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気合い入れて餅ついて
　「よいしょー！」という気合いの入った声ととも
に杵が振り降ろされ、みるみる餅がつきあがって
いきます。餅をついているのは農家の若者達。や
はりパワーが違います。
　昨年12月に開催された地元の特産品や農産物
などが並ぶいちき串木野ふれあいフェスタ会場で
の一コマです。
　つきたての餅は、彼らの元気な掛け声を聞いて
集まったお客さんに振る舞われ、一足早いお正月
気分を味わいました。

今月の表紙



　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆様には、日頃から市政に対する温かいご理解と絶大なご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。お陰様をもちまして、これまで着実に市政発展への基
盤を固めてまいることができました。ここに新年を迎え、本市の一段の躍進を
期して、市政発展に邁進することをお誓い申し上げます。

　昨年を振り返りますと、イスラム過激派組織「イスラム国」による邦人殺害テ
ロ事件やパリ同時多発テロのほか、アジアでも中国による南シナ海への海洋進
出、世界経済も中国の景気減退や相次ぐテロなど不安要素を抱えております。
　こうした中、我が国ではアベノミクス効果で四半世紀ぶりに経済の良好な状態がもたらされており、
地方でも安倍内閣発足以降、有効求人倍率が全ての地域で上昇し、また、ベースアップを実施する企
業は地方でも増加するなど、雇用・所得面での改善が波及しつつあります。
　本市においても、地域経済の活性化を図るため、西薩中核工業団地の未分譲地を市が買い入れ、10
年間無償で企業に提供する制度とともに、企業誘致補助金の充実を図り、積極的に働く場の創造に努
めたところであります。この新制度を利用し、濵田酒造株式会社傳藏院蔵、プリマハム株式会社鹿児
島工場、ヒガシマル株式会社、歯科用Ｘ線 CT の国内トップシェアを誇り、世界中の革新的なテクノ
ロジー企業100社にも選ばれた株式会社アールエフなどが工場の増設に取り組んでいただき、約100
名の新たな雇用を生み出すことができました。
　一方、日本各地では大規模な自然災害が発生しております。口永良部島新岳噴火にともなう全島避難、
鬼怒川の氾濫などでは多くの住民が不自由な避難所生活を強いられました。本市においても台風15号
による大きな被害、特に大量の風倒木による停電は、最長４日にもおよぶ不自由な生活を強いられた
ところであり、今後とも関係機関と密接な連携を図りながら、防災対策に全力を傾注してまいります。

　このような中、本市においては、10月11日に市制施行10周年を
迎え、地元選出の国会議員の先生方をはじめ、遠くはアメリカの
姉妹都市サリナス市からサリナス市いちき串木野市姉妹都市協会
ラッセル・ジェフリーズ会長など10名もの皆様に御臨席いただき、
盛大に開催することができました。式典の中では「市民憲章」「市
民歌」「市民音頭」を発表し、多くの市民の皆様とともに10周年を
祝うことができました。未来に向け、新たな思いで出発できまし
たことを心より厚く御礼申し上げます。
　また、本市発展にご貢献いただいている学校法人神村学園にお
かれましても、昭和31年の開学以来、人柄教育に努められ60周
年を迎えられ、同じく慶事を迎えられたことを喜ばしく存じてお
ります。

　昨年の主な出来事としては、３月に市来駅前広場が完成し、利
用しやすい明るい駅に生まれ変わっております。また、市来駅の

迎春新年のごあいさつ
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北新田工業団地に進出した㈱アールエフ。
歯科用 X線 CTの国内トップ企業

