
豊楽館が民営化されました
 地域包括支援センター（☎21-5172）

　平成12年から20年間、高齢者の介護予防の拠点と
して市直営の通所サービスを行っていた豊楽館は、
12月18日をもって閉館しました。
　閉館にあたり市内外のボランティアによる踊り
などが披露され、利用者も名残惜しそうに見ていま
した。
　現在、豊楽館は、民間事業所によって短時間運動
型の介護通所サービスや市民向けのマシントレー
ニングなど介護予防・健康増進に寄与する事業が実
施されています。

田島板金工業㈱と立地協定
 政策課（☎33-5628）

　１月18日、田島板金工業㈱と立地協定を締結しま
した。
　同社は自社工場において、主に屋根等の板金加工
から施工まで一貫して手掛けており、今後受注の増
加が見込まれるため、西薩中核工業団地に工場を移
転新設するもので、今年秋頃に操業を開始する予定
です。
　田畑市長は、「新たな雇用創出や地域経済の発展
に貢献していただき、西薩中核工業団地の若手企業
として活躍されることを期待している」と述べまし
た。

●1回だけのつもりで申し込んだが、複数回
の購入が条件だったという定期購入に関
する相談が多数寄せられています。
●注文する際には、定期購入が条件となって
いないか、支払うことになる総額はいくら
かなど、契約内容をしっかりと確認しま
しょう。
●契約内容は、「実質無料」などの目立つ表示

と離れた場所に表示されていたり、小さい
字で書かれていたりすることがあるため、
画面の隅々まで見るなど、注意が必要です。
●未成年者の契約は、取り消しができる場合
もあります。困ったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相
談ください（消費者ホットライン188）。

ひ と こ と ア ド バ イ ス

子どもサポート情報
子どものまわりにある、さまざまな危険をお知らせする

　　　　動画投稿サイトで「実質無料初回送料のみ500円」と書かれ
た広告を見て、脱毛クリームを注文した。商品が届き、同封されていた
書類を確認すると、5回分の受け取りが条件となっている定期購入
だったことが分かった。支払い総額は、約2万5千円となる。高校生なの
で支払えない。（当事者：高校生男性）

事 例

契約内容をよく確認！
定期購入トラブルに注意
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いちき串木野市ＰＴＡ活動研究委嘱公開
 社会教育課（☎21-5128）

　１月16日、市ＰＴＡ活動研究委嘱公開をオンライ
ンで開催し、各学校等から約80名が参加しました。
　研究発表では、羽島小・中学校が「９年間で育て
る羽島の子供」～小中合同ＰＴＡ活動の実践を通し
て～を研究主題に、具体的な取組を発表しました。
　小中合同での取組として、教育講演会、研修視察、
緊急引渡し訓練、運動会を紹介し、運営の効率化や
参加者の拡大、経費削減などの成果が見られまし
た。「平日はノーゲーム」の取組は、２校のＰＴＡ
の重点実践項目と決め、家庭でのチェックカードに
取り組んでいます。成果として、多くの学年で早寝
早起き朝ごはんの習慣が身についたり、家庭学習時
間が増えたりしています。
　参加者からは「オンラインによる公開は、分かり
やすく、集中して参加できた」等の意見がありました。

市来駅前に「見守りカメラ」を設置
 まちづくり防災課（☎33-5631）

　犯罪を未然に防ぐことなどを目的として、１月、
市来駅前広場に「見守りカメラ」を設置しました。
　昨年度の串木野駅前広場に続
く設置となります。
　今後も、見守りカメラの運用
にあたり、プライバシーに十分
配慮しながら、いちき串木野警
察署と連携して、犯罪のない安
心・安全なまちづくりに取り組
んでいくこととしています。

市長の主な動き（１月）市長の主な動き（１月）

※市長の過去1か月の主な活動を掲載しています。

日にち 内　容

１/１(金) ・ 山之神社元旦祭

１/４(月)

・ 仕事始め式
・ 市内新春賀詞交歓会
・ 薩摩藩英国留学生記念館子どもガイ
ド感謝状贈呈式（記念館）

１/５(火)

