
　７月から２年間、青年海外協力隊の特別支援学
校教諭としてベトナムに派遣される、串木野養護
学校教諭の尾山恵子さんが６月20日、市長を表敬
訪問しました。
　尾山さんは、福祉ボランティア活動を通して青
年海外協力隊の仕事に興味を持ち、自分も現地の
人たちと何か一緒にできないかやってみたいと思
い、隊員になる決意をしたそうです。
　国内研修を終えた尾山さんは、現地の特別支援
学校での音感教育や情操教育を通じて、子どもた
ちが楽しい学校生活を送ることができるように、
今までの経験や技能を生かしたいと抱負を述べま
した。

　串木野小学校５年生の中袴田羚くんが、山梨県
で開催された第13回全日本小学生中学生アーチェ
リー選手権大会　小学生男子18ｍの部で見事優勝
しました。
　中袴田くんは、小学校３年生からアーチェリー
を始め、わずか２年で全国大会優勝を果たすなど
急成長を遂げています。大会では、徐々に調子を
上げ、決勝は満点を出し、快挙を成し遂げました。
　中袴田くんは、「練習が楽しい。来年の全国大会
でも優勝したい」と力強く話しました。

　（一社）串木野青年会議所が「いちきくしきのか
るた」を新たに作成し、市へ寄贈しました。
　読み句を募集し、500部の応募の中から20句が選
ばれ、45句すべての絵を浦和町の切絵師青木文明
さんが手がけました。
　坂口重樹理事長は、「遊びながら地元を知り、もっ
と地元を好きになってほしい。15年前と比べると
新たなものもたくさんあります」と話しました。
　一般に向けても販売しており、串木野青年会議
所や観光案内所で購入できます。

青年海外協力隊派遣前表敬訪問

アーチェリー全国大会で優勝

　５月19日に開催された、平成30年度日置地区ス
ポーツ推進委員連絡協議会研究大会で、生福地区
の東史朗さん（写真右）と大原地区の安藤太

たかひろ

洋さ
ん（写真左）が日置地区スポーツ推進委員功労者
表彰を受賞しました。
　今回の受賞は、平成25年度からスポーツ推進委
員として本市の社会体育推進に貢献され、地域の
活性化やスポーツ普及に積極的に取り組まれたこ
とによるものです。
　おめでとうございます。

スポーツ推進委員功労者表彰を受賞
「いちきくしきのかるた」

15年ぶりに一新

6



上名地区の小学生が田植え体験

　６月24日、河内ふれあい農場で、地域の小学生
が田植えを行いました。これは、上名まちづくり
協議会が主催したもので、小学生43名が参加しま
した。
　田植えが初めての子どもたちも多く、地域の方
の指導を受けながら丁寧に苗を植えていました。
また、数年前から留学生が参加するようになり、
今年は11名が参加し、慣れた手つきで苗を植えて
いました。
　田植えが終わったあとは、昨年収穫した米で作っ
たおにぎりを食べ、交流を深めました。

　旭小学校児童が、５月21日に無事故期間9000日
の記録を達成しました。この無事故記録は、平成
５年10月から25年間かけての達成です。
　６月13日、市の教育長から児童代表に表彰状が
手渡され、地域のスクールガードなどが見守るな
か、児童は全員で「私たちは集団で登下校します」、

「私たちは横断歩道を渡ります」など、“交通安全
少年団10のきまり”を唱和しました。児童は、毎日
下校時にみんなで唱和して、交通安全に心がけて
いるそうです。
　旭小学校５年の宮地暁

あきまる

丸君は児童代表の言葉で、
「これからも１万日を目指し、安全に気をつけて過
ごしたい」と話しました。
　旭小、みんなで目指せ、一万日。

すごいぞ！無事故9000日 いちき串木野×食まっちングフェスタ

　６月９日、いちきアクアホールで「いちき串木
野×食まっちングフェスタ」が開催されました。
これは、串木野青年会議所主管の第44回鹿児島ブ
ロック大会inいちき串木野に合わせて行われたも
のです。
　県内の13青年会議所（JC）と連携をとり、各地
の特産品と市内の特産品のコラボ料理を考案しま
した。串木野青年会議所と本市在住の料理研究家
である平知佐さん、市内飲食店の協力のもと、４
品の限定メニューを販売しました。
　実行委員長の國料修兵さんは、「各地の特産品を
取り入れ、また新しいものを生み出し、本市と県
内全体を盛り上げていければ」と話しました。

