
応募する方は、履歴書を総務課または市来庁舎市民
課へ提出してください。
〇職 種 事務補助職員
〇募集人数 １名
〇業務内容 パソコン操作を伴う事務、窓口、電話対

応、その他事務作業
〇資 格 等 ワード、エクセルなどのパソコン操作
〇報 酬 時給813円
〇通勤手当 通勤距離(片道２km以上)に応じて支給
〇休 暇 等 特別休暇（忌引き等）
〇保 険 等 社会保険、雇用保険、公務災害
〇任用期間 11月１日～令和３年３月31日
〇勤務場所 農業委員会事務局
〇勤務時間 月曜日～金曜日のうち週４日勤務

９:00～17:00
〇特記事項 市税等の滞納がないこと
〇募集期限 10月20日（火）
〇選考方法 面接（日時は後日連絡）
〇問 合 せ 農業委員会事務局 ☎33-5647

日本年金機構から、公的年金の源泉徴収の対象とな
る年金受給者の方へ「令和３年分扶養親族等申告書」
が順次送付されています。必要事項を記入して、期限
までに提出（同封の返信用封筒に切手を貼って投函）
してください。提出しなかったり提出が遅れたりする
と、各種控除が受けられず、令和３年２月以降の年金
から、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
〇対 象 者 老齢（退職）年金の年間支給額が、次の
金額以上の方
・65歳未満の方 108万円以上
・65歳以上の方 158万円以上
〇提出期限 申告書の右上部に記載されています。
※10月までにお手元に届いた方の提出期限は、10
月30日（金）です。

〇問 合 せ 記入方法など、申告書全般
・扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
☎0570-081-240（ナビダイヤル）
＜受付＞ 月曜日 ８:30～19:00

火～金曜日 ８:30～17:15
第２土曜日 ９:30～16:00

（月曜日が祝日の場合、翌開所日は19:00まで）
・川内年金事務所 ☎22-5276

出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除されま
す。産前産後免除期間は保険料納付済期間の扱いとな
り、老齢基礎年金受給額に反映されます。
※「出産」…妊娠85日（４か月）以上の分娩（死産・

流産・早産・人工妊娠中絶を含む）
〇免除期間
出産（予定）日の属する月の前月から４か月間。
多胎妊娠の場合は、出産（予定）日の属する月の３
か月前から６か月間。
【例】単胎で出産日が５月の場合、免除期間は４月

から７月まで。
〇対 象 者
国民年金第１号被保険者（自分で国民年金保険料を
納めている方）で、出産日が平成31年２月１日以降
の方。
〇届出時期
出産予定日の６か月前から届出できます。
〇添付書類
・出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など
・出産後に届出をする場合
原則不要。ただし、出産した方と子が別世帯の場
合は、戸籍謄（抄）本、出生届受理証明書、住民
票など、出産日及び母子関係を明らかにする書類
※事前にお問い合わせください。
〇届出・問合せ 市民課 ☎33-5612

市来庁舎市民課 ☎21-5114
川内年金事務所 ☎22-5276

国・県や市に対する苦情、意見、要望などについて、
本市担当の行政相談委員が相談に応じます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
[串木野地域・市来地域合同]
〇日 時 10月21日(水) 10:00～14:00
〇場 所 まちなかサロン
〇相談委員 東 節代 ・ 德重 涼子
〇問 合 せ まちづくり防災課

☎33-5632

行政相談マスコット
キャラクター
「キクーン」
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産前産後期間の国民年金保険料免除制度会計年度任用職員募集

秋の巡回行政相談

令和３年分公的年金等受給者の「扶養
親族等申告書」の提出をお忘れなく！
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令和２年10 月１日

調査票へのご記入は
お 済 で す か？
提出の期限が近づいています！！
インターネットで回答しなかった場合、調査票へ記入し、
郵送で提出をお願いします。
※提出（回答）期限

インターネット回答 10月7日（水）
郵送提出 10月7日（水）までにポストに投函

※回答がお済でない場合や、万一調査票が届いていない場合は、国勢調査
いちき串木野市実施本部（市役所串木野庁舎内）にご連絡ください。

気をつけて！！
●国勢調査をかたって調査項目にない預金等の個人情報を聞き出そうとする不審な電話に関する
相談が寄せられています。

●国勢調査では、預金額や収入など財産に関する質問事項はありません。不審な電話があった時
はお知らせください。

国勢調査いちき串木野市実施本部
（☎３３－５６５０・３３－５６５１）

●国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●調査結果は、各種の計画や施策を始め、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、
私たちの暮らしのために役立てられます。

