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　６月26日、観光ポスターの完成を記念して制作
に関わった冨永功太郎氏、下薗詠子氏、北村公博
氏によるトークショーを開催しました。
　完成したポスターは、本市の特色や魅力的な人
に焦点を当てたもので、「大漁旗」「焼酎」「さつま
揚げ」「冠嶽園」の４枚を作成しました。冨永氏は
「ポスターの企画から完成まで、３人と市が何度
もコミュニケーションを取り合い、チームとして
最初から最後まで作ることができた」など、完成
までのエピソードを紹介。
　また、下薗氏は「まずはいちき串木野に住んで
いる人に見てもらい、多くの人に知ってほしい」
と、ポスターに込められた想いが語られました。

　６月19日、「おもちゃ花火教室」を太陽保育園で
開催しました。
　この教室は、おもちゃ花火を安全に楽しむため
に、実際の花火を使用して、花火の正しい遊び方、
ルールとマナーを学ぶ教室です。年中・年長の園
児が、元気いっぱいながらもよく話を聞いて、花
火の安全な使い方を勉強しました。
　今後、市内の各幼稚園、保育園でも開催し、子
ども達の安心安全につなげていきます。

観光ポスター「想いの湊。」完成記念
スペシャルトークショー

観光交流課（☎33-5640）

おもちゃ花火教室
消防本部（☎32-0119）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会PRイベント
元女子バレーボール日本代表　迫田さおりさんバレーボール教室

市政ニュースCIVIC NEWS

市ではこんなことをしています

　６月９日、市総合体育館で元女子バレーボール日本代表の迫田さおりさんによるトークショーとバレーボール
教室を開催しました。
　迫田さんはバレーボール教室で、レシーブやトスなど基本的な技術を繰り返し練習し、「声を出していこう」「元
気を出していこう」などと技術だけでなく、チーム全体で声を出すことの大切さを繰り返し伝えていました。
　参加した串木野小学校６年の岩塚莉香さんは、「バレーはみんなでつなぐスポーツ、相手のことを考えて
するスポーツという言葉が心に残った。迫田選手に教えてもらったり、ほかの知らないチームと声を掛け
合いながら練習したことはすごくいい経験になった」と、満足そうに話しました。

（写真左から）北村公博氏、下薗詠子氏、冨永功太郎氏

市民スポーツ課（☎21-5120）
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その１　「大漁旗」

いちき串木野市観光ポスター「想いの湊。」シリーズ完成
観光交流課（☎33-5640）

　本市の特色や観光素材を客観的に捉え、本市に足を運びたいという思いを促すことを目的に新しい観光
ポスターを４種類制作し、本号から４回にわたって紹介します。

大漁旗は船を新調した際、豊漁、安全を祈って贈られるものです。そこには贈る人、贈られる人の想い、
その想いを繋ぐ職人の想いも込められています。大漁旗はまさに漁師にとって誇りであり、想い出深い、
想いの象徴です。

制作者：冨永功太郎（アートディレクター）×下薗詠子（写真家）×北村公博（コピーライター）
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令和元年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）

口腔衛生ポスター入賞作品

排水設備工事は市の指定工事店へ

　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。市内の学校
から集まった123点の作品から、特選５点、入選38点が選ばれました。
○特選

　令和元年度の排水設備指定工事店をお知らせします。
　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
工事が必要です。排水設備工事は、必ず次の指定工事店に依頼してください。

【いちき串木野市内】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年７月１日現在）

【市外】

※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。

名　称 所在地 電話番号 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 ㈲西牟礼建設 川上4486番地 36-2282
㈲久電社 東島平町7896番地 32-6485 ㈲ハマベ鉄工設備 羽島947番地16 35-1322
㈲久木山建設 日出町87番地 32-3663 ㈲福薗建設 住吉町11247番地 32-3362
串木野建設工業㈱ 生福8791番地 32-4354 ㈲藤田設備工業所 羽島3533番地 35-0053
久保建材土木㈲ 大里4955番地1 36-4646 ㈲古川建設 中尾町8番地 32-2867
㈲坂口組 浜ヶ城12062番地4 32-0553 ㈱外薗総合住宅設備 汐見町55番地7 24-7777
㈲須納瀬設備工業所 御倉町137番地 32-2609 ㈲前屋設備 住吉町146 32-3692
㈲芹ヶ野建設 汐見町70番地 33-0711 丸善設備工業㈱ ひばりが丘5857番地3 32-9928
テクノ住設 住吉町11273番地 32-6213 ㈲萬造寺組 羽島7795番地 35-1245
㈲寺田設備 住吉町167番地 32-2802 ㈱満留建設 野元21809番地 33-1323