歌やゲームでにっこり

　６月22日、市来中学校生徒会が呼びかけて集まっ
た生徒57名が市来松寿園・吹上園を訪問し、高齢
者と歌やゲームなどで交流を深めました。
　交流会でのゲームやクイズは、すべて生徒が企
画。最後は、毎年恒例のおはら節を高齢者のみな
さんと一緒に踊ったり、手拍子をしたり、楽しい
時間を過ごしました。
　市来中１年の山内輝

か え で

翔さんは、「昼休みなどを利
用して、準備した。高齢者の方に楽しんでもらえ
たと思う。来年もまた参加したい」と話しました。
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島津豊久　生誕祭

　６月10日、麓地区で島津豊久生誕祭が開催され、
県内外から28名が参加し、麓地区の歴史を学びま
した。
　これは串木野城で生まれたとされる戦国武将、
島津豊久の生誕日に併せ、島津家と麓地区との関
わりを広く知ってもらい、観光資源としてＰＲし
ようと、総合観光案内所が企画したものです。
　参加者は、串木野城跡など、麓地区一帯にある
島津家ゆかりの史跡を約２時間半かけて巡り、観
光ガイドの説明に興味深く聞き入っていました。
また、旧入来邸内では鎧のレプリカが特別展示さ
れ、記念撮影など島津家の歴史に思いを馳せてい
ました。
　薩摩川内市から参加した木下奈津子さんは、「身
近な場所で、西郷さん、島津家の歴史が学べて良
かった。職場での見学ツアーなど検討したい」と
話していました。

いちき串木野市管工事組合が奉仕作業

　６月７日に、９社からなるいちき串木野市管工
事組合が、山之神浄水場や観音ヶ池配水池などの
草払いを行いました。
　これは６月１日から７日までの「全国水道週間」
に合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへ
おいしい水を届けたいと、平成９年から続けてお
り、水道施設を対象に実施しています。ありがと
うございました。

第13回市長旗争奪軟式野球大会

　６月17日、多目的グラウンドで第13回市長旗争
奪軟式野球大会が開催され、参加した６チームが
熱戦を繰り広げました。
●優　勝　キングベースボールクラブ
●準優勝　おやじ

第48回市内卓球大会

　６月10日、総合体育館で第48回市内卓球大会が
開催され、中学生から社会人まで60名が参加し、
熱戦を繰り広げました。
●団体戦　優　勝　　串木野スマッシュ
　　　　　準優勝　　山口ＪＡＰＡＮ
　　　　　第３位　　さわやか男子Ａ
　　　　　　　　　　串中ＡＬＩＶＥ！
●個人戦

男子Ａ級 男子Ｂ級 女　子 初心者

優　勝 井上　靖治 永田　倫也 長友　綾香 中津留　玄

第２位 上醉尾哲三 小薗　　雛 橋口　愛菜 山本美知子

第３位 小瀬　範幸 末吉　航大 
上野隼太郎

松永　理沙 
寺田有里佳

水元　幹太 
有村　亘平
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　すこやかおせんしのグラウンドゴルフ大会が、
５月24日、多目的グラウンドで開催されました。
　市内の高齢者クラブから64チーム320人の“おせ
んし”の皆さんが参加し、日頃の練習の成果を十分
に発揮して、はつらつとしたプレーが見られました。
●団体
　優　勝　汐見あじさい（中央地区）
　準優勝　大原町高齢者クラブ（大原地区）
　第３位　湊南高齢者クラブＢ（湊町南地区）
●個人
　優　勝　下青木一美（高見寿会）
　準優勝　馬越　和男（本浜千鳥会）
　第３位　福　　忠志（大原町高齢者クラブ）

元気はつらつ！すこやかおせんしの
グラウンドゴルフ大会開催

　５月29日、明治維新150周年記念第28回さのさ
ゲートボール鹿児島県大会が、多目的グラウンド
で開催されました。本市から６チームを含む県内
35チーム約180名の参加があり、晴天の中、熱戦が
繰り広げられました。