・ 串木野青果株式会社初せり
・ 県中小企業団体中央会年始会（鹿児
島市）
・ 年始挨拶まわり

１/７(木) ・ 観光関係者新年互礼会（鹿児島市）・ 鹿児島県市長会理事会（鹿児島市）

１/８(金) ・ 八坂神社「十日恵比須」

１/９(土) ・ 駅伝日置地区選手団激励会（日置市）

１/10(日) ・ 消防出初式・ 鹿児島まぐろ船主協会新年会

１/12(火) ・ 鹿児島県市長会定例会（鹿児島市）

１/13(水) ・ 県市町村行政推進協議会所管行政視察（～14日）（佐賀県）

１/15(金) ・林道舟川野下線開通式

１/16(土)
・ 市PTA活動研究委嘱公開（羽島小）
・ 清泉女子大学参加型トークショー（市
防災センター）

１/18(月) ・ 田島板金工業㈱立地協定調印式（市長室）

１/19(火) ・ 企業訪問（西薩中核工業団地）

１/21(木) ・ 令和３年度予算市長査定（～22日）

１/23(土) ・ 薩摩藩英国留学生記念館特別企画展オープニングイベント（記念館）

１/28(木)

・ 原子力安全対策連絡協議会Web会議
（市防災センター）
・ 南日本政経懇話会新年特別例会（薩
摩川内市）

１/29(金) ・ 県後期高齢者医療広域連合全員協議会及び議員研修会（鹿児島市）

１/31(日) ・ ポンカン祭り
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総務課（☎33-5625）
令和３年４月１日に組織機構見直し（課係の再編・整備）を行います

　本市では、合併による新市発足後、厳しい財政状況の中で行政改革に取り組むとともに、昨年度から
経営改革課を設置し、「事務事業の見直し」「公共施設の適正化」「補助金見直し」などの取組を行ってき
ました。
　しかしながら、人口減少や少子高齢化等による市税・地方交付税の減少により、財政状況は今後も厳
しい状況が見込まれます。
　このような状況において、社会経済情勢や市民ニーズの変化を的確に捉えながら、人口減少社会に対
応した行政運営を行うため、３つの考え方に基づいて令和３年４月１日から組織機構の見直しを行い
ます。
　市民の皆様には、慣れるまでご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

「長寿介護課」の設置
・高齢部門と介護部門の統合、地域包括支援センターを串木野庁舎に移転
「子どもみらい課」の設置
・妊娠・出産・育児・子育てまでを集約

「企画政策課 戦略対策係」の設置
・企画立案の専門部署

市民課、生活環境課を「市民生活課」へ統合
少人数の係の統合（政策課、支所市民課、上下水道課など）
都市計画課と土木課を「都市建設課」へ統合
（区画整理終了や事業量減少など）
農政部門（農政課、農業委員会）を市来庁舎に移転
高齢者部門（地域包括支援センター）を串木野庁舎に移転
※移転作業を先行して実施し、３月１日から通常どおり業務を行います

「シティセールス課」の設置
・食のまち推進課、観光交流課、市民スポーツ課（一部）の統合
・特産品・イベント・施設等を活用し市のPRを展開する専門部署

その他（庁舎移転）

人事係
行政係
情報政策係

秘書係
広報統計係
政策係
企業立地係
男女共同参画係
国際交流係

財務係
契約管財係

経営改革係

地域振興係
防災安全係

市民係
市民相談係

環境衛生係
環境センター係

市民係
市民相談係
環境衛生係
環境センター係

企画政策課

市民生活課

秘書広報係
戦略対策係
企画調整係

令和３年３月31日まで 令和３年４月１日から

見直しの３つの考え方
①人口減少・少子高齢化に対応した組織づくり

②本市の特色を活かした組織づくり

③人口減（職員減）に対応した組織づくり

高齢者施策の集約

少子化施策の集約

地方創生の対応

本市の資源・素材
を活用 

職員減に合わせた
効率的な組織設置

事業終了等に伴うもの

総務課

政策課

財政課

経営改革課

まちづくり防災課

市民課

生活環境課

課名の変更・係の再編

課の統合

※課・係の再編などがあるもののみ掲載
　しています。
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管理係
収納係
市民税係
固定資産税係

