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マイナンバーカードがあれば便利！

公平・公正な社会の実現

（個人番号カード）

便利だよ
作ろうよ

マイナンバー導入による３つのメリット

所得や各種行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、
不正受給の防止や、サービスを必要とする方への細かな支
援が可能になります。

国民の利便性の向上

①個人番号カード交付申請
書に署名または記名・押
印し、顔写真を貼る。

②交付申請書の内容に間違
いがないか確認し、送付
用封筒に入れて、郵便ポ
ストに投函。

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化さ
れ、国民の負担が軽減されます。

行政の効率化
行政機関の複数業務の間で連携が進み、作業
の重複などの無駄が削減されます。

※ご本人が病気、身体の障害、その他やむをえない理由により、交付場所に行くことが
　難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

※初回交付手数料…無料こんな場面でマイナンバーを使います。

マイナンバーカード申請方法

マイナンバーカードがあれば、マイナンバーの確認と本人確認が１枚でできます。

● マイナポータル（政府が運用するオンラインサービス）の利用が可能になります。
・行政機関が持っているあなたの個人情報を確認できます。
・あなたに必要な行政機関からのお知らせが受け取れます。
※スマートフォンやご自宅のパソコンからオンラインで行政手続きができます。
※ご利用には、ICカードリーダライタ、スマートフォン（対応機種）が必要となります。

上記の方法で申請を行うと、市役所から交付通知書（はがき）が
ご自宅に届きます。

必要な物を持参し、交付通知書（はがき）に記載された期限まで
に、ご本人がおこしください（※）。
交付場所は、交付通知書（はがき）に記載されています。
※持参する物 □ 交付通知書（はがき）

□ 「通知カード」
□ 本人確認書類（運転免許証など)
□ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

・申請方法の詳細については、マイナンバーカード交付申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご確認ください。
・２は市民課のパソコンから申請できます。通知カードをお持ちの方は持参ください。通知カードを紛失した方も申請できます。
・４の対応機種は、市内には設置されておりません。対応している証明用写真機を調べるには、まちなかの証明用写真機からの申
　請　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご確認ください。

マイナンバーカードに関するお問い合わせ
●市役所　市民課　市民係　　　　 ☎33-5611(平日 8:30～17:15)
● マイナンバー総合フリーダイヤル（年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0120-95-0178（平日9:30～20:00)（土日祝9:30～17:30)

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、マイナンバー総合
　フリーダイヤルで、24時間365日受け付けています。

１郵便による申請
①デジタルカメラで顔写真を

撮影し、パソコンに保存。

②交付申請用のWEBサイト
（マイナンバーカード総
合サイト）にアクセス。

③画面にしたがって必要事
項を入力し、顔写真を添
付して送信。

２パソコンによる申請

①スマートフォンのカメラで
顔写真を撮影。

②交付申請書のＱＲコードを
読み込み、申請用ＷＥＢ
サイトにアクセス。

③画面にしたがって必要事項
を入力し、顔写真を添付
して送信。

３スマートフォン
　による申請

①タッチパネルの「個人番
号カード申請」を選択
し、撮影用のお金を入れ
て、交付申請書のＱＲ
コードをバーコードリー
ダーにかざす。

②画面の案内にしたがっ
て、必要事項を入力し、
顔写真を撮影して送信。

４証明用写真機
　による申請

どうしてマイナンバーが必要なの？

預金口座の開設に
銀行や郵便局へ

アルバイト、パート
就職のときに職場へ

税金の申告で
税務署や市区町村へ

ICカードリーダライタ

検索（マイナンバーカード総合サイト）

検索（マイナンバーカード総合サイト）

〈通　知〉

〈受け取り〉
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梅雨真っ只中。。。
　６月21日、荒川地区の方々にご協力い
ただき、昔ながらの手植えに挑戦!!
　ぬかるみで足が抜けなくなり、最初は大
騒ぎしていたおごじょ達でしたが、慣れて
くると段々とコツが分かってきます。
　横一列に並んでの手植えは、みんなで息
を合わせることが大切！昔は「田植え歌」
を歌いながら、リズム良く田植えをしてい
たとか…♪そんな昔の情景を想い浮かべな
がら…秋に収穫できる美味しいお米を想い
浮かべながら…おごじょ達は田植えを楽し
みました。

雨の棚田はとても幻想的。
…まるで水墨画から抜け出た世界!?

チャレンジ農業
おごじょ塾通信

～第 21 号～   「 雨 も ま た 良 し ！ 」
農政課（☎33-5635）

稲苗作りにも挑戦♪

～荒川地区大河内の棚田～

田植え作業のヒーロー!?
田植え機ってすごい!!　