明治維新150周年記念
第28回さのさゲートボール鹿児島県大会

第34回いちき串木野市空手道大会

　６月３日、第34回いちき串木野市空手道大会が
総合体育館で開催されました。市内外から約200
名が参加し、気迫あふれる熱戦が繰り広げられま
した。

（成績は、本市関係者分）
●小学生型試合
　　初級（低学年）優　勝　金澤　　凛（市来）
　　　　　　　　　第３位　福留　莉愛（市来）
　　　　　　　　　敢闘賞　竹下　征志（串木野）
　　　　　　　　　　　　　上夷　琉生（串木野）
　　初級（高学年）優　勝　斉野　力暉（市来）
　　中級　　　　　優　勝　福留　琉聖（市来）
　　　　　　　　　準優勝　大久保凌宇（市来）
　　　　　　　　　敢闘賞　福山依己里（市来）
　　　　　　　　　　　　　住吉　莉瑠（市来）
　　上級　　　　　優　勝　柳園　大和（市来）
　　　　　　　　　準優勝　政池はるか（市来）
●中学生型試合　　準優勝　福山竜之介（市来）
　　　　　　　　　第３位　新納淳之介（市来）
●一般組手試合　　準優勝　宮路　武久（串木野）

第15回串木野太極拳連盟上海倶楽部発表会

　６月17日、串木野体育センターで第15回串木野
太極拳連盟上海倶楽部発表会が開催されました。
会員による日頃の練習成果を発表したほか、今回
は市外の「さつますこやか太極拳クラブ」の参加
もあり、太極拳を通じて交流の輪が広がりました。
　上海倶楽部では、会員も随時募集しています。

団体優勝した汐見あじさいの皆さん
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平成30年度日置地区スポーツ少年団
研修会� 市民スポーツ課（☎21-5129）

　６月24日、市民文化センターで、市民フォーラ
ム「わがまちの地域包括ケアをみんなで考えよう」���
～地域づくりの中で生活支援をすすめるために～
が開催されました。
　500人を超える来場があり、高齢者等が住み慣れ
た地域で暮らし続けるためには、日ごろからお互い
が気にかけ合い、見守り合いが大切であることを学
びました。

市民フォーラムが開催されました！
� 地域包括支援センター（☎21-5172）

　市学校保健会は、「歯と口の健康週間」にあわせ
て口腔衛生ポスターコンクールを開催しました。
市内の各学校から集まった144点の作品から特選４
点、入選43点が選ばれました。
〈入賞作品展開催中〉
　７月13日（金）～７月27日（金）
　中央公民館１階ロビー　※最終日は15：00まで
●特選

口腔衛生ポスター入賞作品
� 学校教育課（☎21-5127）

　６月２日、日置地区スポーツ少年団指導者研修会
がアクアホールで開催されました。
　「栄養と姿勢～日常生活からの意識改革」と題し
て、健康運動指導士の高司佳代氏による講演があり、
練習後の食事は何を摂ったら疲労回復によいのか、
日常生活での姿勢をよくすることを意識することの
大切さなど、参加者は熱心に聞き入っていました。

●スポーツ少年団活動の留意点
・団活動は、週３回以内、１日２時間以内。
・�毎月第３土曜日は、「青少年育成の日」、第３日曜
日は、「家庭の日」です。
地域や家庭での活動を優先しましょう。
※市ホームページで各スポーツ少年団の紹介をし
ています。興味のある方は、ご覧ください。

検索いちき串木野市スポーツ少年団

答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：毎年８月に大里地区で開催される七夕
踊。太鼓踊りを中心に、鹿・虎・牛・鶴
などの作り物や大名行列などの行列もの
が地区内に繰り出す、規模壮大な民俗芸
能です。この踊りの起源は、島津家のあ
る武将が朝鮮の役で活躍したことを称え
たのが始まりとされています。
　さて、その武将とはだれでしょうか？

①島津　忠久
②島津　義弘
③島津　斉彬

　この踊りの起源は、約 400年前に島津義弘
公が朝鮮の役で活躍したことを称
えたのが始まりと一般に伝えられ
ています。踊りに使用されている
提燈、旗差物、その他道具には、
島津家の家紋が入っています。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？

クイズ 知っちょっけ？クイズ 知っちょっけ？
答え：②島津　義弘

神村学園　初等部
２年　若松　士高

神村学園　初等部
３年　徳重　凛香

川上小学校
６年　渕上　元貴

生冠中学校
１年　日高　舜介
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市職員採用試験案内
� 総務課（☎33-5625）