誓いを新たにした市制施行10周年記念式典



バリアフリー化にも着手しており、さらに使いやすい駅へと整備を進めてまいります。
　４月には、串木野市漁業協同組合による海鮮まぐろ家がオープンし、多くのお客さんで賑わってお
ります。また、隣接地では総合観光案内所と食の拠点エリア直売所の建設を進めており、今春には食
の拠点エリアのすべての施設がそろい、新たな交流拠点が誕生いたします。
　７月には、薩摩藩英国留学生記念館も開館１周年を迎え、11月末で約８万５千人の来館者がありま
した。さらに薩摩藩英国留学生派遣150周年を記念した国内外への留学生派遣も実施し、多くの生徒
たちが留学生の足跡を肌で実感してきました。また、NHK連続テレビ小説「あさが来た」に薩摩藩英国
留学生のひとり五代友厚もキーマンとして登場したほか、世界遺産として明治日本の産業革命遺産に
登録された数々の施設に多くの留学生たちが関わっていることもあり、来館者もますます増加してい
るところであります。
　10月には、川南地区ほ場整備の安全祈願祭も行われ、長年の念願でありました事業に着手すること
ができました。優良な農地保全はもとより、周辺の道路河川等の環境整備にもつなげてまいります。
　11月には、国民文化祭も開催され、本市では、薩摩藩英国留学生フェスティバル、「食の祭典」in い
ちき串木野、シンポジウム「金山の歴史」の３つの催しが行われ、市内外から多くのお客さんを迎える
ことができました。野外会場の「食の祭典」では前夜の雨にも関わらず、関係者の皆様の懸命の会場整
備作業で見事に復旧、無事祭りを終えることができましたことに改めて感謝申し上げます。
　また、公民館等で取り組んでいただいている「ころばん体操」は、歌を口ずさみながらゆっくりした
動きで筋力アップを図ることで介護予防につなげるとともに、お茶飲みなどの交流をとおして近隣住
民のつながりや支えあいが生まれ、人と地域の元気度アップにつながっております。平成27年12月現
在、49か所55公民館で約1,200人の皆さんに取り組んでいただいていますが、さらに輪を広げ地域での
支えあいを通じて、みんなで元気になっていきたいところであります。

　現在、国は「ひと・まち・しごと創生法」に基づき、少子高齢化の進展や人口減少社会に対して国全
体で地方創生に取り組むこととしており、本市においても昨年は緊急経済対策として、プレミアム付
商品券３億３千万円を発行し、市内の消費喚起を行ったほか、「人口ビジョン」と「ひと・まち・しごと
創生総合戦略」を策定しました。市民の皆様をはじめ、産業界、教育機関、金融機関など地域一丸となっ
て、「住み続けたい」と愛着と誇りを持てるまち、そして「住んでみたい」と選ばれるまちを目指して、地
域経済の活性化と地域活力の向上に取り組んでおります。
　今年は、第１次総合計画の後期基本計画の最終年度であります。この10年間、合併後の新しいまち
づくりを進めるため、計画の事業を着実に進めながら行財政改革に取り組み、持続可能な財政運営を
図ってまいりました。平成28年度は第２次総合計画の策定に取り組むとともに、本市が目指す将来都
市像「人が輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち」の実現を目指し、さらに創意工夫し、住みやすい、
元気のあるまちづくりを進めてまいります。
　市民の皆様にとりまして、この１年も良き年であられますようご祈念申し上げます。

いちき串木野市長
田 畑 誠 一 
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　市では、平成28年度から32年度までの行財政改
革推進の基本的指針となる「第三次行政改革大綱」
の策定を進めており、市民の代表で構成する行政改
革推進委員会から意見や要望等の答申を受け、大
綱（案）を作成しました。
　この大綱（案）に対する皆様の意見を募集してい
ます。
●募集期間　１月20日（水）まで
●閲覧場所
　総務課（串木野庁舎）または市来庁舎市民課
　市のホームページにも掲載してあります
●意見書の様式
　�自由ですが必ず住所・氏名を記入してください
●提出方法
　持参、郵送、FAX（32-3124）または電子メール
　somu1@city.ichikikushikino.lg.jp
※�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。
あらかじめご了承ください。

　市学校給食会では、平成28年度給食物資の納入
を希望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月18日（月）～１月29日（金）
●受付場所　市学校給食会
　　　　　　（串木野または市来学校給食センター）
●資　　格
　（1）原則として市内に営業所があること
　（2）�引続き１年以上同種の営業を継続しているこ

と
　（3）衛生管理の徹底を図っていること
　（4）�年１回以上の検便（大腸菌０-157・赤痢菌・

サルモネラ菌等）を実施していること
　（5）市税を納期到来分まで完納していること
　（6）�物資納入業者指定選定基準を満たしているこ

と
　※�この指定有効期間は１年間です。今年度に引き
続き希望する事業者も新たに申請が必要です。

●問  合  せ　串木野学校給食センター�☎33-0239
　　　　　　市来学校給食センター　�☎36-2142

　臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書
を串木野庁舎総務課もしくは市来庁舎市民課に提
出してください。
●募  集  数　１人
●応募資格　栄養士（実務経験１年以上）
●業務内容　献立作成と給食調理業務
●募集期間　１月20日（水）まで
●勤務場所　生福保育所
●勤務時間　8:30～17:00（日・祝日除く月20日程度）
●勤務期間　２月１日（月）～３月31日（木）（延長予定有）
●賃　　金　月額175,000円
●選考方法　面接（日時は、後日連絡します）
●問  合  せ　福祉課子育て支援係　☎33-5618