子育て支援係
高齢障害係
保護係

健康増進係
保険給付係
介護保険係
介護予防係

食のまち推進係

観光交流係

水産港湾係
商工係

農林係
耕地係
耕地分室係

都市計画係
区画整理係
建築係
住宅管理係

土木係
施設維持係
土木総合窓口係

上水管理係
上水工務係
下水普及管理係
下水建設係

市民生活係
総務管理係

会計係

総務係

学校教育係

社会教育係
文化振興係

市民スポーツ係
国体推進係

学校給食センター

議会事務局
監査委員事務局
選挙管理委員会

農業委員会事務局

管理収納係
市民税係
固定資産税係

社会福祉係
障がい者支援係
保護係

高齢者支援係
介護保険係
介護予防係

子育て健康係
子育て支援係

健康増進係
保険給付係

食のまち・シティセールス係
ふるさと納税係
スポーツ交流係

農林係
耕地係

管理係
土木係
都市計画係
建築係
土木総合窓口係

上水管理係
下水普及管理係
建設係

市民生活係

教育総務係

社会教育係
文化振興係
社会体育係

学校給食センター係

税務課

福祉課
( 福祉事務所）

長寿介護課

子どもみらい課

健康増進課

シティセールス課

農政課

都市建設課

上下水道課

支所市民課

教育総務課

社会教育課

学校給食センター

税務課

福祉課
（福祉事務所）

健康増進課

食のまち推進課

観光交流課

水産商工課

農政課

都市計画課

土木課

上下水道課

支所市民課

会計課

教育委員会総務課

学校教育課

社会教育課

市民スポーツ課

総務係
予防係
警防係

危険物係
救急係消防本部

総務課
予防課
警防課
本　署

いちき分遣所

令和３年３月31日まで 令和３年４月１日から
係の統合

課・係の再編

課・係の再編

庁舎移転・係の統合

課の統合・係の再編

係の統合

係の統合

課の統合・係の再編

係の設置

庁舎移転

課・係名の変更

【令和３年度】
27 課 56 係

【令和２年度】
29 課 61 係
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市税・水道料金等の「コンビニ納付」「スマホ決済」が始まります！
 税務課（☎33-5682）・上下水道課（☎21-5155）

　令和３年４月以降に発行する市税・水道料金等の納付書は、市役所や金融機関での納付に加えてコンビニ
エンスストアやスマートフォンアプリでも納付できるようになります。曜日や時間帯を気にすることなく、
いつでも納付が可能となります。

◆　対象
　●市税等
　　・市県民税（普通徴収）　・固定資産税　　・軽自動車税
　　・国民健康保険税　　　　・介護保険料　　・後期高齢者医療保険料
　●水道料金・公共下水道使用料

◆　利用できるコンビニ店舗（順不同）
　●セブン－イレブン　●ファミリーマート　●ローソン　●ミニストップ
　●ローソンストア100　●ローソン・スリーエフ　●ナチュラルローソン　●デイリーヤマザキ
　●ヤマザキスペシャルパートナーシップ　●ポプラ　●ヤマザキデイリーストアー
　●ニューヤマザキデイリーストアー　●コミュニティ・ストア　●セイコーマート　●生活彩家
　●くらしハウス　●スリーエイト　●ハマナスクラブ　●ＭＭＫ設置店

◆　利用できるスマホアプリ（順不同）
　●PayB　●PayPay　●LINE Pay　●楽天銀行　●銀行Pay　●auPay
　※アプリのインストール方法や各サービスの詳細については、提供元のホームページ等でご確認ください。

◆　納付書の様式が変わります
　 　コンビニやスマホアプリ収納対応のバーコード入りの納付書に変わりますが、これまでどおり銀行など
の指定された金融機関でも納付できます。詳しくは次のページをご覧ください。

【注意！】　次の納付書はコンビニやスマホアプリで納付できません
　※納付書１枚当たりの金額が30万円を超えるもの
　　（上限が30万円未満のスマホアプリもありますのでご注意ください）
　※納付書に記載された納期限または使用可能期限を過ぎたもの
　※金額を訂正したもの
　※令和３年３月までに発行されたバーコード印字のないもの
　※破れたり汚れたりしてバーコードが読み取れないもの

　市税・水道料金等も電気料や電話料などと同じように預金口座から振替納付ができます。お申し込
みの際は、通帳、通帳印、納税通知書等をご持参のうえ金融機関等窓口にてお申し込みください。一
度手続きすると翌年度以降も継続されます。

市税・水道料金等のお支払いは、口座振替が便利です！
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◆　納入通知書（納付書）の様式
　●市税等
　 　納付書はバーコード入りの期別ごと１枚ずつの単票（つづられていないもの）になります。納付の際は
記載された納期限をお確かめください。

　●水道料金・公共下水道使用料
　　次の三つ折り圧着式のハガキタイプになります。

◆　問合せ 　税務課　　　☎33-5682、33-5615
　　　　　　　上下水道課　☎21-5155

※納付書は、のりで圧着されていますので、破れないようにゆっくり開いてください。

【表面】

【裏面】

水道料等 見本
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マイナポイント事業の申請期限延長について
 水産商工課（☎33-5638）