求む！未来に挑むバイタリティー！

●募集職種　一般事務、建築技師、電気技師、保健師、消防職

●試 験 日　第1次試験　９月16日（日）
　　　　　　※�第２次、第３次試験の日程はそれぞれ第１次、第２次試験合

格者に直接通知します。
●場　　所　ホテルアクシアくしきの

●受付期間　７月20日(金) ～８月24日(金) 
●受験資格及び応募方法等
　�詳細については、串木野庁舎総務課・市来庁舎市民課にある募集要項
でご確認ください。市ホームページからもダウンロードできます。

本市の職員として、活躍したいバイタリティー
あふれる人材を募集します‼
☆募集年齢☆
　�地元就職を希望する高校新卒者や民間などで培った豊富な経験を持つ人
材を採用するため、一般事務は35歳、建築・電気技師は45歳、保健
師は30歳、消防職は25歳まで受験できます。

☆人物重視の採用☆
　�１次試験は、「教養試験」の代わりに「基礎的能力試験」を行うことにより、
人物重視の採用試験を実施します。

※ 公務員試験の受験対策は必要なく、誰もが受験し
やすい環境を整えています。
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《いちき串木野市での定住・移住を応援します》
お得な住宅取得の支援・補助制度のご案内� 政策課（☎33-5634）

　市では要件を満たす方に新築・購入費用などの住宅資金を助成しているほか、空き家バンクに登録された
住宅を紹介しています。

１．定住促進補助金（転入者のほか、条件により市内在住の方も利用できます。）
　次の定住促進分譲団地を購入し、住宅を建設する方に補助金を支給します。

《現在分譲中の市内定住促進分譲団地》

団地名 ウッドタウン団地 市来小城団地 羽島矢倉団地 羽島松尾団地
場 　 所 生福5391 湊町1８８1 羽島5195 羽島3699
分 譲 価 格 約420～550万円 約470～6８0万円 545万円 317.3万円
広 　 さ 約223～27８㎡ 約236～342㎡ 359㎡ 273㎡
坪 単 価 約6.2～7.1万円 約6.1～6.7万円 約5.1万円 約3.9万円
分譲区画数 33区画 15区画 １区画 １区画

現 　 地

※区画数などの情報は、平成30年６月末時点のものです。

《定住促進補助金の補助内容》

項 補 助 内 容 補助金額（最高）
① 住宅の新築費用の５％を補助 50万円
② 対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 20万円
③ 市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合 20万円
④ 中学生までの子ども一人につき30万円（最高３人まで） 90万円
⑤ 土地購入金額の10%を補助 100万円

最高2８0万円

２．転入者住宅建設等補助金（市外から転入してきた方限定）
　また、市内に住宅を新築・購入して転入してきた方にも、次のとおり補助金を支給します。

《転入者住宅建設等補助金の補助内容》

項 補 助 内 容 補助金額（最高）

① 住宅の新築・中古住宅の購入費用の５％を補助
※ただし、居住地域により上限額が異なります。

周辺部…50万円
中心部…30万円

② 対象者またはその配偶者が40歳未満の場合 10万円
③ 市内業者（本社所在）と建築請負契約又は売買契約の場合 10万円
④ 中学生までの子ども一人につき10万円（最高３人まで） 30万円

　最高100万円

※�これら補助金の手続き等については、別途要件があります。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、
政策課政策係（☎33-5634）へお問い合わせください。
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３．空き家バンク登録物件（どなたでも利用できます。）
物件情報：①地区　②建築年　③建築面積　④金額　⑤担当事業者

