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天
て ん

蓋
が い

と
　さのさ踊りと
　哀調ただよう民謡さの
さの調べにあわせて、約
2000人が一斉に踊るさの
さ祭り。今年も多くの方に
ご参加いただきました。
　会場となった中央商店街
の交差点にかかる天蓋「ド
リームキャノピー」のデザ
インは、さのさ踊りで頭に
かぶる鳥追笠をあしらった
もので、平成３年に作られ
ました。
　オレンジ色にライトアッ
プされ、一種の都会的な雰
囲気を持ち、異彩を放つド
リームキャノピーと、昔よ
り踊り継がれるさのさ踊り
とのコントラストが不思議
な空間を作り出していまし
た。

今月の表紙



特集　市政報告会

　７月６日から８月５日にかけて、平成27年度市政報告会を市内15会場で開
催し、右の表のとおり、613人の市民の皆さんにご参加いただきました。
　会では、市長が市政全般について報告を行ったほか、市政の課題や地区ご
とに提出されたテーマ、また原子力災害住民避難計画の説明を行い、多くの
ご意見・ご要望等を伺いました。いただいた貴重なご意見・ご要望等は庁内
で検討し、今後のまちづくりに活かしていきます。
　今回は、報告の概要、地区のテーマ内容に対する市の考え方などのうち一
部をご紹介しますが、内容については、市ホームページでご覧いただけます。
（政策課　☎33-5634）

市政報告の概要

　会では、こうした展望のもと、平成27年度に展開する
施策について、総合計画の基本方針に沿って、新規事業
を中心に主な内容を説明しました。
　（詳しくは、広報いちき串木野４月20日号をご覧くだ
さい。）

財政状況について
　市債（市の借入金）は、平成26年度末で合併時より
26億円少ない206億円となっています。
　中身としては、後年度に交付税で補てんされる合
併特例債など、いわゆる良質な市債の割合が増えて
いる状況です。

平成27年度施政方針について
　我が国経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、消費税率引き上げに伴う反動減などから個人消費
等に弱さが見られ、その効果が地方にまで波及している実感が得られていない状況です。
　こうした中、国は「まち・ひと・しごと創生法」を成立させ、地方公共団体にも「総合戦略」の策定を求める
など、日本全体で総力を挙げた人口減少と地域経済縮小の克服へ向けた取組を始めており、本市においても
最重要課題として、いかにして人口減少に歯止めをかけ、地域の活力を維持・発展させていくのかが問われ
ています。
　今年は、いちき串木野市が誕生して10年目を迎える節目の年で、これまで築き上げた成果を新たな10年へ
つなげ、次の一歩を踏み出すため、市民の皆様とともに常に未来に思いを馳せながら、市民と共に輝くまち
にむけて全力で取り組んでいきます。

平成27年度
市政報告会を
開催しました。

地区名 開催日 参加者数
湊・湊町 ７月６日 35人

旭 ７月７日 38人
冠　　岳 ７月８日 26人
川　　上 ７月９日 25人
羽　　島 ７月10日 48人
荒　　川 ７月13日 39人
生　　福 ７月17日 47人
川　　南 ７月27日 39人
上　　名 ７月28日 38人
川　　北 ７月29日 44人
大　　原 ７月30日 52人
本　　浦 ７月31日 53人
野　　平 ８月３日 24人
中　　央 ８月４日 31人
照　　島 ８月５日 74人

合　　　　計 613人

■  市債（市の借入金）の状況
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特集　市政報告会

　このほか、現在市で検討している課題等について報告しました。

 市政運営における課題の検討状況

■  基金（市の貯金）の状況
　基金（市の貯金）は、平成26年
度末で合併時の倍以上となる49
億円となっているものの、後年
度の返済のための市債管理基金
や特定目的の基金が大部分を占
め、自由に使える財政調整基金
は、昨年度より３億円減少して
います。
　財政運営においては、普通交
付税の特例である「合併算定替」
が平成27年度に終了し、平成32
年度まで段階的に約６億円の減
が見込まれます。
　今後とも健全財政の堅持を基
本として、着実に行財政改革を
進めていきます。

（１）国民宿舎について
　現在、串木野さのさ荘、吹上浜荘とも指定管理者制度により民間事業所が管理運営していますが、人口減
少に伴う利用者の減少等により経営状況の悪化が進み、さらに所有者である市には、老朽化に伴う修繕費の
増加やバリアフリー等の安全対策の実施に加え、時代の要請にあった施設への展開が求められています。
　そこで、平成26年度に国民宿舎の今後の在り方について調査・検討を行った結果、串木野さのさ荘、吹上
浜荘ともに専門の能力を有する民間に譲渡し、建物を無償譲渡、土地は無償貸付とすることを決定しました。
　施設運営の展開方向としては、串木野さのさ荘は「現在の機能を活かした施設展開を図っていく」こととし、
食のまちづくりや歴史・文化の
情報発信など、地域交流施設と
して進めていきます。
　また、吹上浜荘は、「串木野さ
のさ荘と別の機能を備えた施
設」とし、建て替えも含め、温
泉を活用した保健休養施設・ス
パランド的な施設・スポーツ合
宿を兼ねた施設等の展開を図
り、地域に密着した施設として
進めていきます。
　民間譲渡の時期は、串木野さ
のさ荘は指定管理者の契約が満
了する平成28年４月からの予定
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特集　市政報告会

（２）消防行政について
　本市の消防は、消防本部のも
とに１署１分遣所、職員48人体
制で運営していますが、近年の
救急件数の増加等により、緊急
車両への職員配置や救急要請重
複時の対応など、非常に苦慮し
ている現状があります。
　このため、消防体制の合理化
と充実・強化を本格的に図る時
期であると考え、現有消防力を
結集し、最大限活用することが、
市民の安心安全の確保につなが
ると考えています。
　本署と分遣所を統合した場合
のメリットは、緊急車両への配
置職員数の改善や救急救命士の
搭乗人員の増員、分遣所の維持
管理費や人件費の削減などがあ
ります。
　一方、デメリットは、分遣所
周辺地区への現場到着時間の遅
延などが考えられます。
　今後統合となると、既存消防
庁舎の増改築が必要となるなど
の課題もありますので、引き続
き市民の皆様のご意見をお伺い
する機会を設けながら、検討し
ていきたいと思います。

で、吹上浜荘は指定管理者の契
約が満了する平成30年４月を目
標として、平成28年度以降に市
来ふれあい温泉センターと併せ
て募集したいと考えています。
　また、少しでも民間が参入し
やすくなるように、施設維持補
修に対する１回限りの補助と５
年間の固定資産税の免除を行
い、それぞれの特色を活かした
施設展開を図っていきます。
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特集　市政報告会

（３）小・中学校の現状について
　国は、全国的な少子化に伴い
58年ぶりに学校設置基準の見直
しを行い、クラス替えのできな
い小学校６学級以下、中学校３
学級以下の学校は「教育上の課
題が大きい」として、学校の統廃
合の適否を速やかに検討するよ
う求めています。
　これにより本市においても小
学校９校中６校、中学校５校中
２校が統廃合の検討対象校と
なっています。
　今後、教育委員会では、国が
示した学校設置基準や本市学校
規模適正化検討委員会からの提
言等を踏まえ、「児童・生徒に
とってより良い教育環境を提供
するという観点」から PTAをは
じめ、地域の方々のご意見を伺
いながら、統廃合の適否を判断
していきたいと考えています。

　報告した課題等では、国民宿舎では「民間への無償譲渡・貸付の是非」のご指摘、消防行政では「地域への説明
不足や安心安全の観点」などから分遣所の存続を求めるご意見、そして小中学校の規模適正化では「地域の活性化
のための学校の存続」を求めるご意見などをいただきました。
　いただいたご意見のほか、様々な観点から引き続き検討を行っていきます。

　報告会では、川内原子力発電所で原子力災害が発生した場合に備え、今年６月に配布した「いちき串木野市原
子力防災ガイドブック」に基づき、避難行動や避難経路等について説明し、以下のようなご意見をいただきました。

原子力災害住民避難計画について

・避難行動要支援者は、どのように避難させるのか。（大原）
・避難先で連携が取れるよう、同一地区内の自治公民館は、避難所を隣接させて欲しい。（湊・湊町）
・緊急避難時のもっと具体的な個別の避難方法を教えてもらいたい。（旭）
・地震や津波などの複合災害が発生した場合の避難経路は確保できるのか。（本浦）