●募集期間　１月18日（月）～２月12日（金）
●訓練科目　情報電子科　デザイン製版科
　　　　　　建築設計科　義肢福祉用具科
　　　　　　OA事務科　アパレル科　造形実務科
●応募資格　次の要件を満たす障がい者
　・修了後就業の意志がある
　・障がいの症状が固定している
　・訓練及び集団生活に支障がない
●試  験  日　３月４日（金）
●願書提出先　ハローワーク伊集院
●入校料・授業料　無　料
　　　　　　※�手帳のない方や願書請求など詳し

くは要問合せ
●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
※�鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がい者が
その適性に応じた職種について基礎となる知識・
技能を習得し、就業による自立と生活の安定を
図ることを目的とする公共職業能力開発施設で、
国が設置し、その運営を鹿児島県に委託してい
るものです。

おしらせ版おしらせ版

平成28年度学校給食用物資の納入希望者の受付
学校給食センター（☎33-0239・☎36-2142）

第三次行政改革大綱（案）に対する
意見を募集しています

総務課（☎33-5626）

平成28年度
鹿児島障害者職業能力開発校入校生募集

福祉課（☎33-5619）

臨時職員募集
総務課（☎33-5625）

電線の近くはあぶないよ
・たこあげは、電線のない広いところで！
・魚つりの竿が電線にふれるとあぶないよ！
・クレーン作業は気をつけましょう。
　もし電線にかかったとき
は、最寄の九州電力にご連絡
ください。
●問  合  せ　九州電力㈱　　
　　　　　　☎0120-986-802
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※�市来地域の出張申告所の開設日は、申告書の配
付時に日程表を同封します。
※�当日は大変混雑します。円滑に申告が進むよう、
必要な領収書や帳簿は事前に整理してきてくだ
さい。
※�医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」・「病
院・薬局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１月～
12月）に支払った金額を集計してきてください。
　�　また、支払った医療費に対して、健康保険の高
額療養費や生命保険金等で補てんされた金額が
あった場合も、必ず金額を控えてきてください。

　年金所得者を対象に、伊集院税務署が確定申告
書作成相談会を次のとおり開催します。

※�対象者は、収入が公的年金等のみで確定申告が
必要な方です。
※�公的年金のほかに営業所得や農業所得、不動産
所得などがある方は、出張申告会場の開設日や
２月16日から始まる通常の申告期間中に申告し
てください。
※�当日は混雑が予想されます。なるべく対象地区
の日にご来場ください。

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をす
る必要はありません。
　ただし、医療費控除等による所得税の還付を受
けるためには、確定申告する必要があります。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただく
か、伊集院税務署へご相談ください。
●問  合  せ
　伊集院税務署　☎099-273-2541（自動音声案内）

　該当する償却資産がある方は、1月末までに申告
してください。
●償却資産とは
　�　工場や商店の経営、あるいは駐車場やアパー
トの経営など、事業に用いる構築物や備品など
で減価償却の対象となるものをいい、土地や家
屋と同じように固定資産税が課税されます。
　�　土地や家屋と異なり、所有者は毎年その償却
資産が所在する市町村の長に、1月1日現在の償却
資産の状況を申告する必要があります。

●償却資産の具体例
　①�構築物…舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネッ
ト設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス緑
化施設、農業用施設、畜舎、受変電設備等

　②�機械及び装置…太陽光発電設備、工作・建設・
農業・漁業用の機械、食品加工設備、その他
機械設備等

　③�船舶…モーターボート、砂利採取船、しゅん
せつ船等

　④航空機…ヘリコプター、グライダー等
　⑤�車両及び運搬具～大型特殊自動車（車両ナン
バーが０か９で始まるもの）貨車、構内運搬具
等

　⑥�工具器具・備品…建設・測定用工具、事務機
器類、電気器具、自動販売機、理美容業器具類、
陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽業器具
類等