●売買物件

①上名地区（NO.30）
②Ｓ52年（約41年）
③124㎡
④８00万円
⑤わかば不動産
　（☎32-0044）

①大原地区（NO.11）
②Ｓ56年（約37年）
③119㎡
④5８0万円
⑤㈱国料建設
　（☎32-9117）

①大原地区（NO.22）
②Ｓ47年（約46年）
③70㎡
④6８0万円
⑤エール不動産
　（☎36-22８８）

①中央地区（NO.9）
②Ｓ35年（約5８年）
③120㎡
④応相談
⑤わかば不動産
　（☎32-0044）

①本浦地区（NO.3）
②Ｈ6年（約24年）
③107㎡
④1,100万円
⑤㈱国料建設
　（☎32-9117）

①本浦地区（NO.1８）
②Ｓ52年（約41年）
③164㎡
④520万円
⑤松元不動産
　（☎32-3499）

①羽島地区（NO.20）
②Ｓ62年（約31年）
③102㎡
④300万円
⑤㈱国料建設
　（☎32-9117）

①羽島地区（NO.25）
②Ｓ3８年（約55年）
③63㎡
④350万円
⑤松元不動産
　（☎32-3499）

①羽島地区（NO.29）
②Ｈ元年（約29年）
③106㎡
④400万円
⑤松元不動産
　（☎32-3499）

①羽島地区（NO.31）
②Ｔ2年（約105年）
③194㎡
④950万円
⑤松元不動産
　（☎32-3499）

①川北地区（NO.15）
②Ｓ55年（約3８年）
③11８㎡
④450万円
⑤松元不動産
　（☎32-3499）

①川北地区（NO.17）
②Ｓ42年（約51年）
③126㎡
④390万円
⑤エール不動産
　（☎36-22８８）

①湊町地区（NO.4）
②Ｈ5年（約25年）
③143㎡
④８00万円
⑤エール不動産
　（☎36-22８８）

①湊町地区（NO.27）
②Ｓ43年（約50年）
③11８㎡
④1,3８0万円
⑤㈲マツバラ
　（☎36-5134）

●賃貸物件

①照島地区（NO.2８）
②Ｓ44年（約49年）
③76㎡
④月額4.5万円
⑤わかば不動産�
　（☎32-0044）

①旭地区（NO.12）
②Ｈ10年（約20年）
③105㎡
④月額4.3万円
⑤わかば不動産
　（☎32-0044）

※物件の情報は、平成30年６月末時点のものです。
※詳しくは、政策課政策係（☎33-5634）または担当事業者までお問い合わせください。

● 空き家バンクへの物件登録は、随時
受け付けています。

【登録できる物件】
・�市内にある、個人が居住を目的とし
て建築した戸建て住宅の空き家
　�（ただし、既に不動産業者に依頼し
ている物件は対象外です）

【登録できる方】
・�空き家等の売買・賃貸等を行うこと
ができる方（所有権等をお持ちの方）
※�詳細は、ホームページをご覧いただ
くか市役所政策課へお問い合わせく
ださい。
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介護保険住宅改修費の支給について
� 健康増進課（☎33-5673）

　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（または８割、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。

●登録事業者（受領委任払い方式が可能な事業者）
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 ㈲ユリ産業 099-292-499８ ㈲有村工務店 35-1142
㈱植村組 099-229-1111 ㈾下麦建材店 23-3333 ㈱サポート・ケア 21-1８0８
㈱西別府弘組 32-3404 ㈲南州メディカル 099-274-7273 山之口建築 32-31８6
㈱本田建設 36-22８5 前田工務店 36-2530 ㈲須納瀬設備工業所 32-2609
木場建築 36-4395 ㈱吉満組 22-3930 ㈲ハマベ鉄工設備 35-1322
高橋建築 32-6340 和田建築 32-74８5 川﨑産業㈱ 32-2726
テクノ住設 32-6213 住まいるライフ㈱ 099-８22-0137 ㈱タクマ建設�北薩営業所 23-4040
三輪工務店 36-3331 川口建築 35-0191 ㈱エルシア 099-267-214８
㈲上原施設 36-4703 ㈱大久保電気 25-33８5 海江田電機㈱ 32-4131
㈲バリアフリーホーム 099-206-3433 中木屋建築 33-1８17 ㈱カインドネス真 099-29８-516８
㈲古川建設 32-2８67 ㈲久木山建設 32-3663 優工務店 33-2357
㈲安栄 33-6302 束田建材㈱ 22-7271 ㈱昭和ステンレス工業 32-８5８0
㈱マエダ 32-3137 勝目建築 099-274-5491 クラフト工務店 35-1374
㈱カクイックス
ウィング川内営業所 21-1513 ㈱セブンプラザ

串木野マックス館 32-2044

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】

施工業者は
自由に選べます

施工業者は
下記の登録事業者のみ

工事費全額を施工業者に支払
います

工事費の１割（または２割、３
割）分を施工業者に支払います

20万円の工事の場合
20万円業者に支払います

20万円の工事の場合２万円（または
４万円、６万円）業者に支払います

利用者本人に直接市から９割（ま
たは８割、７割）分支払われます

施工業者へ直接市から９割（ま
たは８割、７割）分支払われます

20万円の場合、1８万円（または
16万円、14万円）です

20万円の場合、1８万円（または
16万円、14万円）です

●介護保険住宅改修手続きの流れ
①ケアマネージャーに相談

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

【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、ケアマネジャーに相談し
ましょう

手すりの取り付け

和式便器を洋式便器に取り替え

段差の解消滑りにくい床材に変更

引き戸などへの扉の取り替えや
ドアノブの取り替えなど（扉の
撤去を含みます）

（�３割・７割分の適用は平成30年８月からで、65歳以上の現役並み
所得者が対象です。）
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平成30年８月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の
負担割合が３割になります� 健康増進課（☎33-5673）