統廃合の大まかな目安に該当する学校【学級数（児童・生徒数）　特認校生数（再掲）の順】

統廃合の大まかな目安（小学校）
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特集　市政報告会

　避難計画は再稼働の有無に関わらず原発がある限り必要であり、またこれで完了ということではなく、市政報
告会での市民の皆さんのご意見等も踏まえ、国や県との調整を図りながら更に実効性のある避難計画となるよう
努めていきます。

地区のテーマの概要

●買い物、通院などの交通支援対策について

　現在いきいきバスが運行されているが、目的地まで時間がかかるため利用者は少ない。地区内は自家用車
を持たない高齢者が多く買い物等が不便なため、乗合タクシー制度の導入や地域おこし協力隊員の活用によ
る交通支援対策は考えられないか。
　また、鹿屋市で行われている買い物支援のような対策は考えられないか。（冠岳地区）

　地域の公共交通では、行政のサービスを充実させることにより民間事業者のバスやタクシーが撤退するこ
とがあってはならず、他の公共交通とのバランスを考慮し補完し合う交通体系を構築していく必要がありま
す。そのため、串木野地域においては路線バスが運行している関係上、区域運行による乗合タクシーは導入
していません。
　また、総務省が推進している「地域おこし協力隊」は、地域活動に一定期間以上従事してもらいながら当該
地域への定住・定着を図ることを目的とするものですが、他市町村の課題も踏まえて今後検討していきたい
と思います。
　鹿屋市の北花岡地区で行われている福祉施設のバスを活用した買い物支援サービスは、同地区にある社会
福祉法人から申し出があり実現したものです。本市としましても、買い物支援や移動販売等、積極的に取り
組む事業者などからの申し出や、あるいは地域が主体となったコミュニティ自動車の導入等の要望があれば、
どのような支援が有効かなど関係機関等と協議しながら、今後検討していきたいと思います。

●認知症対策について

　今後、高齢者の増加に伴い、認知症による行方不明者の多発が予想される。そこで認知症予備軍も含め、
見守り対象者を早期発見するための情報共有や見守り体制の整備が必要でないか。
（生福地区）

　質問・意見の内容

　質問・意見の内容

　市の考え方

・かなりの交通渋滞が予想される中で確実に避難できるのか。（湊・湊町）
・避難計画の実効性には防災訓練を通じた周知・問題点の把握等が不可欠である。（川南）
・地区内にガソリンスタンドがないと車で避難できない場合も想定されるのでは。（羽島）

　　　原子力災害住民避難計画について、地域での説明会等のご要望をお受けします。
　　お気軽にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり防災課☎33-5631

6



　本市では、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指すとともに、認知症に関する市民の理解
を深めることをはじめ、医療や介護等が連携した認知症ケアの充実、家族介護者の支援のためのサービスの
充実等、地域における支援体制づくりを進めていきます。
　平成24年２月には、タクシー業界・郵便局・新聞販売店・商工会議所・まちづくり協議会・地域婦人団体
連絡協議会・民生委員・警察・消防など20団体の代表者で組織する「徘徊・見守り SOS ネットワーク協議会」
を設立し、認知症高齢者が行方不明になった場合の捜索や日頃の業務の中で認知症と思われる方の見守り・
支援を行っています。
　今年２月には、上名地区において地域住民の方々など70名に参加いただき、認知症の方に対する接し方な
どを含めた認知症サポーター養成講座を開催しました。徘徊模擬訓練やグループワーク等を行い、課題・問
題点などの情報共有を行うなど認知症に対する理解を深めてもらったところです。
　今後も多くの地区で認知症対策に取り組んでいただきたいと考えています。

特集　市政報告会

●自治公民館未加入者について

　公営住宅や民間アパートに住む若者や高齢者が公民館活動に無関心で公民館未加入者が多い。
　市から補助はあるものの、自治公民館は様々な活動費を捻出しており、未加入者も応分の負担として地域
コミュニティの費用として、徴収することはできないのか。（大原地区）

　自治公民館は、それぞれの地域の生活やまちづくりに密着した地域社会の基本となる自治組織で、行政の
推進においても必要不可欠な組織です。そのため、市としても、まちづくり協議会や各公民館と連携して、
公民館加入の勧誘文書の送付など未加入者の加入促進に取り組んでいるところです。
　特に市街地地域において、アパートやマンションなど借家住まいの単身世帯の方が未加入の傾向にあるこ
とも課題の一つとなっていることから、今年度は、不動産事業者の方々へ入居者の公民館加入についてのお
願い文書等を送付するなどの対策も講じています。さらに今後事業所等を直接訪問して従業員等の公民館加
入の協力依頼を行う予定です。
　また、その地域の居住者として当然公民館に加入し、地域全体で相応の負担をして運営されるべきものと
認識していますが、公民館費はそれぞれの地域の自治組織の会費であり、加入者がそれぞれの規約や会則等
に基づき負担するという性質のものですので、市が直接的に加入の義務付けや徴収を強制することはできま
せん。
　市としては、公民館運営の支援として未加入世帯も含めた世帯数を基礎とした算定により、運営補助金を
交付していますが、引き続き運営の支援にも配慮しながら、まちづくり協議会や各公民館の皆さんと連携し
て粘り強く未加入者対策への支援に取り組んでいきます。

　質問・意見の内容

　市の考え方

　市の考え方
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chikikushikino News

農政課（☎33-5635）
　先般、静岡県で、鳥獣被害を防ぐために設置してあった電気柵に安

全装置がなかったため、感電して２人が死亡する痛ましい事故が発生

しました。

　このような事故の再発を防止するため、電気柵を設置している方は

次のことを再度確認してください。

「電気柵」とは？
○�田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって、野生生物

の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。

○ �｢ 電気柵 ｣は、人に対する危険防止のために、電気事業法によって

設置方法が定められています。

「電気柵」設置上の注意

さ く
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市政 NEWS

政策課（☎33-5672）
　国勢調査は、５年に一度、日本に住んでいるすべての人を対
象に行われる大規模な統計調査です。その結果は少子高齢化対
策や皆さんのまちづくりに生かされる貴重なデータとなります。
　９月上旬に、調査員が各世帯を訪問し、「インターネット回答
に必要な ID・パスワード」と「紙の調査票」を同時に配布します。
　インターネットで回答した場合、紙の調査票を提出する必要
はありません。また、配布済の紙の調査票の回収にも、うかが
いません。
　インターネットで回答しなかった場合、紙の調査票にご記入
ください。10月上旬に調査員が受け取りにうかがいます。

 “かたり調査”にご注意を
　毎回、“かたり調査”という、国勢調査員をよそおって、世帯の情報を聞き出そうとする事例が報
告されています。国勢調査員は『国勢調査員証』と『国勢調査従事者用腕章』を身につけています。
また、初めから電話で調査を行うことはありませんので、少しでも不審に思われたら市役所政策
課にご連絡ください。

ご存知ですか？ ～回答は法律上の義務～
　国勢調査のような国の重要な統計調査については、統計法という法律により調査票に記入して
提出することが義務付けられています。報告を拒んだり虚偽の報告をした場合は罰則も規定され
ているほど統計調査は重要な調査です。より良い調査結果を得るために、市民のみなさまの回答
が不可欠です。ご理解いただき、正しく記入のうえ調査票の提出をお願いします。

個人情報は守られます！
　「統計法」では、調査に従事する人には、調査上知り得た秘密
に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されてい
ます。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用すること
は固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
　調査票は外部の人の目にふれないよう厳重に保管され、集計
が完了した後はすべて溶かして再生紙として生まれ変わります。

【電話】0570-07-2015
一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用になれます。
※携帯電話・PHSの場合、それぞれ所定の通話料金となります。

【ＩP 電話】03-4330-2015
IＰ電話の場合、所定の通話料金となります。

○国勢調査コールセンター
　設置期間：８月24日～10月31日
　受付時間：８：00 ～ 21：00
　（土・日・祝日も利用できます）

（平成27年国勢調査標語　一般部門　総務大臣賞）平成27年10 月１日
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chikikushikino News

・年金の資格取得や確認，給付
・雇用保険の資格取得や確認，給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付，生活保護

など

・�税務当局に提出する確定申告書，届

���出書，調書などに記載

・申告書，給与支払報告書などに記載

・税務当局の内部事務

など

このように、様々な分野の手続きに
おいてマイナンバーが利用されます。

・防災，災害対策に関する事務
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務

など

社会保障の分野 税の分野

災害対策の分野

総務課（☎33-5633）・市民課（☎33-5611）

VOl.3
マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

で検索！マイナンバー制度

　平成27年10月に、市民の皆さん一人ひとりにマイナンバー（個人番号）が通知され、平成28年

1月から各種行政手続きに利用されます。

　今回は、マイナンバーが具体的にどのような手続きに利用されることになるかをご紹介します。

　
　　社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。

　　民間企業でもマイナンバーを取り扱うことがあります。

税や社会保障の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わっ
て手続きを行うこととされている場合があります。そのため、勤務先や証券会社、保
険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