●課税の対象にならないもの
　①耐用年数が１年未満のもの
　②�取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等
の規定により一時に損金算入されたもの

　③�取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等
の規定により３年以内に一括して均等償却す
るもの

　④自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※�②・③でも、個別の資産ごとの耐用年数により
通常の減価償却をしている場合は課税の対象に
なります。

所得税・市県民税の出張申告所を開設
（串木野地域）

税務課（☎33-5616）

年金所得者の確定申告書作成相談会
税務課（☎33-5616）

償却資産（固定資産税）は申告が必要です
税務課（☎33-5617）

公的年金収入のある方の確定申告について
税務課（☎33-5616）

受付日時 場　　所

1月28日
（木）

�9:00～11:30
13:00～16:00 羽島交流センター

1月29日
（金）

�9:00～11:30
13:00～16:00 羽島交流センター

13:30～15:30 土川交流センター

2月5日
（金）

�9:00～11:30
13:00～16:00 冠岳交流センター

�9:00～11:30
13:00～16:00 生福交流センター

2月8日
（月）

�9:00～11:30
13:00～16:00 旭交流センター

�9:00～11:30
13:00～16:00 荒川交流センター

受付日時 対象地区 場　所

2月1日
（月）

9:00～
11:30

13:00～
16:00

中央、野平、旭、
荒川、羽島、土川

串木野庁舎
地下大会議室

2月2日
（火） 本浦、照島

2月3日
（水）

冠岳、生福、上名、
大原

2月4日
（木） 市来地域全域 市来庁舎

３階会議室　
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　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置し
た太陽光発電システムは、償却資産として固定資
産税が課税される場合があります。
　１月１日（賦課期日）現在で当該設備がある方は、
１月末までに償却資産として申告してください。
　詳しくは、税務課固定資産税係にお問い合わせ
ください。

※�パネルが家屋と一体となっている建材型パネル
の場合、家屋として課税対象になっているため
申告の必要はありません。

　「串木野都市計画道路の変更」（案）の縦覧を行い
ます。この縦覧について住民及び利害関係のある
方は、縦覧期間中に意見書を提出することができ
ます。
●縦覧場所
　・鹿児島県庁　都市計画課
　　（鹿児島市鴨池新町10-1）
　・鹿児島地域振興局　土木建築課
　　（鹿児島市小川町3-56）
　・市役所　土木総合窓口係（串木野庁舎）
　　　　　　都市計画課（市来庁舎）
　＊市決定道路の縦覧は市役所のみ
●縦覧期間
　１月５日（火）～19日（火）（土日祝日を除く）　
●問  合  せ　県庁都市計画課　☎099-286-3678
　　　　　　市役所都市計画課　☎21-5152

　毎年１月18日は「118番」の日です。次のような
場合は118番に通報してください。
・�海難人身事故に遭遇し
た、または目撃した。
・�油の排出等を発見した。
・�不審な船を発見した。
・�密航・密輸事犯等の情
報を得た。
　など

●「高速船　甑島」ドック期間中の運航ダイヤ
　期間：１月13日（水）～26日（火）14日間
　�　フェリーニューこしき（串木野新港発着）の運
航ダイヤに変更はありません。

●�「フェリーニューこしき」ドック期間中の運航ダイヤ
　期間：１月29日（金）～２月11日（木）14日間
　　　　期間中車両航走はできません。

●問  合  せ　甑島商船㈱　☎32-6458（フェリー）
　　　　　　　　　　　　☎41-5100（高速船）
　　　　　　九州海運　　☎32-2161（貨物輸送）

　「110番」は、あなたの身近で事件・事故が発生し
た時の緊急電話です。
　警察官の現場到着や必要な事件手配をするため
には、「早く」、「正確な」情報が必要です。

　予約制による年金相談です。年金についてわか
らないこと、過去に厚生年金・船員保険などに加
入されていた方もご相談ください。
●日　　時　２月９日（火）　10:00～15:30
●場　　所　串木野庁舎　地下大会議室
●相  談  員　川内年金事務所職員
●申込期限　２月２日（火）
※相談当日持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・�身分を証明するもの（運転免許証、保険証、パ
スポート等）