　介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に負担いただくことが必要です。この利
用者負担割合について、これまでは１割又は一定以上の所得のある方は２割としていましたが、平成30年８
月から、65歳以上の方で現役並みの所得のある方は利用者負担割合が３割となります。
　介護保険制度を今後も持続可能なものとし、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求め
る観点から、負担能力のある方については負担をお願いするための見直しです。
　利用者負担の判定の流れについては、下図のようになります。

※�第２号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、市県民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず１
割負担です。

※�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（制度改正後）の負担割合を記載した負担割
合証を送付します。

利用者負担の判定の流れ

65
歳
以
上
の
方

本人の
合計所得金額が
220万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の
合計所得金額が
160万円未満

３割
負担

２割
負担

２割
負担

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で340万円以上、
または２人以上世帯で463万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で2８0万円以上340万円未満、
または２人以上世帯で346万円以上463万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で2８0万円以上、
または２人以上世帯で346万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で2８0万円未満、
または２人以上世帯で346万円未満

１割
負担

１割
負担
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空港バスの利用方法� 水産商工課（☎33-5638）

　鹿児島空港へは、公共交通を利用した場合、次の三つのルートがあります。JRや路線バスを利用し、最寄
りの駅前発の空港バスをご利用ください。

空港バス 所要時間 料金 便数
問合せ

鹿児島交通 南国交通
①川内駅発 約80分 1,550円 １日12往復 ☎23-3181 ☎23-8400
②鹿児島中央駅発 最短38分 1,250円 １日59往復 ☎099-247-2341 ☎099-255-2141
③湯之元発伊集院経由 約76分 1,650円 １日６往復 ☎23-3181 ―

①川内・蒲生⇒鹿児島空港
川内駅発 空港着
6:10 7:26
7:20 ８:36
８:20 9:36
9:20 10:36
10:20 11:36
11:20 12:36
12:20 13:36
13:20 14:36
14:20 15:36
15:20 16:36
16:20 17:36
17:20 1８:36

③湯之元・伊集院⇒鹿児島空港
湯之元発 伊集院駅前 空港着
6:05 6:20 7:21
7:1８ 7:33 ８:34
10:20 10:35 11:36
12:00 12:15 13:16
14:20 14:35 15:36
16:50 17:05 1８:06

③の湯之元発の始発便については、始
発便へ接続する路線バスがないためJR
を利用した接続となります。
※�また、湯之元駅から湯之元バス停ま
で、約300ｍ離れているため、伊集
院駅前から出発する空港バスが便利
です。
※�行き先に応じた公共交通の接続ダイ
ヤをご案内します。気軽にお問い合
わせください。
●問合せ　水産商工課　☎33-5638

②鹿児島中央駅⇒鹿児島空港
　10～15分間隔で運行（始発�6:10）

　※�時刻表は鹿児島空港のホーム
ページなどでも確認できます。

地域公共交通網形成計画の策定について
� 水産商工課（☎33-5638）

　本市の地域公共交通は、地域住民の重要な移動手段として、様々な取り組みや施策を行っています。しか
し、「便数が少ない」「行き先への乗継が不便」など、多くの課題があることから、将来にわたり持続可能で
利便性の高い、地域の現状にあった地域公共交通ネットワークを再構築するため、「いちき串木野市地域公
共交通網形成計画」の策定を進めています。
　今後、地域住民の方を対象にアンケート調査等を予定しています。アンケートの対象者は無作為に抽出し、
調査票を郵送しますので、ご協力をお願いいたします。

　これからのスケジュールについて
　・７月中旬～下旬　公共交通機関利用者のニーズ、移動実態の調査
　　　　　　　　　　交通事業者への聞き取り
　・８月　　　　　　まちづくり協議会等への聞き取り
　・９月　　　　　　現状把握及び課題の整理
　・10月　　　　　　対応策の検討、地区別カルテの作成
　・12月　　　　　　基本方針、計画案の策定
　・１月　　　　　　パブリックコメントの実施
　・２月　　　　　　地域公共交通網形成計画の策定
　※スケジュールは進捗状況により、実施時期が前後することがあります。