　マイナンバーカードをお持ちの方が、キャッシュレス等に連携してポイントがもらえるマイナポイント事
業の申請期限が令和３年９月末まで延長されます。
　対象は、令和３年３月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方で、令和３年９月末までにマイ
ナポイントの申し込み及びキャッシュレス決済サービスのご利用によってマイナポイントを取得することが
できます。
　是非、期間内にマイナンバーカードの交付申請をして、マイナポイント事業をご利用ください。
　なお、令和３年１月から３月にかけて、マイナンバーカードをお持ちでない方に、マイナンバーカード交
付申請書（QRコード付）が総務省より送付されますので、ご確認ください。
●問合せ　マイナンバーカード申請について　市民課　　　☎33-5611
　　　　　マイナポイントについて　　　　　水産商工課　☎33-5638
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子育て世代包括支援センター
VOL 8

子育て世代包括支援センター（☎24-8311)

「あいびれっじ」では、公認心理師による心の相談を毎週月曜日（予約制）開催しています。
今回は、岩元先生の相談内容をもとにしたコラムを掲載します。

ある日の相談です

スクールカウンセラーとして中学一年生の女子生徒のココロと向き合ったことがある。
初対面の彼女は私に「クラスのみんなが敵なんです。とても怖いです」と涙ながらに訴えた。
そして私は「今のキミはクラスのみんなが敵に見えてるんだね。怖いよね」と言葉を返した。
同時に「いつも学校の門を通るとき…どんなことを考えているの？」と尋ねた。
すると彼女は「みんなが私を見ている。悪口を言っているかも…って思っています」と答えた。

不思議な事に、人間のココロって自分で意識したことを引き寄せようとする仕組み（法則）が存在する。

たとえば「ベンツ」という車の事が気になると、道路を走っている「ベンツ」を見るたびに…
「あっ、またベンツ！」という具合に、視界に飛び込んでくる感じがするもの。
おそらく「ベンツ」を意識する前は、仮に視界に入ったとしても…すぐに忘れていたはずなのに…

そう。ココロって関心あるモノしか視界に入れない。ココロにとって関心ないモノは存在しないということ。
だから彼女にココロと上手に付き合う方法を教えた。
「これから門を通るとき、私に友だちができるとしたら…どんな子かな？って
ココロの中で呪文のように何度も唱えて」って。
素直だった彼女は、私の言うとおりに…何度も何度も
「友だちができるとしたら…どんな子かな」って唱えた。
そして数か月が経ったある日。彼女はスクールカウンセリングの時間に、私へ報告してくれた。
「先生、神様がいたよ。私、友だちができたんだよ！」って。
今まで彼女と向き合った中で、初めて見る素敵なココロ笑顔の瞬間だった。

繰り返しになるけれど、ココロは自分が繰り返し意識したことを…引き寄せようとする。
あとはその引き寄せをどう工夫するかは自分次第。
あれから 10年の月日が経過し「今」…彼女は女子大生になった。
そして去年、初めての彼氏ができた。

ココロの問い：今のあなたのココロは何を引き寄せたいですか？

        怒っている人がいると、その怒っているのを…凄く感じ取ってしまって、
ドキドキするような嫌ぁな気持ちになったり、あと…モノに当たる様な人がいると、
自分が悪いことをしている訳じゃないのに…怒られている様な嫌ぁな気持ちになっ
てしまったりします。そんな自分を変えたいなぁって…。

       そうなんですね。今、お話しを聴いて…凄く感受性が豊かな人なのか
なぁって…感じました。だけど…そんなご自身を変えたいんですね。では…
これから小さなココロのお話しをしますので、少しの間、聴いてくださいね。
あるがままに耳を傾けていただけたら…きっとココロに心地良いギフトを感
じることができるかと思います。

公認心理師　岩元正和先生

A　

Q
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いちき串木野電力 おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと

安心・快適・身近に!

●電話：33-6000　●所在地：昭和通111（串木野庁舎前）
●土曜日も営業しています（9:00～17:00）※日・祝休み

vol.11
今月のコラムニスト
樫村 美代子

ickkskn2016

新料金区分（低圧）が出来ました！！

地域おこ
し協力隊からの

　こんにちは！協力隊のカッシーです☆彡
　冬が深まってきて、柑橘類も美味しい季節になってきました。いちき串木野
市の特産品でもある『サワーポメロ』は１月末ごろから収穫時期を迎え、本来
であれば２月末ごろには『サワーポメロ祭り』が開催される時期でもありま
す。しかし今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず開催
中止となりましたが、販売は例年通り行われていますので、ぜひ今年のサワー
ポメロを楽しんでくださいね。
　さて、１月23日から開催しているChocolateHouse SAMURAI様と協力隊
との共同イベント『サワーポメロスイーツフェスタ』ですが、いよいよ２月27
日（土）、28日（日）の大抽選会をもって終了となります。毎回、即日完売と