※代理の場合、委任状と身分証明書が必要

甑島航路運航ダイヤの変更
水産商工課（☎33-5638）

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

１月10日は「110番」の日！
まちづくり防災課（☎33-5631）

太陽光発電システムに対する課税について
税務課（☎33-5617）

「串木野都市計画道路の変更」（案）の縦覧
都市計画課（☎21-5152）

海の「もしも」は118番！
まちづくり防災課（☎33-5631）

●何があったのか�→�ケンカ、交通事故等
●いつ、どこで�→��時間や場所、目印になる建物
●どんな様子か�→��事件や事故の状況、けがの程度
●犯人は（車は）�→��犯人の特徴、車のナンバー、

車種、逃走方向等
●�あなたの住所や氏名、電話番号など、通報の
際は落ち着いて話してください。

発電量 10kw 以上 10kw 未満

個人
（住宅用）

余剰買取または全量
買取を電力会社と契
約している場合、申
告が必要

申告は
不要

個人
（事業用） 申告が必要

法人
（事業用） 申告が必要

港名

高速船　甑島（川内港発着）

１便 ※臨時増便
（1/31、2/7のみ） ２便

下り 上り 下り 上り 下り 上り

川内 8:40 11:40 11:55 14:55 15:10 18:10

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

里 ↓ 10:50 ↓ 14:05 16:10 ↑

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

長浜 9:50 10:00 13:05 13:15 16:50 17:00
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～新成人のみなさんへ～
20歳になったら国民年金

　国民年金は、年をとったときやいざというとき
の生活を、現役世代みんなで支える仕組みです。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し、保険
料を納め続けることで、年をとったときや病気や
ケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなっ
たときに、年金を受け取ることができる制度です。

◎将来の大きな支えになります
　�　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、
保険料を納めます。国が責任を持って運営する
ため安定しており、年金の給付は生涯にわたっ
て保障されます。

◎老後のためだけのものではありません
　�　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほ
か、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
病気やケガで障害が残ったときに受け取れます。
また遺族年金は加入者が死亡した場合、その加
入者により生計を維持されていた遺族（「子のあ
る配偶者」や「子」）が受け取れます。

●「学生納付特例制度」
　�　本人の所得が一定額以下なら、保険料の納付
が猶予される制度です。
　�　対象は、大学（大学院）、短学、高校、高等専
門学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学
の日本分校に在学する学生です。

●「若年者納付猶予制度」
　�　学生でない30歳未満の方で、本人と配偶者の
所得が一定額以下なら保険料の納付が猶予され
る制度です。

●手続き ･ 問合せ　市民課
　　　　　　川内年金事務所　☎22-5276

●日　　時　２月７日（日）13:00～16:35
●場　　所　市民文化センター
●内　　容
　・表彰
　・生涯学習成果発表
　・舞の海秀平さんによる講演
　※詳細は１月20日号でお知らせします
●入  場  料　無　料
●問  合  せ　社会教育課

　いちき串木野市地域婦人団体連絡協議会では、独
身男女を対象に出会いの応援イベントを開催しま
す。
　色々な企画やゲーム、お楽しみ抽選会などを通
じて、友達づくり感覚で交流を深めましょう。気
軽に参加ください。
『・・・まずは友だちから・・・』

●日　　時　２月11日（木・祝）　10:00～15:00�
　　　　　　（受付9:30）
●場　　所　シーサイドガーデンさのさ
●対　　象　20歳代から40歳代の独身男女
●募集人数　男女各25人（申込先着順）
　　　　　　※�男性は、市内居住、勤務、出身を

優先
●参  加  料　2,000円（軽食、飲み物などあり）
●申込期限　１月22日（金）
● 申込・問合せ　電話または FAX で、住所・氏名・連
絡先等をお知らせくだ
さい。
　�市地域婦人団体連絡協
議会�勝目
　☎・FAX　32-1184

　デコレーションケーキのようなお寿司を作りま
す。
●日　　時　２月25日（木）　9:30～12:00
●場　　所　働く女性の家
●定　　員　30人
●材  料  費　400円程度
●持ってくる物　三角巾、エプロン
●申　　込　１月26日（火）までに働く女性の家へ
　　　　　　（日曜日・月曜日は休館）
●託　　児　満２歳以上～未就学児
　　　　　　希望者は事前に申し込んでください。

