い道路
●ごみのポイ捨てなどしない、美しい道路
●住む人みんなが管理人、安心・安全な道路
　道路がきれいになれば、街がきれいになります。

街がきれいになれば、住む人の心もきれいになり
ます。

　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。
●開 催 日 時　11月１日㈰10:00～12:00
●開　催　地　鹿児島市・奄美市
　　　　　　　※試験会場については、受験票の送

付時に通知されます。
●願書の頒布　８月３日㈪頒布開始
●受験申込の　８月５日㈬～８月28日㈮
　受 付 期 間　８:30 ～ 17:15（土・日は除く）
●願書請求、　市役所上下水道課（市来庁舎２階）
　受験申込先
●試 験 問 題　社団法人日本下水道協会が作成する

共通試験問題とする。
●合 格 発 表　12月７日㈪

㈶かごしま産業支援センターからのお知らせ
ＥＣ（電子商取引）コーディネーターをご活用ください

商工観光課（☎33－5638）

８月は道路ふれあい月間
～８月10日は「道の日」～

土木課（☎21－5151）

平成21年度日本下水道協会鹿児島県支部
排水設備工事責任技術者試験の案内

上下水道課（☎21－5157）

平成21年度狩猟試験（初心者）と講習会の開催
農政課（☎33－5635）・産業経済課（☎21－5122）

『標本箱つくり』及び『親子ふれ愛料理教室』参加者募集
福祉課（☎33－5619）

屋外広告物の安全点検について
都市計画課（☎21－5152）

講
習

8月23日
（日）

 9:00～
（受付8:30～）

鹿児島地域振興局
日置庁舎
（日置市伊集院町
　下谷口1960番地１）
☎099－273－3111

試
験

8月30日
（日）

 9:00～
（受付8:30～）

そ　の　他
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平成21年度いちき串木野市排水設備指定工事店が決まりました
上下水道課（☎21－5157）

　平成21年度の排水設備指定工事店が決定しましたので、お知らせいたします。
※排水設備工事（便所・風呂・台所等の汚水を公共下水道に流すための工事）は、希望される指定工事店に