〇国勢調査コールセンター
【電話】0570-07-2020
【IP電話】03-6636-9607
設置期間：10月31日まで
受付時間：８:00 ～ 21:00
（土・日・祝日も利用できます）

調査票の記入に誤り
がないか、再度確認
をお願いします。



「歯が痛くなったり、抜けたりしなければ特に問題
はない」と思っていませんか。歯周病は口の問題だけ
で済まず、歯周病菌は血液中に入り込み全身をめぐり
様々な病気を引き起こす危険性を高めます。
また、成人の約80％以上が歯周病にかかっていると
いわれています。自分は歯周病ではないと思わず、一
度、歯科医院でお口の中をチェックしてもらいましょ
う。
お口の健康､全身の健康を保つためにもかかりつけ
の歯科医を持ち､定期検診を受けましょう。
〇対 象 者 40･50･60･70歳の方

(令和３年４月１日時点）
※対象の方には受診票を配布しています。

〇受診期限 11月30日（月）
〇実施場所 いちき串木野市内の協力歯科医療機関
あおい歯科・えとう歯科・くきた歯科クリ二ック
さくら歯科クリニック・なかしま歯科医院
羽島歯科クリニック・濵田歯科医院
ひまわり歯科医院・前薗歯科・前田歯科
マコト歯科医院・丸田歯科クリニック
みどり歯科医院
ワハハ総合デンタル串木野小前クリニック

（50音順）
※必ず予約してから医療機関を受診してください。
〇問 合 せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

乳児を養育する保護者に対して、紙おむつと布おむ
つの購入費を助成します。
〇対 象 者 令和３年３月31日までに出生の満１歳

未満の乳児を養育している保護者
※乳児・保護者ともに本市に住所がある
こと

〇助成金額 乳児１人につき20,000円（限度額）
〇助成対象 市内事業所で購入した「紙おむつ」と「布

おむつ」（要領収書）
〇申請期限 満１歳の誕生日の前日、または令和３年

９月30日のどちらか早い日まで
〇申請方法 次のものを持参して、福祉課または市来

庁舎市民課で手続きをしてください。
・市内事業所の領収書
（おむつを購入したことがわかる内容
のもの。レシート等でも可）

・印鑑（スタンプ印は不可）
・保護者の振込口座預金通帳
・税務課発行の納税証明書
（発行手数料200円）

※この制度は、令和２年度で廃止となります。
〇申請・問合せ 福祉課 ☎33-5618

市来庁舎市民課 ☎21-5117

次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育て
を支援する制度です。
〇対象者
①出生祝金（第１子：２万円 第２子：３万円

第３子以降：10万円）
子どもを出産した方、新たに養育する保護者。た
だし、子どもの出生前に保護者が本市に１年以上
住所を有していること。
②誕生日祝金（５歳まで誕生日ごとに１万円）
第３子以降の子どもが誕生日を迎えた保護者。た
だし、子どもの誕生日前に保護者が本市に１年以
上住所を有していること。
③入学祝金（５万円）※申請期限10月30日（金）
第３子以降の子どもが令和２年４月に小学校に入
学した保護者。ただし、入学時点で保護者が本市
に１年以上住所を有していること。
※②と③は、申請要件の発生日において、対象の子
ども以外に２人以上の子どもを養育している方が
対象です。なお、15歳以上の子どもを養育してい
る方はお問い合わせください。

〇申請に必要なもの
・税務課発行の納税証明書（発行手数料200円）
・印鑑
・保護者の振込口座預金通帳
※各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が
発生した翌月から６か月以内です。
※②と③は、令和２年度で廃止となります。詳しく
はお問い合わせください。