☞次回は、マイナンバーの通知カードや個人カードについてお知らせします。

マイナンバーの利用範囲
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市政 NEWS

　　住民票の住所地以外の居所にお住まいのみなさまへ
　　申請をお願いします

　マイナンバー（個人番号）制度の開始により、10月５日から12月31日の間に、国の委託機関からマイ
ナンバー通知カードが、各世帯に簡易書留で届きます。

※申請が認められた方は、登録申請された居所にあなたの「マイナンバー」を簡易書留でお届けします。

登録に必要なもの
　・登録申請書（串木野庁舎市民課・市来庁舎市民課窓口にあります・ホームページに掲載中）
　・本人確認書類　　運転免許証・パスポート・住基カード等なら１点
　　　　　　　　　　あるいは保険証・各種年金証書などなら２点
　・居所を証明できるもの（公共料金の領収書など）

　　住民票の異動はお早めに
　�　上記以外の方で、現在お住まいの場所と、住民票の住所が異なる方は、通知が届かない
　可能性があります。お早目に住民票の異動手続きをしてください。

やむを得ない理由により住民票の住所地で
受け取ることが出来ない方※は居所情報登録申請を

に住民票のある所在地の市区町村に持参又は郵送してください

登録は
お早めに

Point

8月24日～9月25日（　）持参
又は
必着

※申請が必要な方
東日本大震災による被災者で
住所地以外の居所に避難されている方

DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で
住所地以外の居所に移動されている方

一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に
入院・入所されている方

学校教育課（☎21-5127）

ジョアンナ先生よろしくお願いします

　公立小中学校で、英語の授業をサポートする ALT と
して、８月にイギリスからジョアンナさんが着任しま
した。
　歌が得意なジョアンナさんは、「子ども達にイギリス
の歌を教えたい。日本の歌も教えてほしい」と２学期が
始まるのを楽しみにしている様子でした。
　ジョアンナ先生よろしくお願いします！

ジョアンナ・チルトンさん
「いちき串木野はきれいなところ。いろんな人に親切に

してもらっています。日本では食べ物や文化が楽しみ。旅行にも行ってみたい。」

11



　　
chikikushikino News

選挙管理委員会（☎21-5125）
〇　投 票 日　　９月13日（日）
〇　投 票 時 間　　7:00〜18:00（旧土川小学校は17:00まで）
〇　投 票 所　　投票所入場券に記載してあります。

※�今回の選挙において、第３投票区は生冠中が運動会のため、生福小学校に変更となります。
お間違えのないように、ご注意ください。

○　立候補受付　　９月６日（日）8:30〜17:00（市役所市来庁舎）
○　入場券発送予定日
　　　　　　　　　９月4日（金）
　　　　　　　　　�農業委員会委員選挙の有権者には投票所入場券を郵送にて発送いたします。紛

失された等の場合、選挙管理委員会に連絡するか、当日、投票所で受付に申し
出てください。

○　期日前投票　　場　所　　市来庁舎　１階会議室
　　　　　　　　　期　間　　９月７日（月）〜９月12日（土）まで
　　　　　　　　　　　　　　毎日、8:30〜20:00
○　開　　　票　　場　所　　市来庁舎　３階会議室（開始予定時刻　19:30）

※その他、詳しいことは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
　 �また、告示前までに「農業委員会等に関する法律の一部改正」の成立により、選挙が実施され
ない場合もありますので、予めご了承ください。

投票区 投票所 投票区の区域 投票区 投票所 投票区の区域

1 串木野小学校
袴田・日出町・大原南
高見町・大原町
昭和通 ･曙町・中尾町
浜ヶ城・薩摩山

11 上名交流センター 大薗・小薗・河内
浅山・麓

2 羽 島 中 学 校 羽島小学校区全地区

12 市役所市来庁舎

平佐原・駅前・橋ノ口
恵比須・平向
潟小路・迫・安茶・牛ノ江
外戸・観音ケ迫・土橋町
天神町・祇園町・栄町
日ノ出町

3 生 福 小 学 校 生福小学校区全地区
4 旭交流センター 旭小学校区全地区
5 荒川交流センター 荒川小学校区全地区
6 照 島 小 学 校 照島小学校区全地区

13 川南交流センター 松山・払山・松原・崎野
戸崎・堀・平ノ木場・中原7 旧土川小学校 旧土川小学校区全地区

8 冠 岳 小 学 校 冠岳小学校区全地区

9 串木野西中学校 野元・平江・深田下
三井 14 川北交流センター

島内・宇都・門前
迫田前・木場迫・中福良
寺迫・下手中・佐保井
陣ケ迫・池ノ原

10 春日町公民館

岳釜・新潟・木屋・港町
本浦東・西浜町・浦和町
新生町・小瀬・御倉町
文京町・春日町・旭町
元町・栄町・浜町
市口・汐見町 ･桜町
東塩田町

15 川上交流センター
中組・内門・木場・平木場
舟川前・舟川後・久福
松比良・中ノ平前
中ノ平後
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市政 NEWS

学校教育課（☎21-5127）
　市学校保健会の主催によ
り「歯と口の健康週間」にあ
わせて口腔衛生ポスターコ
ンクールが実施されました。
市内の学校から136点の応募
があり、優秀賞３点、特選
35点が選ばれました。

市来小学校　３年　岩崎羽海 神村学園初等部　４年　太田咲希 串木野西中学校　１年　山本ねね
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chikikushikino News

上下水道課（☎21-5157）
　浄化槽は私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置で

す。そのため、業者に委託して行う「保守点検」と「清掃」をきちんと行い、水質に関する「法定検査」

を受けることが義務付けられていますので、必ず受検していただきますようお願いします。

●法定検査（浄化槽法第11条）

　この検査は、浄化槽の適正な維持管理による環境保全を目的に実施するもので、県知事が指定し
た検査機関である（公財）鹿児島県環境検査センターの検査員が事前にハガキで通知した検査日に伺
い、現場での検査と浄化槽の放流水を採取し持ち帰って水質検査を実施します。

（地元の保守点検業者が行う保守点検とは別物です。）

●検査料金（一般家庭５人槽～10人槽）

鹿児島県知事指定検査機関 
（公財）鹿児島県環境検査センター
　☎099-296-9000
　http://www.kagoshimakensa.or.jp 

鹿児島県生活排水対策室
　☎099-286-3685

いちき串木野市役所　上下水道課
　☎21-5157（下水普及管理係）
　　21-5158（下水建設係）

問 合 せ

内　容 人間でいえば‥ 自動車でいえば‥

法定検査
維持管理状況及び放流さ
れる処理水の水質検査
（BOD）

定期健康診断 車　検

保守点検
機能を保つためのメンテナ
ンス作業（消毒薬の補充、
モーターの点検等）

日常の健康管理 ガソリン補給やオイル交換

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

4,000円 6,000円
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市政 NEWS

土地開発公社（☎33-5629）

政策課（☎33-5672）

分譲団地情報

～自分自身を大切に～
中学校で男女共同参画講座を開催

　串木野中学校（７月10日）と串木野西中学校（７月16日）の３年生を対象に、男女共同参画講座を
開催しました。講師に鹿児島純心女子大学の谷崎和代准教授を招き、人権やデートDVなどについ
て講話がありました。
　講話では「自分の気持ちを大事にすることは、自分自身を大事にすること、自身の人権を大切に
することで、それができて初めて他の人の人権を尊
重できる」とお話がありました。
　「男は強くなければとか、女なら少しくらい我慢し
なければということはない。自分の気持ちを大切に、
性的な場面でも、僕は性感染症が怖い、私は妊娠が
心配と、“Ｉ”（自分）を主語にした“Ｉ”メッセージで伝
えてみよう。交際＝性関係と勘違いさせるテレビや
マンガ、インターネットなどのメディアからの情報
にふりまわされないで」という言葉に、生徒の皆さん
は真剣に聞き入っていました。