　「今年は自分達で稲
苗から作りたい!!」と、
種まきから挑戦！育苗
箱と呼ばれる箱に土を
入れ、きちんと計量し
て種をまきます。丈夫
な苗に育つかな？ドキ
ドキ、ワクワク生長を
見守ります。

　昨年、結婚を機にいちき串木
野市の住民になりました。それ
までは農とは全く無縁の生活をしていましたが、子どもが生ま
れ、「食」に強く関心を持つようになりました。
　5月は果樹園で梅ちぎりを体験し、近所で収穫したものと合
わせて計10kgの梅仕事をしました。こうした手仕事を通して
季節を感じ、仕込んだものを後にいただく楽しみを待つこと
は、とても豊かで充実したことだなぁとしみじみ思いました。
　荒川の棚田で裸足で泥に入って行った田植え。「こんな場所
があったのだなぁ」と、雨の棚田の風景の美しさに見入りまし
た。全身を使った作業の後にいただいたふるまいのお漬物の美
味しかったこと…。秋の収穫をとても楽しみにしています。

豆知識！
「苗半作」とは…？
「丈夫で健康な苗を育てれば、米作りの半分が成
功したのと同じ！」という意味。米作りだけでな

く、何事にも通じる気がしますね(*^_^*)

棚田保全会の方々と笑顔でポーズ♪

腰を曲げての作業はとても重労働。
昔の苦労を実感します。

　大河内集落の標高約90ｍの山間部に、とても美しい石積み棚田が広がっ
ています。歴史ある棚田の景観や、棚田の農業用施設を次世代に大切に守
り継ぐため、地域の棚田保全会組織「おごっ段の華つくい手の会」が昨年
立ち上がりました。高齢化の進む過疎地で、日々奮闘しています。

下薗 渚さん

今年もやってきました♪

「棚田de田植え」in荒川

水稲の種子
品種「ヒノヒカリ」

稲苗はビニールハウスで
大事に育てます♥

次第に雨も上がり…
テンポ良く田植えが進みます♪

　手植え作業とは対照的に、ものす
ごいスピードで、しかもきれいに田
植えが完了していきます！今は機械
化が一般的になりましたが、田植え
機の登場で稲作における農作業はと
てもラクに効
率的になりま
した。田植え
機も年々進化
中です！
おそるおそる…
田植え機の運転にも挑戦！

たまこちゃんと一緒に♥

～「瑞雨」～
穀物の生長を促す雨のこと。
人間にとっては憂うつな雨も、植
物にとっては恵みの雨です。
晴れも良し！雨もまた良し！

ずいう

お邪魔してきました！
鹿児島のお茶にどハマ
り中です♡
� （亀岡美咲）

misaki_kameoka …

　こんにちは。暑い日が続きますね。今年の夏は鹿
児島の有名な「白熊」を是非、食べたいと考えてい
ます。私が以前住んでいた宮崎にも白熊はありまし
たが、本場の白熊が食べられるのを楽しみにしてい
ます。
　そういえば鹿児島には、「ボンタンアメ」「兵六餅」
というお菓子がありますね。私が幼いころから宮崎
でも普通に売られていて、テレビでCMも流れてい
たので、宮崎のお菓子だと思っていました。
　小学６年生の修学旅行で指宿に行き、ボンタンア
メと兵六餅がお土産として売られているのを見て、
初めて鹿児島のお菓子だと知りました。
　地域おこし協力隊として、いちき串木野市に来て
約９か月が経ち、少しずつですが顔と名前を憶えて
もらい、知り合いも増え、市民の皆さんにとても良
くしてもらっています。そして、いろんな人達に支
えられ協力してもらいながら、地域健康プランナー
として活動しています。
　現在は、運動教室開催、出前講座などを行ってい
ます。
　今後は、インターネットやスマートフォンアプリ
などを利用し、家でも健康・体力づくりの仕組みが
出来ないかとも考えています。公民館、学校、施設、
会社など、レクリエーションや運動を行いたいなど
のご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。
（主な活動内容）
・健康増進センターでの運動についての相談受付
・体幹トレーニングとストレッチ教室
・幼児向けの運動遊び教室の出前講座
　「アクティブ・チャイルド・プログラム」
・ころばん体操の講師
・高齢者大学の講師
・総合体育館トレーニングマシンの使用説明
・特定健診受診者対象の運動教室
・市来温泉センターでの水中ウオーキング教室
・ニュースポーツで健康・体力づくり教室
・出前講座「レクリエーション　ボッチャ」

vol.27 ickkskn2016 　検索⬅今月のコラムニスト　花田直樹

　

先日、鹿児島純心中高
の職員向けに「地域お
こし」や「PR」につい
て講演してきました。
本市の学校もご要望あ
れば、喜んで参ります。
� （板垣勝）

gacky0809 …

白浜マルシェに出店！
♯NAO's�Bar
♯白浜マルシェ
♯毎月第３日曜日
♯だけど７月は29日
� （高嶋直輝）

takatchan_7 …

東京で行われた移住
フェアで〈ALUHI〉と
共にコーヒーを飲みな
がらの移住相談。とて
も良い雰囲気でお話を
することができました。
� （小林史和）

fmkz …

出前講座「アクティブ・チャ
イルド・プログラム」の様
子です。
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テンポ良く田植えが進みます♪

　手植え作業とは対照的に、ものす
ごいスピードで、しかもきれいに田
植えが完了していきます！今は機械
化が一般的になりましたが、田植え
機の登場で稲作における農作業はと
てもラクに効
率的になりま
した。田植え
機も年々進化
中です！
おそるおそる…
田植え機の運転にも挑戦！

たまこちゃんと一緒に♥

～「瑞雨」～
穀物の生長を促す雨のこと。
人間にとっては憂うつな雨も、植
物にとっては恵みの雨です。
晴れも良し！雨もまた良し！

ずいう
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