〇申請・問合せ 福祉課 ☎33-5618
市来庁舎市民課 ☎21-5117

羽島・川内線はいちき串木野市と薩摩川内市を結ぶ
地域間幹線系統のバス路線として、鹿児島交通㈱の企
業努力や国県市の補助金により運行されています。
しかし、利用者の減少や乗務員不足により、現状便
の維持が難しいことから、運行の見直し（減便・廃止）
を行います。
見直しに伴う時刻表については、鹿児島交通㈱（☎
0996-23-3181）へお問い合わせいただくか、市の
ホームページをご覧ください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
〇減 便 10月１日以降の便
〇廃 止 令和３年４月１日
〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638

３

地域間幹線系統バス路線
（羽島・川内線）の減便・廃止

｢歯周病検診」の受診期限が迫っています

乳児紙おむつ購入費の助成

未来の宝子育て支援金
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税・介
護保険料・後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。

〇対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
（国保の場合は世帯）
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入
又は給与収入の金額が前年の当該収入金額から10分の３以上の減少が見込まれる被保険者（国保
の場合は世帯）
※主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円を超える場合（国保・後期）や収入減少
が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円を超える場合は対象外

〇減免額の算定方法
対象者①の場合：全額
対象者②の場合：次の計算のとおり（全額または一部）
●減免額＝減免対象保険税（料）額（A×B/C） × 減免割合（D）

減免対象保険税（料）額（A×B/C）
Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税（料）額（介護・後期の場合は該当の被保険者）
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額（介護の場合は主たる生計
維持者のみ）
※Ｂが０円（マイナスを含む）の場合、減免額は０円になります。

前年の合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
◎国保税・後期保険料 ◎介護保険料
事業等の廃止・失業：全額（10分の10） 事業等の廃止・失業：全額（10分の10）
300万円以下の場合：全額（10分の10） 200万円以下の場合：全額（10分の10）
400万円以下の場合：10分の８ 200万円を超える場合：10分の８
550万円以下の場合：10分の６
750万円以下の場合：10分の４
1,000万円以下の場合：10分の２

〇申請に必要な書類
・減免申請書 ・収入状況申告書 ・その他収入のわかる書類(給与明細書等)

※申請に必要な書類等の詳細については、市のホームページをご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。

〇対象期間 令和元年度６期分～令和２年度全期分の保険税（料）

〇申請・問合せ 税務課 ☎33-5616

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保
険料・後期高齢者医療保険料の減免について



市では、地域の振興と福祉の向上を目的として、川
内原子力発電所から概ね10kmの圏域にある羽島・荒
川地区内において、九州電力㈱や新電力会社など小売
電気事業者から電気の供給を受けている世帯と事業所
を対象に、従来の国（県）が交付している原子力発電
施設周辺地域給付金に加算して給付金を交付します。
〇加算給付金の交付対象
羽島・荒川地区内において、小売電気事業者等か
ら、給付基準日に電気の供給を受けている電灯需要
家及び電力需要家
〇給付基準日 10月１日
〇加算給付金額
電灯需要家：電灯契約(農事用除く)１口当たりの給

付金額(年額3,000円)
電力需要家：電力契約(農事用除く)契約電力１kW

当たりの給付金額(年額756円)
農事用契約：基準日の属する月の前12月の使用実績

に基づき、上記単価を月按分(単価×
使用月数/12か月)した金額

〇交付の時期と方法
加算給付金は、年１回、10月下旬から３月下旬に
かけて交付します。なお交付時期は、契約の電力会
社により異なり、給付対象者に対して、事前にハガ
キでお知らせします。
〇問合せ 政策課 ☎33-5634

みんなで応援！プレミアム付商品券の販売を次のと
おり行っています。
〇販売期限 11月30日（月）
〇販売時間 10:00～16:00
〇販売場所 いちき串木野商工会議所、市来商工会
〇購入時必要なもの
・購入引換券
・購入に来る方の身分証明書
（マイナンバーカード、運転免許証等）
・購入代金
※商品券は、代理の方でも購入できます。
みんなで応援！プレミアム付商品券事業を装う振り込
め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
市や商工会議所、商工会の職員が次のようなことを
求めることはありません。
・プレミアム付商品券を販売するために、手数料など
の振り込みを求めることはありません。
・ＡＴＭ（銀行やコンビニエンスストアなどの現金自
動支払機）の操作をお願いすることはありません。
・世帯構成や銀行口座番号などの個人情報を照会する
ことはありません。
※ご自宅などに不審な電話がかかってきたら迷わず、
水産商工課へご連絡ください。
〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638