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㈱ ㈱福水工業 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 ㈱福元興業 マルユー工業㈱
㈲伊集院電気水道設備 ㈲小堀水道 ㈲第一水道 徳永電機㈱ 富士設備工業㈱ ㈲瑞穂商会
岩元施設 ㈱桜井 ㈲大誠電機 戸島設備工業 ㈲渕脇電設 蓑茂住宅設備
上野工業㈱ ㈱薩摩水道 ダイヤテック㈱ ㈲ナカタマリ ㈲宝楽水道設備 ㈱MIRAI
エス工業㈱ 志鷹工業 髙柳水道㈱ ㈲中村商会 ㈲外園設備 ㈱鹿工設備
大庭設備 ㈱柴田設備 田中石油ガス㈱ 日光設備㈱ ㈱マサミ ㈲脇電器
鹿児島物産㈱ 十文字工業㈱ 谷口水道工事店 ㈱濵田設備 松尾設備
亀山工業㈲ ㈱匠蔵 中央工業㈱ 平野設備工業 ㈱マツオ電設

学校教育課（☎21-5127）

上下水道課（☎21-5157）

串木野高校
１年　春成　碧

串木野西中学校
３年　坂元　茉歩

串木野養護学校初等部
２年　岩下　翔

市来小学校
５年　下馬場　隆人

生福小学校
２年　橋之口　煌
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　そんな時はいちき串木野市福祉事務所内の「生活困窮者就労準備支援及び生活困窮者家計改善支援窓口」にご
相談ください。（要予約☎33-5620）
○�生活困窮者就労準備支援事業
　　支援対象者は、収入と資産の２つの要件を両方満たす方が対象となります。また支援期間は１年を超えない
　期間となります。
○�生活困窮者家計改善支援事業
　　支援対象者は、借金で困っている方、家計収支の均衡が取れていない方等です。また支援期間の制限はあり
　ません。

　先月は、公共施設の老朽化についてお知らせしました。今回はどのくらい公共施設（いわゆるハコモノ）があ
るかお知らせします。いちき串木野市は、平成27年度末で201施設、面積にすると179,297㎡（東京ドーム約
４個分）の公共施設を保有しています。これは市民一人当たりに換算すると6.12㎡となります。保有面積を分
類別でみると、学校教育系施設が約3割を占め、公営住宅、スポーツ・レクリエーション系施設、市民文化系
施設と続きます。

○他の市町村との公共施設比較
　市民一人当たりの面積6.12
㎡は全国的にみてどのくらいな
のでしょうか。
　全国平均は3.22㎡となって
おり、本市は約1.9倍の公共施
設を保有していることになりま
す。これは合併前の市町がそ
れぞれ同様な機能を持つ施設を
保有し、合併後に余剰や重複と
なっていることが理由の一つで、
本市だけでなく全国的な問題と
なっています。

経営改革課（☎33-5630）

福祉課（☎33-5620）

これからの公共施設マネジメント

生活困窮者支援事業の相談窓口設置について

維持できない！統合する？譲渡する？壊す？

学校教育系施設
32.1%

公営住宅 21.9%

スポーツ・
レクリエーション系施設
17.8%

市民文化系施設 
7.8%

行政系施設 6.9%

廃棄物処理施設 4.5%

保健・福祉施設 2.7%

産業系施設 1.2%
子育て支援施設 1.0%

公園 0.3%
その他 3.8%

公共施設の
分類別の比率

考えてみよう
シリーズ②

今まで仕事をしたことがないから、
働きたいと思うけど
どうしよう…

面接の受け方とか分からないから
就職できるかな

毎月の収入より支出が多いわ。
どうにか出来ないかしら…

借金返済
どうしようかしら…

こんなことで悩んでいませんか？

11



12

①内蔵電池式電気製品の電池は外してください。
　燃えないごみ、粗大ごみで収集されたものに内蔵電池式電気製品があると、破砕処理中に内蔵電池から火災
が発生するおそれがあります。
　内蔵電池は、外して資源物の「ガス缶類」のコンテナへ入れてください。内蔵電池を外した後の本体や内蔵電
池が外れない機器は、縦横高さの合計が60㎝以下であれば資源物の「小型家電」コンテナへ、それより大きい
ものは燃えないごみで出してください。
○内蔵電池を外せる機器の例
　�ノートパソコン�
携帯電話（スマートフォン以外）�
デジタルカメラ、電話機子機�
一部の充電式掃除機、電動工具等

②ガス缶・スプレー缶は資源物へ。
　ガス缶類は安全に回収するため、燃えないごみには
出さず、資源物に出してください。ガス缶は、家庭で
は穴を開けずにそのままコンテナへ入れてください。

③生ごみは水切りをお願いします。
　生ごみには多量の水分が含まれています。水分を少しでも減らすことは、ごみ処理
費用の削減とごみの減量に大きな効果があります。ご協力をお願いします。