※地域公共交通網形成計画とは
　地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープラン(基本計画)としての役割を果た
すものです。
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いきいきバス、いきいきタクシーをご利用ください� 水産商工課（☎33-5638）

　市では「いきいきバス」と「いきいきタクシー」を運行しています。お買物や公共施設への移動にご利用
ください。

【海瀬地区・市来地域】　１月１日～３日運休
路線 運行日 便数 運行区間
川上線 月～土 １日２往復 海瀬地区・川上地域の郊外地区～市来市街地の乗降場所16か所
大里線 月～土 １日２往復 大里地域の郊外地区～市来市街地の乗降場所16か所

■出発時間及び予約時間（川上線・大里線とも同じです）
行き先 便名 出発時間 到着時間 予約時間

市来市街地行き
１便 ８：00 ～８：15 → ８：30～８：45 前日20：00まで
２便 ９：30 ～９：45 → 10：00～10：15 当日８：30まで

海瀬地区・市来地域
郊外行き

３便 11：30～11：45 → 12：00～12：15 当日10：30まで
４便 14：00～14：15 → 14：30～14：45 当日13：00まで

■いきいきバス　大人200円（小人・障がい者等は半額）
■予約　（深田地区のみ）　☎0996-23-3181　鹿児島交通（株）川内営業所

■予約　☎0996-32-2128　第一交通（株）串木野営業所
■いきいきタクシー　大人300円（小人・障がい者等は半額）

【串木野地域・市来地域】　　１月１日～３日運休
路線 運行日 便数 運行区間

羽島・荒川線 月・水・金 １日２往復 土川～羽島～荒川～串木野市街地～別府～串木野駅
芹ケ野線 火・木・土 １日２往復 深田～芹ケ野住宅～串木野市街地～別府～串木野駅
冠岳線 火・木・土 １日２往復 宇都～生福～袴田～串木野市街地～別府～串木野駅
木原墓地線 月・水・金 １日３往復 串木野駅～本浦～酔之尾～木原墓地～市来駅
※芹ケ野線の深田地区からご利用の際は、事前予約が必要となります。

公共交通マップ

※ご利用には事前予約が必要です。３便、４便の予約は市街地行き
の車内でも予約できます。
　いきいきバス・いきいきタクシーの運行時間・乗降場所など詳し
くは「いちき串木野市公共交通マップ」または市のホームページを
ご覧ください。
　公共交通マップは市役所、串木野駅、市来駅、各交流センターに
もあります。
※�公共交通マップ：市ホームページ画面から「暮らし」⇒「生活環
境」⇒「公共交通機関」⇒「バス・タクシー」で検索。

いきいきタクシー

いきいきバス
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排水設備工事は市の指定工事店へ
� 上下水道課（☎21-5157）

　平成30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、下表の市の排水設備指定工事店に依頼してくだ
さい。

平成30年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）
【いちき串木野市内】� （平成30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4002-4 36-4703 ㈱西別府弘組 別府3204 32-3404