　放送大学では、平成28年度第１学期（４月入学）
の学生を募集しています。
　放送大学はテレビ等の放送やインターネットを
利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福
祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分
野を学べます。
●出願期間　第１回　２月29日（月）まで
　　　　　　第２回　３月20日（日）まで
●資料請求
　放送大学鹿児島学習センター（☎099-239-3811）
　または放送大学ホームページ

ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

平成27年度いちき串木野市生涯学習大会
社会教育課（☎21-5128）

「雛祭りのお寿司ケーキ作り」受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

放送大学４月生募集
社会教育課（☎21-5128）

「てぃーたいむとーく」参加者募集
政策課（☎33-5634）

国民年金のポイント

「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
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●募  集  数　82人
●応募要件　市税等を滞納していない、健康で、自治公民館に加入している市民
●身　　分　いちき串木野市職員（非常勤の特別職公務員）
●勤　　務　平成28年４月～平成29年３月
　　　　　　�毎月５日、20日を中心に広報紙・公文書等の配付、取りまとめ
　　　　　　（勤務時間は自由ですが、一定の期間内に配付、取りまとめをします。）
●業務内容　①担当する地区（公民館）内世帯への広報紙・納税通知書及び各種公文書の送達
　　　　　　　※照島・荒川の２地区以外の地区は、個人を特定する文書のみを配付
　　　　　　②市の業務遂行上必要な各種調査等の実施
　　　　　　③住民からの行政に関する相談、苦情、要望等の関係機関への取次ぎ
　　　　　　④その他行政事務の遂行に必要な事務で、市長が指示する事項
●応募方法　申込書と履歴書１通（市販のもの）をまちづくり防災課へ提出してください。
　　　　　　なお、申込書は、串木野庁舎まちづくり防災課、市来庁舎市民課、羽島出張所にあります。
　　　　　　また、担当地区は３地区まで希望できます。
●受付期間　１月６日（水）～１月21日（木）（土・日曜日、祝日を除く）
●選考方法　面接及び書類審査　
　　　　　　・面接予定日　２月８日（月）及び10日（水）
　　　　　　・原則として公民館の主要役員（館長・副館長・主事・会計）との兼務はできません。
　　　　　　・行政嘱託員の任期は１年です。再任の場合、原則５年を限度とします。
　　　　　　※ 公民館役員との兼務や行政嘱託員の経験が５年以上の方であっても、適任者の応募がない

地区については採用される場合がありますので、これらの方々も応募できます。
●問  合  せ　まちづくり防災課　　☎33-5632（直通）

平成28年度　行政嘱託員担当世帯数と月額報酬（予定）

平成28年度の行政嘱託員を募集します
まちづくり防災課（☎33-5632）

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

1 宇都・岩下 37 5,600

2 川畑・松下・久木野 110 13,600

3 下石野・上石野 97 11,700

4 福薗・大六野 167 19,600

5 鏑楠・山之口 95 11,500

6 中井原・生野 101 12,100

7 坂下・ウッドタウン 182 21,200

8 大薗・小薗 128 13,800

9 河内・浅山・薩摩山 177 18,800

10 麓 302 28,600

11 袴田（南） 295 27,900

12 袴田（北） 255 24,100

13 浜ケ城 179 17,000

14 日出町 267 25,100

15 大原南 344 32,400

16 高見町 128 12,100

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

17 桜町 115 10,900

18 大原町 137 12,900

19 昭和通 215 20,300

20 中尾町 131 12,400

21 曙町 191 18,100

22 春日町 294 27,800

23 旭町 150 14,200

24 元町・栄町 172 16,300

25 浜町・市口 172 16,300

26 汐見町 325 30,700

27 東塩田町 171 16,200

28 岳釜・新潟 167 15,800

29 木屋・西浜町 193 18,300

30 港町・本浦東 187 17,700

31 浦和町 131 12,400

32 新生町 122 11,500
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●区割り、受持ち世帯数
　・�担当地区は、地区まちづくり協議会を基本に、自治公民館を分割しないように区割りし、世帯数の多

い袴田公民館と酔之尾公民館のみ分割してあります。
　・受け持ち世帯数は、分散地区は100～150世帯、集合地区は150～200世帯を目安にしてあります
●月額報酬
　・担当世帯数×単価（94円～260円）＋交通費相当額
　①広報紙を含む行政文書を配付する地区の単価（200円～240円）
　　２地区（照島、荒川）
　②個人を特定する文書のみを配付する地区の単価（94円～144円）
　　14地区（冠岳、生福、上名、大原、中央、本浦、野平、旭、羽島、川南、川北、湊、湊町、川上）
　※単価については家屋の密集度、市役所串木野庁舎からの距離等により定めてあります。