相談のうえ、直接指定工事店にお申込みください。
※排水設備工事は、指定工事店以外の業者ではできませんので、ご注意ください。

【指定工事店一覧（50音順）】
指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

㈲あいら工業 姶良郡姶良町増田437-3 0995－65－5277

㈲アリムラ水道工業 鹿児島市武岡四丁目20-10 099－281－0806

旭工業㈱ 鹿児島市荒田一丁目55-17 099－255－5131

㈱イシタケ 鹿児島市東俣町176-1 099－298－8201

㈱上野組 いちき串木野市上名2236 32－8221

㈲上原施設 いちき串木野市大里4002-4 36－4703

㈱榎元組 いちき串木野市下名5549 32－2374

㈲榎元建設 いちき串木野市下名5920 32－3571

海江田電機㈱ いちき串木野市大原町69 32－4131

㈲久電社 いちき串木野市下名7896 32－6485

㈲久木山建設 いちき串木野市日出町87 32－3663

串木野建設工業㈱ いちき串木野市上名8791 32－4354

久保建材土木㈲ いちき串木野市大里4955-1 36－4646

㈱コーアガス日本 川内支店 薩摩川内市大小路町3447 0996－22－6111

㈱国料建設 いちき串木野市東塩田町112 32－9117

㈲坂口組 いちき串木野市下名12062-4 32－0553

㈱薩摩水道 薩摩川内市矢倉町4659-14 0996－22－5304

三和興業㈱ 鹿児島市南林寺町26-2 099－224－0981

㈱柴田設備 薩摩川内市冷水町457-2 0996－23－0318

下薗組㈲ いちき串木野市下名21142 32－7923

十文字工業㈱ 鹿児島市鴨池二丁目14-1 099－254－4667

㈱匠蔵 薩摩川内市中郷二丁目16-33 0996－23－5372

新光設備 薩摩川内市宮崎町2540-6 0996－23－8828

㈲須納瀬設備工業所 いちき串木野市御倉町137 32－2609

㈲芹ヶ野建設 いちき串木野市汐見町70 33－0711

㈲第一水道 薩摩川内市大小路町53-16 0996－23－4497

㈲大誠電機 薩摩川内市樋脇町塔之原3565-9 0996－37－2890

高野組㈲ いちき串木野市下名20910-2 32－2376

髙柳水道㈱ 薩摩川内市尾白江町3075-1 0996－25－2261

田中石油ガス㈱ 薩摩川内市若松町8-23 0996－25－3700

谷口水道工事店 薩摩川内市百次町1778-26 0996－23－1366

中央工業㈱ 鹿児島市西田三丁目28-14 099－257－2323

水流電設 いちき串木野市下名14222 33－2383

鶴丸興業㈱ 薩摩川内市勝目町5941 0996－22－6786

指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号

テクノ住設 いちき串木野市下名11273 32－6213

㈲寺田設備 いちき串木野市住吉町167 32－2802

㈲天龍建設 いちき串木野市昭和通81 32－8833

㈱徳田設備工業 鹿児島市宇宿町1921-4 099－208－5651

徳永電機㈱ 日置市東市来町湯田3361-3 099－274－2752

㈲中薗組 いちき串木野市中尾町145-2 32－3800

㈲中村商会 日置市伊集院町下谷口2704-1 099－273－5473

㈱南開設備 鹿児島市城山一丁目1-1 099－226－1388

西原設備 いちき串木野市大里4756-4 36－4674

㈱西別府弘組 いちき串木野市下名3204 32－3404

㈲西牟礼建設 いちき串木野市川上4486 36－2282

㈲ハマベ鉄工設備 いちき串木野市羽島947-16 35－1322

㈲平田環境設備 日置市東市来町長里2201 099－274－2517

㈲福薗建設 いちき串木野市下名11247 32－3362

㈱福元興業 日置市東市来町長里912-3 099－246－6910

㈲藤田設備工業所 いちき串木野市羽島3533 35－0053

㈲古川建設 いちき串木野市中尾町8 32－2867

㈲宝楽水道設備 日置市吹上町湯之浦1776-1 099－296－5680

㈱外薗総合住宅設備 いちき串木野市汐見町55-7 24－7777

㈲外園設備 鹿児島市坂之上七丁目36-1 099－261－1325

㈲前田金物店 いちき串木野市御倉町10-1 32－9078

㈲前屋設備 いちき串木野市住吉町146 32－3692

㈱馬込建設 いちき串木野市春日町79 32－3427

松尾設備 日置市東市来町湯田4466-8 099－274－3656

㈱マツオ電設 日置市東市来町長里1419-2 099－274－2726

㈲松本設備 薩摩川内市青山町4669 0996－23－8724

㈱マリン工業 いちき串木野市汐見町56 33－0210

丸善設備工業㈱ いちき串木野市下名5857-3 32－9928

㈲マルユー工業 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目52-13 099－228－0370

㈲萬造寺組 いちき串木野市羽島7795 35－1245

㈲瑞穂商会 日置市伊集院町下谷口1915 099－273－2161

㈱満留建設 いちき串木野市下名21809 33－1323

蓑茂住宅設備 薩摩川内市平佐町2499-8 0996－22－7702

優水設備工業 鹿児島市西紫原町30 099－275－3511

（平成21年7月1日現在）
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　経済的な理由等で国民年金の保険料を納めること
が困難な場合には、申請により保険料の納付が免除
される「保険料免除制度」があります。
　平成21年度の国民年金保険料免除申請は７月から
受付けています。また昨年度、退職等の事由で特例
による国民年金保険料免除を申請された方は、今年
度も申請手続きが必要です。
　申請窓口は市役所年金係または川内社会保険事務
所（☎22－5276）です