なってしまうポメロールやソフトクリーム、ク
レープなどサワーポメロ感満載のイベントと
なっております。スイーツでサワーポメロを感
じてみませんか？
　また、１月号で予告しておりました「観音ヶ
池イベント」ですが、都合により３月下旬頃の
開催に予定変更いたしました。地元産の野菜や
加工品などを集めて、大人も子どもも楽しめる
イベントにしようと準備を進めていますので、
楽しみにお待ちください。

チョコレートハウス サムライ

地域おこ
し協力隊からの

いちき串木野電力
市民の皆様を応援するプラン

しみん応援プラン・はぐくみ応援プラン・いきいき応援プラン・おしごと応援プラン

51,413円/年

いちき串木野
電力

九州電力

52,140円/年
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【 問合せ 】 いちき串木野地区防犯協会 ( いちき串木野警察署内 )☎32-9710

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

みんなでつくろう　安
全・安心の街

地域安全ニュース ～毎月11日は「地域安全推進の日」～
令和 3年 2月号　 まちづくり防災課 ☎3 3 - 5 6 3 1

記念館ショップ 羽島屋

～生福小３年生が警察署を社会科見学！～

　博物館、美術館等を訪れた際に、併設されている売店を覗いてみるのも楽しみの一つではないでしょうか。
当館の売店「羽島屋」にも、地元企業の商品をはじめ羽島の方々の手作りの工芸品や、ここでしか買えない
T シャツやマグカップ、ピンバッジ等々のオリジナルのグッズを扱っています。先日、記念館オリジナルの
フラットデニムポーチとトートバッグの２点が加わり、大変好評を頂いています。
　また、羽島屋ではスヌーピーのキャラクターグッズも販売しています。実は、
最年少の13 歳で英国留学生に選ばれた長沢鼎（1852－1934）と縁がある
のです。長沢は、留学後一人だけ日本に帰ってきませんでした。イギリスから
アメリカに渡ると、カリフォルニア州サンタローザという町で「ファウンテン・
グローブ（湧水の杜）」というワイナリーを興し、カリフォルニアの葡萄王と
称されました。実はそのサンタローザが、「スヌーピーの聖地」でもあるので
す。スヌーピーという犬のキャラクターで有名な漫画、「ピーナッツ
（Peanuts）」の作者、チャールズ・M・シュルツ（1922―2000）が、亡くなる
30 年程前から居住し、執筆活動を行った街で世界中からスヌーピーファンが
訪れる街なのです。長沢とシュルツは同じ時代を過ごしてはいませんが、
共に暮らした街という繋がりで、羽島屋でもスヌーピーのキャラクターグッズ
を販売しています。是非、当館にお越しの際は、「羽島屋」にお立ち寄り
下さい。
　　　　　　　　　　　　薩摩藩英国留学生記念館スタッフ　峯元 雅代

　1月26日、生福小学校3年生の皆さんが、いちき串木野警察署へ
見学に訪れました。
 始めに警察署やおまわりさんの役割・仕事について説明を受け、
敬礼の意味や事故・犯罪件数などについて質問していました。ま
た、交通事故や犯罪に遭わないよう日頃から心掛ける大切な注意
点も学びました。その後、パトカーや白バイなどを興味深そう
に、見たり触れたりしていました。

～いちき串木野警察署管内の刑法犯の状況～
　いちき串木野警察署管内で令和2年中に刑法犯として69件が取り扱われました。前年に比べて件数は減少しているもの
の後を絶ちません。日頃から、「防犯は、日ごと　家ごと　地域ごと」の取組みが大切です。
　今後とも防犯活動へ皆様のご理解とご協力をお願いします。

その他

１５

１５

―

（件）

風俗犯

３

１

＋２

知能犯

１

３

▲２

　　　　包括罪種別毎認知件数　（Ｒ２.１月～１２月末）

窃盗犯

４３

６７

▲２４

粗暴犯

７

１５

▲８

凶悪犯

０

０

―

Ｒ２

Ｒ元

増減

認知事件総数（件）
Ｒ２年 いちき串木野警察署管内刑法犯包括罪種別毎認知件数（暫定値）

備　考　「風俗犯」とは、賭博罪や、わいせつな行為に係る犯罪をいう。
　　　　「その他」とは、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯をいう。　　　

Ｒ２

６９

Ｒ元

１０１

増減率

 ▲31.7％

Ｒ元

 66.3％

増減

▲３２

Ｒ２

63.8％
検挙率
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