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

33 小瀬・文京町 171 16,200

34 御倉町 226 21,300

35 平江・三井 253 26,600

36 野元・深田下 215 22,900

37 海瀬・八房 249 55,200

38 別府 219 44,100

39 酔之尾（西） 281 56,400

40 酔之尾（北東）･酔之尾東 317 63,600

41 ひばりが丘 233 46,800

42 島平上 162 32,600

43 照島下・崎下手・屋敷 230 46,200

44 須賀・田中中村 189 38,000

45 石川山 195 39,200

46 塩屋町 173 34,700

47 緑町 156 31,300

48 恵比須町 186 37,300

49 金山下 ･金山 ･深田上 170 20,000

50 芹ヶ野 121 14,500

51 草良・大河内 64 16,500

52 寺村・中向・荒川下 100 24,900

53 白浜・猪之鼻・河原 111 13,700

54 横須 ･野中栫 ･松尾 ･平身 153 18,600

55 浜東 127 14,400

56 浜中 107 12,300

57 浜西 134 15,100

番号 担当地区（公民館） 世帯数 月額報酬（円）

58 光瀬上・光瀬下・光瀬浦・海土泊 106 13,300

59 萩元上・萩元下・万福 76 10,100

60 平山・下山・土川 77 12,200

61 平佐原・松山 159 18,800

62 払山・松原・崎野 151 18,000

63 戸崎・堀 152 18,200

64 平ノ木場・中原 103 12,700

65 島内・迫田前 117 14,200

66 宇都・門前 100 12,300

67 木場迫・中福良 151 18,000

68 寺迫・下手中 90 11,000

69 佐保井・陣ケ迫・池ノ原 137 16,500

70 駅前 148 15,900

71 恵比須・橋ノ口 114 12,400

72 平向 221 23,400

73 潟小路 110 11,900

74 迫・安茶 173 18,500

75 牛ノ江・外戸・観音ケ迫 85 11,300

76 天神町 227 24,100

77 祇園町・土橋町 122 13,100

78 栄町・日ノ出町 170 18,100

79 中組 86 11,500

80 内門・平木場 64 9,900

81 木場・舟川前・舟川後 60 8,900

82 久福・松比良 ･中ノ平前・中ノ平後 57 10,000
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　農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い農業委員を募集します。制度改正について詳しくは、
１月５日発行の「農業委員会だより」をご覧になるか、お問い合わせください。

　薩摩藩英国留学生記念館の見どころをご紹介。ご
来館をお待ちしております。
●開　　館　10:00～17:00
●休　　館　火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）
●レンタサイクル（電動アシスト車2時間300円）
　羽島の見どころ散策に便利。５台完備。
●2階デッキ専用使用料（1時間1,000円）
　夕日を眺めながらパーティ利用も可。（要予約）
●記念館バス市内なら無料送迎（要予約5～24名）
●クイーンズカフェ（11:00～18:00季節による）
　羽島産黒毛和牛を利用したランチなどが好評。
　団体利用可。現在スタッフ募集中。
　問合せ　尾崎　☎090-2586-2297
●問  合  せ　薩摩藩英国留学生記念館　☎35-1865

●募集期間　１月５日（火）～２月１日（月）必着
●募集人数　�定数12名のうち、９名を一般募集し

ます。
●任  期  等
　平成28年４月１日～平成31年3月31日（３年間）
　（会長）月額63,000円　（会長代理）月額45,700円
　（委員）月額44,500円
●応募資格
　�　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
化の推進に関する事項その他の農業委員会の所
掌に属する事項に関し、その職務を適切に行う
ことができる者で、本年４月１日において、次
のいずれにも該当する者であること。
　　（1）�原則、本市に住所を有する者。ただし、市

外居住者も妨げない。
　　（2）本市の職員でない者
　　（3）認定農業者（個人・法人）及び準ずる者
　　　��※準ずる者とは
　　　��○�認定農業者（個人）または認定農業者（法