※市の定住促進補助制度により、最高207万円が補助されます。
・住宅建築補助金　最高50万円
・定住奨励金　　　最高90万円
・土地購入補助金　最高67万円

１区画当り価格　約470万円～680万円
１区画当り面積　約72坪～103坪
ちなみに、１坪当り価格は約6.1万円～6.7万円です。

好評分譲中 販売区画数 16区画市来小
こじょう

城団地

最安約284万円（約72坪）

重要

物件の概要

※市補助金最高額を受けた場合

・所 在 地　いちき串木野市湊町字堂ノ前1881番地
・地　　　目　宅地
・用途地域等　都市計画区域内、無指定地域、建ぺい率70％、容積率400％
・設　　　備　市簡易水道（宅地内へ引込み済み、権利金は個人負担）
・交　　　通　いわさきバスネットワーク・市来国民宿舎前バス停まで徒歩約10分
・公 共 施 設　西回り自動車道市来インターまで約3.9㎞・市来インターから鹿児島西インターまで18分
　　　　　　　ＪＲ市来駅まで約1.6㎞・市来駅から鹿児島中央駅まで電車で約28分
　　　　　　　市役所市来庁舎まで約800ｍ　　市来小学校・中学校・幼稚園まで約1.1㎞

※ 詳しい内容については、いちき串木野市土地開発公社まで、お気軽にお問い合せください。☎33-5629（直通）・FAX32-3124
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健 康 な ま ち づ く りシリーズ

「ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）」とは！

 「ロコモ」チェック

　やせ過ぎや肥満にならないよう、食事は、主食（ごはん、パン、麺）、主菜（肉、
魚、卵、大豆料理）、副菜（野菜、きのこ、いも、海藻料理）をそろえ、牛乳・
乳製品や果物なども組み合わせて、適量をバランスよく摂ることが大切です。

串木野健康増進センター（☎33-3450）

16

　通称「ロコモ」とは、骨・関節・筋肉など体を支えたり動かしたりする「運動器」が衰えて、
立つ・歩くといった動作が困難になる状態のことです。要介護や寝たきりの原因の４分の１
はロコモに関連するものです。
　ロコモとその予備群の推計人数は、糖尿病やメタボを上回り、「新たな国民病」とも言えます。

1 家の中でつまずいたり滑ったりする 

2 階段を上るのに手すりが必要である 

3 15分くらい続けて歩くことができない 

4 横断歩道を青信号で渡りきれない 

5 片脚立ちで靴下がはけなくなった 

6 ２kg 程度の買い物をして持ち帰るのが困難である（１リットルの牛乳パック２個程度）

7 家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

    　　1つでも当てはまればロコモの可能性があります。
    　　　0を目指してロコトレ（ロコモーショントレーニング）を！

　特に40歳以上の方は要注意。チェックリスト（ロコチェック）で確認してみましょう。

ストレッチ ラジオ体操

スポーツ

ウォーキング関節の曲げ伸ばし

 バランスのよい食生活で、やせ過ぎや肥満を防ぎましょう！

 自分に合った運動を積極的に行いましょう
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　夏野菜…と聞いて何を思い浮かべますか？キュウリ、トマ
ト、ピーマン、ゴーヤ、ナス、トウモロコシ、カボチャなどでしょ
うか。今では栽培技術や流通技術が発達し、１年を通して食
べることができますが、もともと夏が
旬の野菜は、この時期、栄養価が高く、

また、水分のほかにもビタミンＣやカロテン、カリウムなどの栄養素を多く含ん
でいるため、暑さに対する抵抗力やからだの中の熱を冷やすなどの効能もありま
す。
　今回は、暑い夏を乗り切るための〝夏野菜〟パワーの一部をご紹介します。

【キュウリ】
　キュウリは水分やカリウム、ビタミンＣなどを含んで
います。屋外での作業や運動などで大量の汗をかいたあとキュウリを食べると
水分補給になるほか、汗と一緒に流れ出たカリウムの不足で足がけいれんを起
こした場合に、その症状を和らげてくれる働きがあります。
　また、キュウリは、ビタミンＣを分解するアスコルビナーゼという酵素も含
んでいますが、酢にはこの酵素の働きを抑える作用があるので、酢の物にする
ことでビタミンＣを効率的に摂取することができます。

【トマト】
　トマトは、抗酸化作用のあるリコピンやビタミンＣ、カロテンなどを豊富に含
んでいます。リコピンは体内での活性化酸素の発生を抑え、肌のシミやくすみの
抑制や動脈硬化の予防などの働きがあります。また、ビタミンＣは鉄やカルシウ
ムの吸収に、カロテンは目の網膜補強や肝臓の細胞再生にも役立つことから、夏
の強い日差しや暑さからくる疲れなどに対抗できる栄養素を含んでいます。

【ピーマン】
　ピーマンは、ナス科に属し、パプリカやシシトウと同じくトウガラシの品種のひと
つですが、トウガラシに含まれる辛味成分（カプサイシン）を含まないため、欧米では
アマトウガラシ（sweet pepper）と呼ばれています。
　ピーマンはビタミンＣを豊富に含んでいます。ビタミンＣはからだの中でコラーゲ
ンを作るのを助け、鉄の吸収に重要な役割をもっています。

【ゴーヤ】
　ゴーヤは、ニガウリやレイシともいいます。ゴーヤはビタミンＣを多く含むほか、ビタミンＥやミネ
ラルのカリウム、カロテンなども含んでいます。ゴーヤも同じく抗酸化作用があるほか、汗とともに失
われたカリウム不足によるむくみの解消や代謝の促進に作用します。また、苦味成分のモモルデシンと
いう成分が食欲を刺激して、夏バテ予防のほかにも鎮痛効果があるといわれています。

　暑いからといって、冷房の効いた部屋の中にいたり、冷たい飲み物やアイスクリーム、冷やしソーメン、
冷やっこなど、冷たいものだけで済ませたりしていると〝夏バテ〟を引き起こす原因にもなります。
　暑く、疲れやすい夏は、煮物や炒め物などの料理でしっかりと栄養を摂るとともに、夏野菜を食べて
乗り切りましょう。

まぐろ、焼酎、つけあげ、ポンカンなどの美味しい、たく
さんの食に恵まれる中で、食のまちづくりを進めているい
ちき串木野市の食に関わる情報をお伝えします。

食のまち推進課（☎33-5621）

第17回 夏野菜を食べて夏バテ・熱中症を予防！
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地域安全ニュース
−「毎月１１日は、地域安全推進の日」−

まちづくり防災課（☎ 33‐5631）

【 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

 児童虐待　４つの行為 
１．身体的虐待
　殴る、蹴る、やけどをさせる、溺れさせるなど
２．性的虐待
　性的な行為の強要、児童ポルノの被写体にするなど
３．ネグレクト（怠慢または拒否）
　�食事を与えない、不潔な状態にする、子どもの世話
をしないなど

４．心理的虐待
　�「バカ」「死ね」などの言葉をかける。兄弟間における
差別的な扱いをしたり、無視するなど

 子育て支援で虐待を回避 
●�核家族化が進んでいることも虐待が増えている一因
とされています。
●�子育ての悩みや不安があるときは、ひとりで抱え込
まずに、児童相談所や市町村の相談機関などで専門
のアドバイザーに相談しましょう。
●�子どもが「虐待を受けている」と思われるときは、児
童相談所等に早急に通告してください。（通告した人
の秘密は守られます。）
●�子どもの虐待のサインを見落とさず、子どもやその親
を地域ぐるみで支援しながら虐待を防止しましょう。

 子どもを虐待から守るために 
　虐待は家庭の問題とされがちで
すが、発見が遅れて大事になるこ
とがあります。周囲の人が子ども
の SOSをキャッチすることが重要
です。周囲の目配りが子どもの虐
待を防ぐ大きな力になります。

 虐待：子どものサイン 
●�いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴る声が聞こえる。
●不自然なあざ、打撲、やけどなどが見られる。
●衣服や身体が、著しく不潔である。
●いつもひとりで長時間外にいたり、徘徊している。
●ちゃんと食事をとっていない様子である。
●長期間、理由不明の不在が続いている。

みんなでつくろう 安全安心のまち

子どもの安全を守る　児童虐待（ＳＯＳを見逃さないで）

子どもたちを救えるのは近隣住民

虐待や育児に関する児童相談所への全国共通相談・通報ダイヤル
１８９（いちはやく）番

 児童虐待とは、保護者によって子どもに加えられる行為です。
 子どもの健やかな発育や発達を著しく損ない、子どもの心身に深い傷を残します。



　７月19日に開催された市制施行10周年記念第45回串木野さのさ祭りは、夕刻からの市中流し踊りが、途
中、雨に見舞われたものの、多くの市民が様々な衣装に身を包んで楽しげに踊り、夏の夜を彩りました。
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左から、太夏貴さん　大竹桃生さん
久徳沙耶さん。
一年間よろしくお願いします。