いちき串木野商工会議所 ☎32-2049
市来商工会 ☎36-2145

５

原子力発電施設周辺地域加算給付金の交付 みんなで応援！プレミアム付商品券の販売

土地は、国民のための限られた貴重な資源で、将来の子ども達のためにも土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体の取組と土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協
力が不可欠なことから、国土交通省は毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する様々な普及・啓発活動を
行っています。

～ 大規模な土地取引には届出が必要です ～
国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る
ため、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在す
る市町村を通じて県知事に届け出る必要があります。

〇届出・問合せ
土地売買等届出書や契約書の写し、図面等の正・副1部を政策課（☎33-5634）へ提出してください。

10月は「土地月間」です

届出が必要となる土地取引 面 積 要 件 届 出 者 届出の時期

○売買 ○交換
○営業譲渡 ○譲渡担保
○代物弁済 ○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡
など
※これらの取引の予約である場合
を含む。

○都市計画区域
5,000平方メートル以上
○都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上

※権利を取得する土地の合
計面積

権利取得者

※売買の場
合は買主

契約締結後２週間以内
(契約締結日を含む)

※２週間の起算日は契
約書の日付であって
契約に基づく実行日
ではありません。



〇家 賃 入居世帯の所得に応じて設定されます。
〇入居基準（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が158,000円以下であること
（詳細は住宅管理係まで）
・同居する家族がいること
・市税や水道料金などの滞納がないこと
・原則として、公営住宅に入居していないこと
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の３か月分）
・駐車場保証金（2,520円 /１台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
(ウッドタウン・芹ケ野・荒川住宅は２台まで)
・連帯保証人（２人）
〇申込期限 10月19日（月）必着
※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しているため
壁等に傷みや汚れがありますが、ご承知ください。

〇抽 選 日
10月27日（火）10:00 市来庁舎 研修室
〇入居予定日 11月11日（水）から
〇申込・問合せ 都市計画課 ☎21-5154

土木課土木総合窓口係(串木野庁舎)

45分コースです。お気軽に受講ください。
〇日 時 10月23日（金）19:15～20:00
〇場 所 消防本部 ２階会議室
〇定 員 20名
〇対象者 市内居住または勤務（在学）している方
〇受講料 無料
〇申込み 10月21日（水）までに消防本部救急係へ住

所、氏名等をお知らせください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、開催場所
の変更、または中止となる場合もあります。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

職場の労働に関するトラブルについて、県労働委員
会委員（公益委員、労働者委員、使用者委員）等が相
談に応じます。労働者、使用者のいずれでも、お気軽
にご相談ください。（秘密厳守、無料）
〇開催日程
休日相談会
10月17日(土) 10:00～16:00
鹿児島市勤労者交流センター
定期相談会
10月27日(火) 14:30～17:00
鹿児島県労働委員会
※原則、毎月第４火曜日開催

〇相談事例
解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、労働条件など
〇事前申込み 可能（予約優先）
※新型コロナウイルスの影響により開催方法等を変更
する場合がありますので、詳しくはお問い合わせく
ださい。
〇問合せ 鹿児島県労働委員会事務局

☎099-286-3943 FAX099-286-5653

「フェリーニューこしき」の発着所である串木野新
港フェリーターミナルで、お弁当販売を行っています。
市内飲食サービス業の皆さんの特色を生かしたお弁
当です。皆さまのご利用をお待ちしています。
〇販売期間 10月31日（土）まで
〇販売時間 10:30～13:00 ※なくなり次第終了
〇店 舗 等 日替わりによる出店（毎日約５店舗）
※出店予定の店舗については、いちき串木野商工会
議所のホームページをご覧ください。