　中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法
に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制
度です。
　中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、
しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
　　★掛金の一部を国が助成します
　　★掛金は全額非課税です
　　★管理が簡単です
　　★適格退職年金制度から中退共制度に移行でき

ます
　【問合せ】
　　（独）勤労者退職金共済機構
　　中小企業退職金共済事業本部　略称:中

ちゅうたいきょう

退共
　　　〒105－8077　東京都港区芝公園１－７－６
　　　　☎（03）3436－0151（代表）　ＦＡＸ（03）3436－0400
　　　　URL http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

　「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」では、
自宅やオフィス、税理士事務所などからインター
ネットを利用して、国税に関する各種手続（①所得
税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告、②す
べての国税の納税、③納税証明書の交付請求及び法
定調書の提出などの申請・届出等）ができます。詳
しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

（http://www.e-tax.nta.go.jp）

　皆様より多客期の乗船予約のご要望をいただいて
おりましたが、このたび将来の予約システムの確立
を目指すためのテストとして、高速船「シーホーク」
の予約受付を下記のとおり始めることといたしまし
た。
●予約期間
　①８月10日～８月17日（お盆期間）
　②12月29日～１月５日（年末年始）
　③５月３日～５月５日（ゴールデンウィーク）
●予約受付
　乗船日の１か月前の午前８時30分より受付開始
　　※（例）８月12日乗船の場合の予約は７月12日の

午前８時30分から受付を開始します。
　　　（復路が８月13日の場合は、７月13日より受

付開始。）
●予約受付電話
　・月～土曜日　　　　甑島商船㈱予約センター
　　　　　　　　　　　☎32－6458（８:30～17:00）
　・日曜、祝祭日のみ　九州海運
　　　　　　　　　　　☎32－2161（８:30～15:30）
●問 合 せ　　甑島商船㈱（☎32－6458）

国民年金保険料の納付が困難な方へ
串木野庁舎市民課（☎33－5612）・市来庁舎市民課（☎21－5114）

中小企業退職金制度（中退共）のお知らせ
商工観光課（☎33－5638）

はじめてみませんか？ネット申告・納税「e-Tax」
税務課（☎33－5616）

高速船「シーホーク」の予約受付を始めます
商工観光課（☎33－5638）

～　大規模な土地取引には届出が必要です　～
企画課（☎33－5634）

　国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を
図るために、土地売買についての届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地
が所在する市町村を通じて県に届出る必要があります。

※個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合（買いの一団）に
は届出が必要となります。

◆届出時の注意点
　契約締結日を含めて２週間以内に届け出てください。
　２週間以内に届出をしなかった場合は、６か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
◆届出・問合せ
　企画課企画調整係（串木野庁舎２階）

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出の時期
○売買　○交換　○営業譲渡
○譲渡担保　○代物弁済
○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場
合を含む。

○都市計画区域
　5,000平方メートル以上
○都市計画区域以外の区域
　10,000平方メートル以上
※地目、利用目的にかかわら
ず届出が必要です。

権利取得者
※売買の場合は買主

契約締結後２週間以内
（契約締結日を含む。）
※２週間の起算日は契約書の
日付であって契約に基づく
実行日ではありません。
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　浄化槽は、ご家庭から出る汚水をきれいにして放
流するための施設です。浄化槽から放流される処理
水の状態が悪いと、川や海を汚す原因になります。
　このため、浄化槽を設置している方は、法律で浄
化槽の保守点検（通常、ご契約の専門業者が行う）
や清掃（衛生センターによる汚泥の汲取り）を行う
とともに、県知事から指定を受けた検査機関である
㈶鹿児島県環境センターによる定期検査を受けるこ
とが義務付けられています。
　定期検査の対象となる方には、事前に㈶鹿児島県
環境センターからハガキ等で連絡がありますので、
必ず検査を受けていただきますようよろしくお願い
します。
●検査手数料（５人～ 10人槽）
　　　　　　・単独処理浄化槽4,000円
　　　　　　・合併処理浄化槽6,000円
●問　合　せ　㈶鹿児島県環境検査センター
　　　　　　　☎099－223－3185