会場に出現した大きな祇園山
初めて見た方も多かったのでは。

（写真右）
　前日の18日の前夜祭には、市制施行
10周年を記念して、市来地域の４つの
郷土芸能の保存会が参加。祇園山の威
勢のいい掛け声に、虫追踊と川上踊の
澄んだ鐘の音、そして七夕踊の一番殿
の太鼓が会場に華を添えました。
（写真左）
　2015いちき串木野 PR レディーの３
名。18日の前夜祭の交代式でお披露目と
なりました。



　７月３日、アメリカからトーリ・ウシロガタさん
が県の国際交流プログラムで来日し、祖父母が生ま
れた日本の文化を知りたいと、親戚にあたる後潟正
博さん夫妻（橋ノ口）を訪ねてきました。
　トーリさんは後潟さんの家でアルバムを見たり、
一緒に食事をとったり、集まった親戚と談笑したり
と、楽しいひと時を過ごしました。
　また、トーリさんは祖父母の家のそれぞれのお墓
参りにも行き、線香をあげると目を閉じて静かに手
を合わせました。トーリさんは「アメリカと違い、家
族が一緒のお墓に入るんですね。お墓参りをして穏
やかな気持ちになりました」と先祖に思いをはせたひ
と時を振り返りました。

祖父母の国を訪ねて

　７月９日、西アフリカのブルキナファソ国の小学
校校長先生のカボレ・カンデグマさんと教育委員会
職員のクリバリー・ウセニさんが、教育システムの
研修視察のため市内小中学校６校を訪れました。青
年海外協力隊の任期を終えた松山遼さん（日出町）が
帰国するのに合わせて来日されたものです。
　カボレさん達３名は、視察の合間に自国の生活や
子ども達の様子を教える授業も行いました。照島小
学校で７月９日にあった授業では、カボレさんの国
に日本の支援で建てられた小学校がたくさんあるこ
となどを紹介。日本が発展した歴史に触れ、「今度は
アフリカの番。いつの日か日本を越えるようになり
たい」と話しました。
　また、子ども達がダンスについて質問すると、ウ
セニさんが実際に踊って見せるなど、終始和やかな
雰囲気でした。
　授業後、南新歩望君と坂口祐樹君は「伝統や文化が
日本とは違っていた。世界は広いと思った」と感想を
話しました。

普段はフランス語を話されます。

◆ブルキナファソ国の現地語を知ろう！

遠い国の校長先生の授業

先祖に墓参りをするトーリさん（左）と後潟さん ( 右 )

　６月21日、河内公民館のふれあい農場で、上名地
区まちづくり協議会の田植えが行われました。河内
公民館がこれまで行ってきたこども会の行事に、ま
ちづくり協議会が異世代交流の一環として参加した
ものです。
　約30人の小学生に地域の大人も加わり11箱のも
ち米の苗をすべて手作業で植えました。
　初めてのたんぼに喜ぶ子や、どろんこになったシャ
ツを川の水で流す懐かしい様子も見られました。収
穫したもち米で正月用の餅つきを計画しています。

みんなで田植え

現地語の発音 意味

キバレ 元気？
テゲテゲ ピーナッツのペースト

アリガトウ お菓子はいかが？
コンバンハ 子どもがきます
ヨーカイ いいね！
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　今年もまだまだ暑い日が続いています。長崎鼻公
園にある海水プールと市来ふれあい温泉センター隣
にある市民プールは、学校の夏休み期間中オープン
し、今年も多くの子ども達や家族連れで賑わってい
ます。
　長崎鼻にある50m プールは、今年小学校低学年で
も安全に遊べる深さとなりました。そのため、例年
より多くの子どもが50m プールで楽しそうに遊ぶ姿
が見られました。
　プールの営業は８月31日までです。

暑い夏　プール賑わう

　７月17日、五反田川河口で、B&G 海洋センター
が子ども達にカヌーを楽しんでもらおうと、マリン
スポーツ大会として体験教室を開催。13名の小学生
が参加し、海岸清掃をした後、１人乗りや３人乗り
のカヌーに分かれてカヌーを楽しみました。
　３人乗りのカヌーでは、「右、左、右、左」と声を出
し、パドルを漕ぐ動きを合わせようとするほほえま
しい姿が見られました。
　カヌーは初めてという４年生の福留寛人君は、「水
面をスケートみたいにスーって滑るのが面白かった」
と笑顔を見せました。

カヌーでスイスイ　水辺に親しもう

　７月24日、生福地区にある串木野巨峰観光農園で、
生産者や関係者など30名が参加し、鋏み入れ式があ
りました。
　ブドウのツタをテープに見立て、ぶら下がった巨
峰をカットするという趣向を凝らしたテープカット
の後、招待された生福保育園児10名がブドウ狩りを
体験、小さな手に収獲用のハサミを持ち、きれいに
色付いた巨峰を上手に収穫しました。
　生産者の楮山文二さんによると、今年は梅雨時期
の長雨や病気に苦労したそうですが、味は例年通り
甘くておいしいということで、収穫した園児達も口
に大きな巨峰の粒をほおばると「おいしい～」「あま
～い」と美味しそうに食べていました。

波に乗れ！親子サーフィン教室

ブドウおいしいよ　観光農園オープン

　７月20日、海の日に、照島海岸でサーフィン教室
が開催されました。雨模様で風も強く、サーフィン
には少し寒い日でしたが、参加した約20名の子ども
達は元気よく海に入っていきました。
　子ども達は、市のサーフィン協会などの大人に、
沖から来る波にあわせてサーフボードを押してもら
い、タイミングよくサーフボードに立って、波に乗
れると、うれしそうに歓声をあげました。

オープンの日、元気な子ども達が集まった
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　 ７月27日、 高 齢
者福祉センターで
ボランティア体験
教室があり、小学生
８名 が、 ア イ マ ス
クをつけたり、手
足に重りや関節の
動きを制限するサ
ポーターをつけた
りして歩き、身体障
がい者や筋力や視
力などが衰えた高
齢者の体の状態を
疑似体験しました。

　体験した戸次謙登君は「視界がぼやけたり、足が
曲がりにくかったりとお年寄りの体のことが分かっ
た。そんな人を見かけたら優しくしてあげたい」と
感想を話しました。

小学生が高齢者や障がい者の
日常を疑似体験

最新鋭食肉工場から安心できる商品を

サロンで七夕作り

　昨年１月に市と立地協定を結び、今年４月６日に
稼働を始めた、西日本ベストパッカー㈱の新工場を
見学する機会があったので、少しご紹介します。
　プリマハムの敷地内に完成した巨大な工場の中で
はスーパーなど流通用の豚肉が製造されています。
生産ラインは自動化、省力化され、旧工場の1.6倍
の処理能力を持つ新工場では、一日最高1000頭の
処理ができるそうです。
　また、環境や省エネにも取り組み、輸出を視野に
入れた世界レベルの衛生管理を達成しています。
　従業員は145名、うち30名を新工場稼働に伴い新
たに雇用しています。

　生福地区の坂下公民館では昨年12月に「サロン茶
いっぺ坂下」を立ち上げ、地域の高齢者22名が月一
回集まり、健康体操やレクリエーションなどを楽し
んでいます。
　７月22日は、公民館の子ども達と一緒に七夕飾り
を作りました。参加した高齢者の中には初めて七夕
飾りを作るという方もいましたが、色紙で鶴を折っ
たり、細長くした色紙を丸くつなぎ合わせたりと、
みなさん何十年振りの慣れない作業に「はいたよ、肩
がこる」「小さくてよう見えん」と言いながらも楽しそ
うに作業をしていました。
　この日作られた七夕飾りは５m はあろうかという
大きな竹３本に飾り付けられ、生福交差点や坂下公
民館など３か所に飾られました。

　６月21日、市制施行10周年記念第45回市内卓球
大会が総合体育館で開催され、参加者は熱戦を繰り
広げました。

市制施行10周年記念
第45回市内卓球大会

〇団体戦

〇個人戦

団 体 戦
優　勝 串木野スマッシュ B
準優勝 串木野スマッシュ A

第３位 Storm
さわやか B

一般男子 A 一般男子 B 女　子 初心者

優　勝 福　島　一　徳 堂　薗　修　吾 小　薗　　　雛 二　神　　　遼

準優勝 林　　　徳　博 大　田　徹　也 中　薗　留　未 久　保　英　寛

第３位
井　上　靖　治
畠　　　良　人

中　薗　吉次郎
草　留　勝　宏

濵　田　多佳子
―

宮　村　ひと美
上　口　尚　城
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世界の水戸岡氏 デザインから地域を語る