㈱榎元組 照島5549 32-2374 ㈲西牟礼建設 川上4486 36-2282

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

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

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

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

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

㈲坂口組 浜ヶ城12062-4 32-0553 ㈱マエダ 御倉町10-1 32-9078

㈲須納瀬設備工業所 御倉町137 32-2609 ㈲前屋設備 住吉町146 32-3692

㈲芹ヶ野建設 汐見町70 33-0711 丸善設備工業㈱ ひばりが丘5857-3 32-9928

テクノ住設 住吉町11273 32-6213 ㈲萬造寺組 羽島7795 35-1245

㈲寺田設備 住吉町167 32-2802 ㈱満留建設 野元21809 33-1323

西原設備 大里4756-4 36-4674

【市外】
旭機工㈱ ㈲川島工建 ㈲昭和テクノ工業 ㈱司工業 ㈲平田環境設備 ㈲松本設備

旭工業㈱ 孝心設備 新光設備 鶴丸興業㈱ 平野設備工業 松山設備

㈱イシタケ ㈲後藤水道設備 ㈲せいすい技業 ㈱徳田設備工業 ㈱福水工業 マルユー工業㈱

岩元施設 ㈲小堀水道 ㈲第一水道 徳永電機㈱ ㈱福元興業 ㈲瑞穂商会

上野工業㈱ ㈱桜井 ㈲大誠電機 戸島設備工業 富士設備工業㈱ 蓑茂住宅設備

エス工業㈱ ㈱薩摩水道 ダイヤテック㈱ ㈲ナカタマリ ㈲渕脇電設 ㈱鹿工設備

大庭設備 志鷹工業 髙柳水道㈱ ㈲中村商会 ㈲宝楽水道設備 ㈲脇電器

鹿児島物産㈱ ㈱柴田設備 田中石油ガス㈱ ㈱南開設備 ㈲外園設備

㈲上白石水道設備 十文字工業㈱ 谷口水道工事店 日光設備㈱ 松尾設備

亀山工業㈲ ㈱匠蔵 中央工業㈱ ㈱濵田設備 ㈱マツオ電設

※�工事は希望する指定工事店で、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。
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観光をデザインの視点からみる「d design travel　鹿児島号」
� 観光交流課（☎33-5640）

　編集部が現地に滞在して、実際の体験から選んだ場所やものごと、人々など、その土地のロングライフデ
ザインを掘り下げたガイドブック「d�design�travel　鹿児島号」（７月６日全国発売）に、本市の観光スポッ
トが多数紹介されました。
　また、今回、地域おこし協力隊の小林史和さんが制作したフリーペーパー「ALUHI（いちき串木野とコー
ヒー）」が全ての鹿児島号に挟み込まれ、本市が紹介されています。
　現在、鹿児島号の発売を記念して、東京渋谷ヒカリエ８階で開催中の「d�design�travel�KAGOSHIMA�
EXHIBITION」では、鹿児島号内で紹介された各スポットが７月30日まで展示されています。
　同フロアのd47食堂では、展示期間に合わせて、大和桜酒造の焼酎や寺田屋のつけあげが採用された「鹿
児島定食」も限定で提供されています。

●�架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS（ショートメッセージサー
ビス）など様々です。
●�実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をした
り、消費者の不安をあおるケースも見られます。
●�架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連
絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能
性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡し
てはいけません。
●�不安に思ったら、いちき串木野市消費生活センターにご相談ください（消費者ホッ
トライン188）。

d�design�travel�鹿児島号 いちき串木野市 鹿児島定食薩摩藩英国留学生記念館 パラゴン

見守り
新鮮情報

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた
ハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介

され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を
支払った。� （60歳代　女性）

大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがな
かったが、連絡しないと法的措置を取るとあったの

で電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さ
らに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支
払った。� （60歳代　男性）

事例１

事例２

架空請求
心当たりのない請求は無視！

見守り新鮮情報　第310号（2018年６月12日）発行：�独立行政法人国民生活センター

ひとこと
助言

本文イラスト：黒崎�玄
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EATde（いーとで）健康メニューの新メニューが誕生！
� 食のまち推進課（☎33-5621）

　「ＥＡＴde健康メニュー」の第５期分として、新たに１メニューを認定しました。エネルギー量や食塩量
を気にしている方でも、安心して食べられるメニューとなっています。
　現在、19店舗で27メニューが提供されています。ぜひ各店舗へ足を運んでみてください。提供店舗につ
いては、市ホームページに掲載しています。

◆�「ＥＡＴde健康メニュー」とは・・糖尿病とその予備群や肥満の方などに適した、総エネルギー量
600kcal未満、食塩相当量３ｇ未満で栄養バランスが整った外食メニューです。

ＥＡＴde健康メニュー第６期分の募集について

【提供店舗】はしまごはん処　たもいや。
●住所　羽島5397-3
●☎35-0153

【提供店舗】串木野市漁協直営レストラン�海鮮まぐろ家
●住所　上名3018番地３
●☎33-5015

「ＥＡＴdeたもいや定食」 「ミニまぐろ丼ヘルシーセット」

オススメメニュー

新メニュー

総 エ ネ ル ギ ー 量 588kcal

た ん ぱ く 質 22.6ｇ

脂 質 17.9ｇ

炭 水 化 物 82.9ｇ

食 塩 相 当 量 2.8ｇ

【提供店舗】D�cafe
●住所　湊町1846
●☎070-4781-0035

「自家製ヘルシーチキンサンドSET」

蒸し焼きの鶏むね肉やカロリーオフのマヨ
ネーズを使用し、ヘルシーな仕上がりに！

　市では第６期分のメニューを募集しており、飲食店、惣菜店、弁当店などのご応募をお待ちしています。
提供店舗やメニュー、カロリーなど、詳しい内容については、食のまち推進課までお問い合わせください。
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