　行楽シーズンを迎え、国有林を訪れる方も多く
なってきました。国有林内で安全に楽しいひととき
を過ごしていただくために、以下についてご留意・
ご協力願います。
１．動植物の保護にご協力ください。
２．樹木を損傷したり、林産物を窃取した場合は、

法により罰せられます。
３．保安林内では、樹木の損傷、下草の採取等が禁

止されています。
４．歩道、広場等の区域外への立ち入りはお控えく

ださい。
５．立入制限の表示がある区域には、絶対に立ち入

らないでください。
６．休息などで、立ち止まる場合には、落下する枝

がないか、落石の危険がないか等、安全な場所
であることを十分にご確認ください。

７．登山は、自己責任が原則です。天候や登山情報
を確認し、十分な装備で、登山計画を立て、登
山地域の都道府県警察本部地域課・警察署等に
提出のうえ、入山してください。

８．悪天候のときは、入林をお控えください。
９．ゴミの持帰りにご協力ください。
10．タバコ等の火の始末にご協力ください。

　串木野巨峰観光農園が開園しています。経営面積
が50アールのため、数に限りがあります。みなさん
のご来園をお待ちしております。
●場　所　・西岳登山口から入った串木野ダムの西

側のハウス
　　　　　・国道３号酔之尾交差点を東側へ約300

ｍ、さらに左へ１㎞先のハウス
●問合せ　串木野庁舎　農政課　農林係

浄化槽の定期検査について
上下水道課（☎21－5157）

国有林（鹿児島森林管理署）からのお願い
農政課（☎33－5635）

「ぶどう狩り」を楽しもう！
農政課（☎33－5635）

商工観光課（☎33-5638）
○　過去の契約の名簿を手に入れた、あるいは、

床下換気扇が取り付けられているのを見た業
者が「無料点検」を口実に訪問。工事の部品
代という名目で手持ちの現金をだまし取るこ
とを目的とした手口と思われます。

○　「火事になる」など不安をあおる業者の言
葉をそのまま信じて、その場で契約や支払い
をしないようにしましょう。

○　困ったときは鹿児島県消費生活センター
（☎099－224－0999）または市役所消費生活相
談窓口（☎33－5638）までご連絡ください。

15

７月の市税等納期
税務課（☎33-5682）

固 定 資 産 税　 第１期
後期高齢者保険料　 第２期 ７月31日

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、７月27日です。口座振替の方は、
預金残高のご確認をお願いします。なお、口座振
替の手続きは、お近くの金融機関に納付書・通帳・
届出印をご持参のうえ、お手続きください。

税金が  きちんといかせる  国づくり
（平成 20 年度「税に関する作品」から）
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　移動図書館が市内を巡回します。お気軽にご利用
ください。

※サービスステーションへの到着予定時刻は、広報
いちき串木野３月 23日号に掲載してあります。

※８月 31日㈪は、いちき串木野市立図書館・市来分
館とも臨時開館します。

○問合せ  市立図書館（☎ 33-5655）

８月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

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。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約
してください（受付人員 7 人）。他の相談は予約
はいりません。その他お問い合わせは、社会福祉
協議会へどうぞ。