記念館に音色が響いた３日間

薩摩藩英国留学生記念館開館１周年

　記念館がオープンして７月20日で1年がたち、７月18日から20日までの３日間、薩摩スチューデント市が
開催されたほか、館内では様々な記念行事が行われました。

　18日には霧島国際音楽祭
のプレミアムコンサートが
記念館の二階展示室であり、
留学生達が生きた19世紀の
ヨーロッパ音楽８曲が演奏さ
れました。フルートは英国人
のポール・エドモンド・デイ
ビスさん、ピアノは柳瀬直子
さんが演奏し、二人が奏でる
艶やかな音色に約60名の観
客が聴き入りました。
　19・20日には、長崎のグ
ラバーパイプバンドが、ス
コットランドの牧歌的風景が
まぶたに浮かぶ音色を響かせ

「勇敢なるスコットランド」な
ど５曲を演奏しました。また
グラバーパイプバンドは、19
日のさのさ祭りアトラクショ
ンでも演奏してくださいまし
た。
　また、羽島出身で本市観光
大使ジミー入枝さんのライブ
もありました。

　20日に、JR 
九 州 の「な な
つ 星」や 九 州
新 幹 線「つ ば
め」、阿久根駅
などを手掛け
た工業デザイ
ナーの水戸岡
鋭 治 さ ん と、
記念館の総合
プ ロ デ ュ ー

サーで、水戸岡さんとは師弟関係にある砂田光紀さんが対談し、
デザインの観点から見た地域活性化を語り合いました。
　水戸岡さんは、「物を作り、利用していくのがデザイン」と、色や
形だけがデザインではないことを強調。まちづくりには「そこに住
んでいる人たちが努力し、作られたものを自分たちのものとして
いかに次の世代に残していけるか」が地域活性化の肝になると力説
しました。

一日館長を務めた二人。
展示室入口でお客様を出迎えました。

霧島国際音楽祭

グラバーパイプバンド ジミー入枝さん

野村遵成君
（羽島中３年）

山口藍杏ちゃん
（羽島小１年）
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現代の若者 薩摩藩英国留学生の足跡をたどる出発式

臨時職員募集

　今年は薩摩藩英国留学生が渡欧して150年目にあたる年です。この夏、彼らと同年代の中高生など現代の若
者を、留学生ゆかりの地などに派遣する出発式が薩摩藩英国留学生記念館でありました。

　きっと、みんな一回りも二回りも成長して帰ってきたことでしょう！

観光交流課（☎33-5640）

※１　詳しい業務内容等については、担当課へご確認ください。
※2　賃金には、社会保険料等は含まれていません。
○雇用期間　10月１日～平成28年３月31日（雇用満了後更新することもあります）
○応募資格　(1) 昭和26年４月2日以降に生まれ、市税等を滞納していないこと
　　　　　　(2) 大型自動車免許
○応募手続　 履歴書1通（市販のもの）を総務課（串木野庁舎）・市来庁舎市民課・羽島出張所のい

づれかに提出してください。
　　　　　　 提出書類は返却しません。なお、障害者手帳をお持ちの方は、手帳の写しを添付

してください。
○受付期間　９月15日（火）まで　（土・日曜日、祝日を除く8:30～17:00）
○選考方法　面接　９月18日（金）（予定）

国内派遣事業で派遣された５名 イギリスに派遣された19名

　イギリスには、薩摩スチューデントが19名派遣さ
れた史実にちなんで、県内各地から選ばれた19名が
７月下旬に派遣されました。
　派遣生には本市からも４名が選ばれました。坂下由
華さんは「イギリスの高校生とのディスカッションが
楽しみ。自分の視野を広げたい」と出発を前に心境を
話しました。また、田中怜緖さんは「日本のわび・さ
びといった文化を伝えられたら」と、海外から学ぶだ
けではない、文化の橋渡し役になりたいという抱負も
話しました。

　８月上旬に東京や横浜など、薩摩スチューデント
が築いた日本近代化ゆかりの地に派遣された、市内
の中高生５名は、出発にあたっての心境を和歌に詠
みました。その中から中養母竜平さんの和歌を紹介
します。
　　十四で　ついに故郷の  羽島発ち

　　　　　　　　　僅かながらも　重なる思い

　「今回の派遣事業に参加する羽島出身の自分を同じ
く羽島から旅立った最年少の留学生『長沢鼎』に重ね
ました。薩摩スチューデントに負けないように立派
な功績を残せるような人物になりたいです。」

募集職種 募集数 業務内容（※ １） 勤務時間 賃金（※ 2）

バス運転手 1名 薩摩藩英国留学生記念館利用者
送迎公用車運転業務及び館内業務

原則9：30～17：30
月20日程度　土日祝日出勤有

月　額
120,000円
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　認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして「認知
症かな？」と心配しておられる方、みんなで集まっ
て思いっきり語り合いませんか。
●日　　時　９月17日（木）13:00〜15:30
●場　　所　串木野高齢者福祉センター
●内　　容　１.DVD鑑賞「二本の傘」
　　　　　　２. 介護者交流会
●対　　象　認知症のご本人・ご家族ならびに
　　　　　　一般の方
●申込・問合せ　地域包括支援センター
※二本の傘…認知症の人が置かれている状況を「脳の
障害」「環境」「人生史」という３つの視点から理解しよ
うという作品です。

　脳卒中の発症予防や重症化予防を学び、地域全
体で取組を進めるため、脳卒中予防フォーラムを
開催します。どなたでも参加できます。
●日　　時　９月６日（日）　13:30〜16:00
●場　　所　日置市伊集院文化会館
　　　　　　（日置市伊集院町郡１丁目100）
●内　　容
・基調講演
「脳卒中の発症・重症化予防における血圧管理」
講師：鹿児島大学院医歯学総合研究科
　　　先進治療科学専攻心臓血管・高血圧内科学
　　　教授　大石　充　氏
・シンポジウム・展示・健康相談等
●問  合  せ　伊集院保健所　☎099-273-2332

　はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広
告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるだけ
でなく、まちに賑わいをもたらしています。
　一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、良
好な景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊によ
る危険や交通安全上の問題も発生する恐れがあり
ます。
　この旬間では、屋外広告物の適正な管理や設置に
ついての意識向上を図ることを目的としています。
　市では、違法となる屋外広告物の是正指導や簡
易除却を行います。
　安全で美しいまちづくりのため、皆様のご理解
とご協力をお願いします。

●受付期間
　【新　　　卒】９月11日（金）まで
　【新卒・一般】10月５日（月）〜11月13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　障がいをお持ちの方で、
　・修了後就業の意志がある方
　・障がいの症状が固定している方
　・訓練及び集団生活に支障のない方　など
●願書提出先　ハローワーク伊集院
　※願書は下記の問合せ先に準備してあります。
●入校料・授業料　無料
　※�手帳をお持ちでない方や詳しいことは、問い
合わせください。

●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
　〒895-1402　薩摩川内市入来町浦之名1432番地
※鹿児島障害者職業能力開発校とは、障がいをお持
ちの方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、その運営を県に委託しているものです。

●日　　時　９月６日（日）8:30〜12:00
●場　　所　日置北部公設地方卸売市場（西薩町）
　本市消防団員が、分団ごとに日頃の訓練で培っ
た統制のとれた規律訓練を披露し、その指揮号令、
部隊行動の確実性などを競う分団対抗の大会です。
　多数のご観覧、ご声援をお願いします。

●入団資格
　市内に居住する満18歳以上（高校生を除く）で健
康な方（男女を問いません）
●活動内容
　・消火活動、地震・風水害時の救助・避難誘導等
　・火災予防運動週間中の広報活動、年末夜警
　・出初式や消防操法大会等の行事参加
●待　　遇
　・階級に応じた年額報酬、各種災害出動手当
　・活動服、アポロキャップ等の被服貸与
　・�公務災害補償制度、退職報償金支給制度、福
　祉共済制度、消防団員サポート制度など