【基本方針】
　本市では「地域の青少年は地域で育てる」という風土をさらに醸成することを目標に「チーム（ＴＥＡＭ）ほめ
て伸ばそう自己肯定感」を合い言葉に、すべての市民一人ひとりが、大人として、家庭人として、地域社会に
生きる人として、お互いに連携・協働したチームの一員として、それぞれの立場から積極的に青少年に関わり
ながら、青少年健全育成市民運動を推進します。
　自己肯定感とは「自らの価値や存在意義を肯定できる感情」を
いいます。自分の努力や成果を認めることで自己価値を感じ、
さらに他者からほめられたり、認められることで自らの成功体
験として積み上げていくことができます。これが自信へとつな
がり、意欲的発言や行動がとれるようになります。
　これからの時代をたくましく生きていくためには、自信とい
う基軸が必要です。そのためには子ども一人ひとりの自己肯定
感を高めることが大切です。

『ＴＥＡＭ（チーム）ほめて伸ばそう !! 自己肯定感』の展開（チャンスをのがさず、ほめる、しかる）
重点目標Ｔ　体験・読書・学びで感動を積み上げよう (知 )�（体験の機会、読書の充実、多様な学びの展開）
重点目標Ｅ　栄養・睡眠・運動で健やかな体を育てよう (体 )�（食育、眠育、体育の展開～早寝・早起き・朝ごはん～）
重点目標Ａ　あいさつから思いやりの行動を広げよう (徳 )�（市民総ぐるみのあいさつとボランティアの展開）
重点目標Ｍ　メディア(ネット)を安全で適切に利用しよう(新)�（情報モラル教育と家庭ルールの展開～長時間利用を防ぐ～）

串木野環境センター（☎32-2388）

社会教育課（☎21-5128）

内蔵電池式電気製品などのごみへの出し方について

いちき串木野市青少年健全育成市民会議運動方針

外した電池は
ガス缶類コンテナへ

中身が入っていても

穴を開けず
ガス缶類コンテナへ
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　昨年度、市では将来に渡り持続可能な公共交通ネットワークを構築するための計画書をまとめました。
　計画書の内容や、公共交通の利用の仕方、乗り方を紹介する出前講座を行っています。５名以上のご利用が
あれば職員が出向き、講座を行います。ぜひご利用ください。

水産商工課（☎33-5638）
公共交通に関する職員による出前講座の案内

いちき串木野市消費生活センター等にご相談ください



　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、令和元年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）
　市内に住宅を新築・購入して転入してきた方に、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。

政策課（☎33-5634）

《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

14
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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42年）
③124㎡
④800万円
⑤わかば不動産（32-0044）

①大原地区�（NO.11）
②Ｓ56年（約38年）
③119㎡
④580万円
⑤（株）国料建設（32-9117）

①大原地区�（NO.22）
②Ｓ47年（約47年）
③70㎡
④530万円
⑤エール不動産（36-2288）

①中央地区�（NO.32）
②Ｓ42年（約52年）
③９6㎡
④350万円
⑤（株）国料建設（32-9117）

�　 �　 �　 �　

①本浦地区�（NO.18）
②Ｓ52年（約42年）
③163㎡
④520万円
⑤松元不動産（32-3499）

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

①羽島地区�（NO.25）
②Ｓ38年（約56年）
③63㎡
④260万円
⑤松元不動産（32-3499）

①羽島地区�（NO.31）
②Ｔ２年（約106年）
③194㎡
④950万円
⑤松元不動産（32-3499）

�　 �　 �　 �　

①荒川地区�（NO.37）
②Ｓ40年（約54年）
③118㎡
④290万円
⑤松元不動産�（32-3499）

①川北地区�（NO.17）
②Ｓ42年（約52年）
③126㎡
④390万円
⑤エール不動産�（36-2288）

①川北地区�（NO.36）
②Ｈ４年（約27年）
③112㎡
④930万円
⑤エール不動産（36-2288）

①川北地区�（NO.38）
②Ｓ15年（約7９年）
③81㎡
④1200万円
⑤㈲マツバラ（36-5134）

○賃貸物件

�　

①照島地区�（NO.28）
②Ｓ44年（約50年）
③76㎡
④月額4.5万円
⑤わかば不動産（32-0044）

※物件の情報は、令和元年６月末時点のものです。
※詳しい内容などは、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」に登録しませんか ?
　市では、空き家の所有者（売りたい方・貸したい方）と利用希望者（買いた
い方・借りたい方）とのマッチングを行う「空き家バンク」制度を行っています。
　制度を活用し、空き家の有効活用にご利用ください。
○対象者　市内空き家の所有者・管理者など
○利用料　�空き家バンクの登録に料金はかかりませんが、契約成立後に不動

産業者に所定の仲介手数料等をお支払いいただきます。
○その他　�空き家バンクの登録については、ヒアリング及び現地確認により

決定します。

15



　本市の職員として、まちに活気を生み出し、未来を創っていく情熱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、土木技師は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。

市職員採用試験案内

求む！未来に挑むバイタリティー！

○募集職種　一般事務、土木技師、保健師、消防職

○試�験�日　第1次試験���9月22日（日）
　　　　　　　場　　　所���ホテルアクシアくしきの
　　　　　　　　※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。

○受付期間　7月22日 ( 月 ) ～8月21日 ( 水 )�

○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。
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