人）の役員等であった者
　　　��○�認定農業者の農業に従事・経営参画する

親族
　　　��○�認定新規就農者（法人の場合は役員等）
　　　��○集落営農組織の役員
　　　��○�人 ･ 農地プランに位置付けられた農業者

（法人の場合は、役員等）
　　　��○指導農業士
　　　��○�基本構想水準到達者（法人の場合は役員

等）

●応募方法
　�　右ページの応募用紙に必要事項を記入し、郵
送、FAX、電子メール等で応募してください。（次
の必要事項が記入してあれば応募用紙以外でも
可）
　　（1）�応募する者の氏名、住所、電話番号、職業、

年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
　　（2）�応募する者が認定農業者及び準ずる者に該

当するか否かの別
　　（3）応募の理由
●応募者の公表
　�　応募した者の氏名、職業、年齢等について、
募集期間の中間と期間終了後に、市のホームペー
ジ等で公表します。

●決定・任命
　�　選考委員会で審査し、委員候補者を決定しま
す。その後、市長が市議会の同意を得て、４月
１日付けで任命します。

●申込・問合せ
　農業委員会事務局
　　　☎33-5647（直通）
　　　FAX32-3124
　　　メール　noi1@city.ichikikushikino.lg.jp

　申し込み用紙は次ページです。

農業委員を募集します
農業委員会事務局（☎33-5647）

薩摩藩英国留学生記念館の見どころ
観光交流課（☎33-5640）
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※必要事項が記入してあれば、この応募用紙以外でも構いません。
※個人情報につきましては厳重に管理し、本目的以外には使用いたしません。

提出年月日　平成28年　　　月　　　日

いちき串木野市農業委員　応募用紙

ふりがな 生年月日 年齢 性別

氏　名 �S
H　　　年　　　月　　　日 　　��歳 男・女

住　所
〒　

　　　　　　　　　　　いちき串木野市

連絡先 電　話
自　宅　　　　　（　　　）

ＦＡＸ
携　帯　　　　　（　　　）

職　業 Ｅメールアドレス

認定農業者及び
準ずる者の別
※いずれか一つ○

・　認定農業者　
・　認定農業者に準ずる者（例：人・農地プランに位置付けられた農業者）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○経歴

○農業経営の概況

○応募の理由
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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 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ｰ32ｰ3111（FAX）0996ｰ32ｰ3124

■平成 28年　行事予定……………………………………

1 月

成人式（３日）

消防出初式（10日）

いちき串木野ポンカン祭り（31日）

2 月 生涯学習大会（７日）

3 月

ガウンガウン祭（６日）

薩摩街道歴史探検ウオーキング（13日）

太郎太郎祭（13日）

観音ケ池さくら祭り（下旬）

4 月

徐福花冠祭（９〜10日）

黎明祭（17日）

第59回串木野浜競馬大会（中旬）

第25回串木野まぐろフェスティバル
（30日〜５月１日）

5 月

すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会
（中旬）

荒川ほたるでナイト（下旬）

6 月

7月

第46回串木野さのさ祭り（16〜17日）

海の日海岸クリーン作戦（18日）

参議院議員通常選挙（中旬）

鹿児島県知事選挙（中旬）

第11回市小学校水泳記録会（下旬）

祇園祭（下旬）

サマーフェスタin市来（下旬）

第６回消防団消防操法大会（未定）

8 月

七夕踊（７日）

教育講演会（上旬）

戦没者追悼式（15日）

川上踊（下旬）

鹿児島海区漁業調整委員会委員選挙（未定）

9 月

アートフェスタinいちき串木野（上旬）

畜産品評会（上旬）

虫追踊（下旬）

すこやかおせんしのスポーツ大会（下旬）

10 月

第11回市民体育大会（上旬）

第12回小学校陸上記録会（中旬）

いちき串木野づくし産業まつり
〜地かえて祭り〜（下旬）

鹿児島うんまかもんフェスティバル（下旬）

文化祭（30日〜11月３日）
作品展示・芸能発表（30 日）

11 月

地域がはぐくむ「鹿児島の教育」県民週間
（学校開放１〜７日）

総合防災訓練（中旬）

元気いきいきフェスタ2016（保健福祉大会）
（中旬）

小・中学校音楽発表会（中旬）

かんむりだけ山市物産展（23日）

環境センターリサイクル販売会（27日）

12 月
ふれあいフェスタ（上旬）

消防団年末夜警（28日〜29日予定）

※日程等は、変更になる場合があります。

▲デイサービス利用者の方の手作り干支（申）
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