●申込・問合せ　消防本部総務課総務係　☎32-0119

おしらせ版おしらせ版

あなたも消防団活動へ参加しませんか
～女性もなれます！消防団員募集～

消防本部（☎32-0119）

９月１日から９月10日までは
「屋外広告物適正化旬間」です

都市計画課（☎21-5152）

第４回いちき串木野市消防団規律訓練大会
消防本部（☎32-0119）

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（☎33-5618）

かたいもんそ会（認知症の人と家族の会）のご案内
地域包括支援センター（☎21-5172）

脳卒中予防フォーラムの開催
串木野健康増進センター（☎33-3450）
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　９月１日に選挙人名簿に登録する方の名簿を次
により縦覧に供します。
●縦覧期間　９月３日（木）〜９月７日（月）
●縦覧時間　8:30〜17:00
●縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、１年ご
とに作成されます。
　この名簿登録がなければ、海区漁業調整委員会委
員選挙について投票及び立候補ができませんので、
資格のある方は、必ず申請してください。
●資  格  者
　（1）�平成７年12月6日までに生まれた方で、市内に

住所または事務所を有し１年間に90日以上漁
船を使用する漁業を営みまたは漁業者のために
水産動植物の採捕もしくは養殖に従事する方。

　（2）�海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合もし
くは漁業協同組合連合会の役員であって、その委員
または役員に就任後、（1）に該当しなくなった方。

●申請の現在日　　　９月１日（火）
●申請書の提出期限　９月５日（土）
●申請書の提出方法
　・平成26年登録者
　　行政嘱託員が申請書を配布・回収します。
　・新規登録申請者
　　行政嘱託員に申し出れば申請書を配布・回収します。
※申請書は、選挙管理委員会へ直接提出もできます。
※�申請書は、選挙管理委員会のほか、各漁業協同組合
（市来町、串木野市島平、串木野市、羽島）にも設置
してあるので、直接取りに行くこともできます。

●日　　時　９月26日（土）8:00受付　9:00開会式
　　　　　　※雨天の場合は10月３日（土）に順延
●場　　所　多目的グラウンド
●参加資格　市内在住の中学生以上の方
● チーム構成　１チーム５人構成とし、参加チー
ム数は各公民館原則として１チームとする。た
だし、世帯数50世帯未満の公民館は、隣接公民
館と合同チームを構成し参加できる。

●参  加  料　１チーム　2,500円（当日徴収）
●申込期限　９月５日（土）
●申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
　上迫田　☎・fax32-3789・岡　野　☎・fax�32-3797
　野　崎　☎・fax36-2847・橋　口　☎36-3920

　市民のみなさまのご参加・ご声援をお願いしま
す。
●日　　時　9月15日（火）〜20日（日）
　　　　　　全日20:00〜
　　　　　　※参加チーム数により期間は
　　　　　　　変更されます
●場　　所　市来体育館
● 試合方法　日本バレーボール協会の９人制ルー
ルを基本として行いますが、一部、大会特別ルー
ルを採用し、参加チームを３つのクラスに分け
て行います。詳しくはお問い合わせください。

● 参加資格　市内居住者で昭和52年４月１日以前
に生まれた男女により、１公民館によるチーム編
成とするが、戸数の少ない公民館等においては２
公民館（近隣）での編成を認める場合もあります。

●申  込  み　９月４日（金）まで
●抽　　選　９月７日（月）　19:00〜市来庁舎
●申込・問合せ
　都市計画課（市来庁舎）中間　☎21-5152
　税務課　（串木野庁舎）中間　☎33-5615

　相談は無料で秘密は守られます。
　お気軽にご相談ください。

●相  談  員　いちき串木野市人権擁護委員
●問  合  せ　鹿児島地方法務局川内支局
　　　　　　☎22－2300

第36回公民館対抗壮年バレーボール大会
市民スポーツ課（☎21-5129）

特設人権相談所の開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧
選挙管理委員会（☎21-5125）

串木野健康増進センター（☎33－3450）

　７月７日の５歳児歯科検診で、むし歯がな
かったお子さんをご紹介します。

 栫
かこい

　陸
り く と

斗くん   ・  脇
わき

　いおりちゃん

 西
に し だ

田　涼
りょうが

賀くん   ・  渡
わたなべ

邉　彩
さ つ き

月ちゃん

 齋
さいとう

藤　凛
り く

空くん

　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で
取り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検
診でむし歯０

ゼロ

を目指しましょう！
☆ かかりつけの歯科医院をつくって、家族み

んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

市制施行10周年記念 第１回市長杯争奪
公民館対抗グラウンド・ゴルフ大会

市民スポーツ課（☎21-5129）

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の
登録申請をしてください

選挙管理委員会（☎21-5125）
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市来高齢者福祉センター 中央公民館

９月７日（月）
10：00〜15：00

９月11日（金）
10：00〜15：00



講　座　名 募集対象 講座内容（用意するもの） 会場及び実施日 会場

非常災害時の
簡単料理

（定員15名）
一般成人 停電やガスの供給停止時でも簡単につくれ

る料理を紹介します。（材料代500円程度）
10/17�土曜日
9:30〜12:00 中央公民館

親子で楽しく
リトミック（その２）
（定員20組）

未就学児と
その家族

音やリズムを用い、楽しみながら親子のコ
ミュニケーションを図ります。

10/13�火曜日
10:30〜11:30

上名交流
センター

　生活学校では「EM生ごみ処理・ボカシづくり」の
実習を行います。多数のご参加をお待ちしていま
す。
●日　　時　９月14日（月）9:30~11:30　
●場　　所　中央公民館　会議室・調理室
●内　　容　・EMボカシづくり
　　　　　　・生ゴミ処理の仕方等
　　　　　　・EM菌活用についての講話と質疑応答
●参  加  料　無料　
　参加される方は、直接会場へおこしください。
●問  合  せ　社会教育課

　ふだん自分たちの読んでいる本がどのようにで
きているか、身近な材料を使ってオリジナルノー
トを作ってみませんか。
●日　　時　９月６日（日）14:00〜16:00
●場　　所　中央公民館　第２会議室
●定　　員　小学生５名（申込先着順）
●申　　込　８月25日（火）より図書館本館　受付
●料　　金　無料

　「出会い」「触れ合い」「愛情」「助け合い」など、こ
の10年間にあった、「ｉ（アイ）」がキーワードのあな
たのエピソードを教えてください。応募いただい
たエピソードの一部は「広報紙市制施行10周年記念
特別号（仮称）」に掲載します。また、応募いただい
た方の中から抽選で10名様に、市の特産品などを
贈呈します。
●応募できる方　市民（市民だった方も可）
●応募方法　ハガキ・FAX・メールで次の内容を
　　　　　　記載して応募
　　　　　　�市のホームページに応募用紙があり

ます。

●応募締切　９月４日（金）
●応募・問合せ　政策課「あなたのアイ応募係」
　☎33-5672　FAX32-3124
　メール　seisaku3@city.ichikikushikino.lg.jp

●受  講  料　無料（材料費等は実費負担）
●申込期限　９月28日（月）
●申  込  み　社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールの申込書に記入のうえ、備え付けのポストに投函。
　（ファックスでの申込みも可。氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入）（FAX36-5044）
●定員を超えた場合は、初めての方を優先し、それ以外は抽選となります。
　申込結果は各人に通知します。
●そ  の  他　申込者が少ないと開講しない場合があります。

ＥＭ菌による生ゴミ処理に参加しませんか
社会教育課（☎21-5128）

オリジナルノートをつくろう
市立図書館（☎33-5655）

いちき串木野市誕生10周年記念企画
あなたの「ｉ（あい）」教えてください

政策課（☎33-5672）

生涯学習講座（短期講座）受講生募集
社会教育課（☎21-5128）

　生活学校は、身近な暮らしの中の問題や課
題を学んだり、調べたりしながら、企業や行政、
ほかのグループとも協力し、実践活動のなか
で解決を目指しています。
　環境にやさしい「ＥＭ菌」を活用した廃油石
けんづくりや生ごみの処理、マイバッグ運動
の推進や食品ロス等にも取り組んでいます。
　興味のある方や、一緒に活動してみたい方
は、社会教育課までご連絡ください。

・エピソード（400文字程度）
・お名前・年齢・郵便番号・住所・電話番号
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ＥＭ菌を活用した廃油石けんづくりの様子



どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015ニュースでは、国民文化祭の情報や、
いちき串木野市における取り組み状況などを紹介していきます。
次回もお楽しみに！
国文祭 HP → http://kagoshima-kokubunsai.jp/ 