相 談 場 所
及　び

相 談 時 間
相談種別

相　　談　　日
相談員※毎週金曜日

7日 14日 21日 28日

串木野高齢者
福祉センター

9:00

～

12:00

生 活・ 福 祉 ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と
相 談 員児 童 相 談

健康・介護相談 ○ ― ― ― 看護師経験者

年 金・ 保 険 ― ○ ○ ○ 社 会 保 険
労 務 士交通事故相談

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

10:00

～

12:00

生活・福祉相談

4日 11日 18日 ―
心 配 ご と
相 談 員

火 火 火 ―

○ ○ ○ ―

☆むし歯0
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

　６月 18 日の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。

　内原　心花ちゃん　・　江藤　亮太くん

　前田　彩花ちゃん　・　平石　光哉くん

　潟永　　杏ちゃん　・　宇野　可鈴ちゃん

　福田明日香ちゃん　・　福田　拓海くん

　松﨑　快登くん　　・　鹿丸　勇樹くん

　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、家族皆

で歯の健康づくりに取り組みましょう。

８月の移動図書館車巡回日程
文化振興課（☎21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター 

コース 巡回日 コース 巡回日

１コース お休み ６コース ８月７日（金）

２コース ８月５日（水）７コース ８月21日（金）

３コース ８月６日（木）８コース ８月19日（水）

４コース ８月11日（火）９コース ８月20日（木）

５コース ８月12日（水）10 コース お休み

お　く　や　み　（６月届出分）

故　　人 年　齢 住　所

大　坪　ユ　キ 101 桜 町

福ヶ野　　　登 77 湊 町

川　畑　ミ　カ 96 大 里

折　田　正　雄 83 下 名

内　田　スミヱ 96 本 浜 町

若　松　チ　ヱ 90 東 島 平 町

久　留　　　力 85 大 里

田　中　健　一 40 大 里

良　井　幸　男 82 上 名

南　新　繁　禧 98 本 浜 町

大六野　ヤ　エ 91 上 名

宇　都　利　夫 97 大 里

逆瀨川　具　央 33 川 上

中　島　ヨ　ネ 88 上 名

通　山　　　功 75 元 町

松　元　新　一 84 港 町

古　薗　孝　志 63 日 出 町

（届け出人が同意した方を掲載してあります）
※市社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただ
きました方々については、「いちき串木野市社協だより」
に掲載します。
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「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。

発行：いちき串木野市役所 企画課
〒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/ｉ/
E-maｉl：ｉｎfo@cｉty.ｉchｉkｉkushｉkｉｎo.lg.jp

第11回旭どろめんこ大会
　６月７日、芹ヶ野地区の田んぼで、旭小学校
ＰＴＡ主催による第11回旭どろめんこ大会が
開催されました。
　市内の小規模校入学特別認可制度（特認校制度）の児童
や地域住民など約180人が参加し、田んぼフラッグや綱引
き、潟スキーなどを楽しみました。参加者は、“どろめん
こ”の名のとおり顔まで泥だらけになりながら熱戦を繰り
広げ、盛んな声援や笑い声が絶えませんでした。
  また終了後、昨年地元の児童やＰＴＡが一緒になって田
植えをして、そこで収穫されたもち米で作ったぼた餅が配
られ、参加者はおいしそうに食べていました。

話 題まちの

子どもの名前 保護者（連名有り） 住　　所

志　村　海
かい

　音
ね

一　展・亜紀子 下　　名

山　上　聖
せ

　怜
れ

一　幸 上　　名

祐　下　竜
りゅう

　毅
き

拓　郎・香 緑　　町

かわい
い天使たち

久保　光
こう

巧
た

くん
（羽島）

元気に育って下さい。
みなさんよろしく !!

父：博志さん・母：明子さん

福留　蒼
あお

人
と

くん
（上名）

元気にスクスク大きくなぁれ !!
父：秀一さん・母：香菜子さん

上新　明
あ

日
す

海
み

ちゃん
（東島平）

元気にすくすく育ってね。
父：基春さん・母：裕子さん

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
※持参するもの　　●出生届（出生証明書）１通
●母子健康手帳　　●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）
（届出人が同意した方を掲載してあります）

（5月届出分）

中薗　榮
えい

斗
と

くん
（湊町）

明るく元気いっぱいな子に
育ってね

父：友弘さん・母：玲奈さん
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