講 座 名 期　日 時　間 定員 回数 講 座 内 容（用意するもの・材料費）

カルトナージュ 10/1〜2/18
第1・3木曜日

13:30〜
15:00 15名 10回

フランスの美しい伝統工芸です。紙の箱に布を張り
付けてお洒落な小物入れを作ります。（初回は牛乳
パック・好みの布）

タヒチアン
ダンス

10/6〜12/15
毎週火曜日

19:00〜
20:00 15名 10回 南国のリズムに乗って楽しく踊りましょう！

お腹周りの引き締めや美脚にも効果的。

ピラティス 10/7〜12/9
毎週水曜日

14:00〜
15:00 15名 10回 小さく簡単な動きで身体の内部の筋肉を鍛え基礎代

謝をあげるエクササイズです。

●「第30回国民文化祭・かごしま2015」紹介
　10月31日から11月15日まで県内各地で国民文化
祭が開催されます。先日行われたさのさ祭りでは、
国民文化祭のＰＲ活動を行いました。

　また本市の開催事業については、Ａコープ串木
野店に横断幕を設置しています。

　その他にも、市役所
串木野庁舎、市来庁舎、
アクアホールなどにて
本市開催事業のチラ
シ、ポスターなどを掲

載しております。こちらもぜひご覧ください。

●免除・猶予制度

●申請受付　　現在、受け付けています。

※退職 ( 失業 ) された方は、離職票や失業保険受給
資格者証を添付すれば、前年の所得に関係なく免
除される特例もあります。
※申請したときから２年前までさかのぼって申請
ができるようになっています。
※保険料免除や猶予になった期間は、年金の受給
資格期間には算入されますが、年金受給額の計算
期間には一部のみ算入（免除の場合）、または算入
されません（猶予の場合）。
●受付・問合せ　市役所市民課
　　　　　　または川内年金事務所　☎22-5276

●場　　所　働く女性の家
●対　　象　市内在住または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●受  講  料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）
●申込期限　９月16日（水）（受付時間　火曜〜土曜�9:00〜17:00�月曜日休館）
●託　　児　満２歳以上〜未就学児。必要な方は申込時にお知らせください。

【国民年金保険料を納めることが、経済的に難しいときは保険料免除・納付猶予制度をご利用ください】
　国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料が免除される制度や猶予される制度があります。
　保険料の免除や猶予を受けず、保険料が納め忘れの状態で、未納のままにしておくと、万一、障害や死
亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　納付が困難な方は、必ず申請してください。
　なお、申請が承認されるには、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下である必要があります。

どきどき、わくわく
国民文化祭・かごしま2015ニュース vol.8

社会教育課（☎21-5113）

「働く女性の家」　後期講座受講生募集
働く女性の家（☎32-7130）

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

・経済的な理由などで、保険料を納めるこ
　とが困難なとき
・保険料の全額または一部を免除

若年者
納付
猶予制度

・本人が30歳未満であるとき（本人・配偶
　者の所得のみで審査）
・保険料の全額を納付猶予

学生納付
特例制度

・本人が学生であるとき
・保険料の全額を納付猶予



　移動図書館車が市内を巡回します。お気軽にご
利用ください。
　なお、コースの巡回場所はホームページをご覧
ください。

　※詳しくは、市立図書館へお尋ねください。

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守されます。

※�『法律相談』を希望される方は社会福祉協議会に
予約してください。（定員７名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問  合  せ　社会福祉協議会

　納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、８月 25 日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替の手続きは、お近くの金融機関
に納付書・通帳・届出印を持参のうえ、お手続き
ください。

税金で　安心安全　ぼくらのくらし
（平成 26年度「税に関する標語入賞作品」より）

相 談 場 所
及　び

相 談 時 間
相談種別

相　談　日

相談員4日 11日 18日 25日
金 金 金 金

串木野高齢者
福祉センター

  9:00

〜

12:00

生活・福祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心配ごと

相 談 員

年 金・ 保 険
交通事故相談 ○ − ○ ○ 社会保険

労 務 士

財産・登記相談 ○ − ○ ○ 司法書士 
行政書士

税金・経営相談 − ○ − − 税 理 士

※ 法律相談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター

10:00

〜

12:00

生活・福祉相談

1日 8日 15日 －
心配ごと
相 談 員

火 火 火 －

○ ○ ○ －

コース 巡回日 コース 巡回日

1コース 1日（火） ９コース 10日（木）

2コース 2日（水） 10コース 15日（火）

3コース 3日（木） 11コース 16日（水）

4コース 4日（金） 12コース 17日（木）

5コース 8日（火） 13コース 29日（火）

6コース 9日（水） 14コース 30日（水）

7コース 11日（金） 15コース 24日（木）

8コース 25日（金）

国民健康保険税　　　　　　第 3期
介護保険料　　　　　　　　第 3期
後期高齢者医療保険料　　　第 3期

８月31日

お　く　や　み （７月届出分）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

吉　留　マスヱ 88 中 井 原 吉　留　鉃　二

篠　原　モ　ヨ 96 照 島 下 篠　原　紀　子

野　村　芳　信 75 浜 ヶ 城 野　村　英　之

濵　松　盛　雄 87 横 須 濵　松　仲　次

藤　尾　金　男 89 野 元 出　水　栄　子

立和名　モリ子 89 元 町 中　村　昇　子

濵　田　國　彌 86 戸 崎 濵　田　アツ子

西　　　タヱ子 83 文 京 町 西　　　嗣　男

富　岡　忠　良 79 春 日 町 富　岡　三津枝

野　田　靜　雄 94 平 江 野　田　哲　郎

吉　村　廣　美 78 坂 下 吉　村　和　子

下　夷　ト　ミ 87 西 浜 町 下　夷　美　高

中　島　　　静 94 浦 和 町 中　島　俊　美

猪之鼻　孝　雄 82 猪 之 鼻 猪之鼻　洋　子

木　﨑　シ　ヅ 98 中 福 良 木　﨑　尊　輝

田　口　むつ子 65 酔 之 尾 田　口　和　廣

白　石　一　郎 77 浦 和 町 白　石　エミ子

樋　口　政　江 87 天 神 町 蜷　川　恵美子

志　村　藤　男 83 木 屋 志　村　ケイ子

久　保　育　子 66 恵比須町 久　保　　次郎

真　田　千江子 84 港 町 真　田　秀　人

須納瀬　ハル子 78 深 田 上 須納瀬　幸　二

潟　村　幸　夫 82 港 町 潟　村　照　子

中　村　　　實 93 西 浜 町 原　　　美智子
（届出人が同意された方を掲載してあります） 

９月の移動図書館車巡回日程
市立図書館（☎33-5655）

９月の心配ごと相談
社会福祉協議会（☎32-3183）

８月の市税納期
税務課（☎33-5682）
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かわいい天使たち（６月届出分）

出生届の届出期間は、生まれた日から14日以内
※ 持参するもの ･･･
●出生届（出生証明書）１通　　●母子健康手帳　　●国民健康保険証（加入者のみ）　　●印鑑（届出人のもの）
　　（ 届出人が同意された方を掲載してあります。また住所欄は公民館、または住所での掲載となります。）

「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312430

久保　朝
あさ
陽
ひ
くん

（港町）

中島　葵
あおい
ちゃん

（海土泊）

元気にスクスク育ってね。
父：泰政さん・母：なぎささん

生まれてきてくれてありがとう。
父：典幸さん・母：あゆみさん

鏑流馬　凛
りん
飛
と
くん

（大里）

樋之口　久
く
玲
れ
亜
あ
ちゃん

（駅前）

東小薗　凛
りん
佳
か
ちゃん

（住吉町）

満留　凛
り
乃
の
ちゃん

（大里）
火野坂　史

し
織
おり
ちゃん

（小瀬）

元気にすくすく育ってね♡
父：正樹さん・母：祐紀さん

産まれてきてくれてありがとう。
お姉ちゃんと仲良くね。
父：靖範さん・母：千里さん

おねえちゃんたちとなかよく、
げんきにそだってね !!

父：弘貴さん・母：佳子さん

兄妹仲よく
すくすく育ってね♡

父：善洋さん・母：裕子さん

元気でのびのび
大きくなってね

父：嵩之さん・母：美貴子さん

中村　瑠
る
那
な
ちゃん

（昭和通）
小村　晃

こう
太
た
郎
ろう
くん

（麓）
元気に産まれてきてくれて、

ありがとう♡
父：大輝さん・母：麻美さん

笑顔いっぱいの家族でいようね。
父：大輔さん・母：理恵子さん

大迫　鉄
てっ
生
しょう
くん

（東島平町）
スクスク大きくなあれ♡

パパ・ママより
父：祐也さん・母：瑠依さん