〇問 合 せ
いちき串木野市観光特産品協会 ☎32-2049

６

市営住宅入居者募集

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成５年度
１戸

耐火４階建
(２階)3DK
水洗トイレ

不可

ウッドタウン
（脳神経外科
近く）

平成15年度
１戸

木造２階建
3LDK

水洗トイレ
不可

芹ケ野住宅
（芹ケ野公民
館近く）

昭和63年度
１戸

木造平家建
3DK

水洗トイレ
不可

荒川住宅
（荒川小学校
近く）

平成13年度
１戸

木造平家建
3LDK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成10年度
１戸

耐火４階建
(3階)3DK
水洗トイレ

不可

平成14年度
１戸

耐火４階建
(2階)3DK
水洗トイレ

不可

佐保井住宅
（Ａコープ大
里店近く）

昭和51年度
１戸

耐火２階建
3DK

水洗トイレ
不可

中組住宅
（川上小学校
近く）

昭和56年度
１戸

耐火２階建
3K

水洗トイレ

入居可
但し

60歳以上

串木野新港フェリーターミナルでお弁当販売

労使間のトラブルに関する相談会の開催

救命入門コース受講者募集



〇募集内容 独身男女の出会いの機会となる文化・
スポーツイベント、パーティー、体験教
室などの企画案

〇委託金額 25万円以内
〇応募資格 いちき串木野市で活動する団体

（その他要件があります）
〇応募締切 10月30日（金）
〇応募方法 応募書、企画提案書などの応募書類を政

策課へ提出してください。
※詳しくは募集要項をご覧ください。
※募集要項及び応募書類は政策課にあります。また、
市ホームページからもご覧いただけます。

〇問 合 せ 政策課 ☎33-5634

鹿児島県最低賃金が10月3日より時間額793円に改
定されました。
鹿児島県最低賃金は県内の全ての労働者に適用され
ます。ただし、別に定める特定最低賃金（産業別最低
賃金）の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が
適用されます。
〇最低賃金に関する問合せ
鹿児島労働局 賃金室 ☎099-223-8278
鹿児島労働基準監督署 ☎099-214-9175
最低賃金テレフォンサービス ☎099-223-8881

まぐろの魚食普及、天然船凍まぐろの知識向上、食
育、「まぐろのまち」いちき串木野のPRを目的に、鹿児
島まぐろ船主協会主催の「まぐろの日」キャンペーン
が開催されます。
皆様の多数のご来場をお待ちしています。
〇日 時 10月10日（土）11:00～17:30
〇場 所 Aコープ串木野店駐車場

おいどん市場与次郎館
〇内 容 まぐろ販売

〇問合せ 鹿児島まぐろ船主協会 ☎32-2181

11月15日（日）に開催を予定していました、いちき
串木野市地区対抗駅伝競走大会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、中止となりました。
〇問合せ 市民スポーツ課 ☎21-5129

７

趣味で出会える婚活イベント参加者募集
共通の趣味を通して独身男女が出会う婚活イベント「趣味コン」を開催します。

〇申込方法
両イベントともWEB申込フォームまたは専用申込書で申し込みください。
申込フォームは下のQRコード、また、申込書は政策課にあります。
10月20日頃、申込者全員に参加の可否についてメール（メールがない場合は電話）で連絡します。
〇申込期限 10月15日（木）
〇申込・問合せ
趣味コン事務局（MBC開発広告事業本部内）
☎ 099-255-0280（平日９:00～17:30）
FAX 099-226-3100

鹿児島県最低賃金が時間額793円に！

｢まぐろの日（10月10日）」キャンペーンいちき串木野出会いサポート事業企画案募集

令和２年度いちき串木野市地区対抗
駅伝競走大会中止のお知らせ

10月10日は「まぐろの日」です。
まぐろをもっと食べてほしい、まぐろへの理解
を深めてほしいという願いを込めて、1986年(昭
和61年)に制定されました。
詳しくは、日本かつお･まぐろ漁業協同組合ホー
ムページ（http://www.japantuna.net/）をご覧く
ださい。

恋する青空キッチン 恋するバスツアー
日 時 11月１日（日） 10:15～17:00 11月21日（土） 9:45～17:00

場 所 グリーンファーム
（鹿児島市観光農業公園）

（行程）
鹿児島中央駅西口発→姶良市（ふるさと交流館
～蒲生八幡神社）→ランチ（癒しの武家屋敷「蒲
生茶廊ZENZAI」）→日置市（大汝牟遅神社）→
いちき串木野市（照島神社～コーヒーブレイク
~江口浜海浜公園）→鹿児島中央駅着

申込資格 いちき串木野市・鹿児島市・日置市・姶良市在住の独身者で結婚を希望する20歳から40歳の方
参加人数 男女各20名（申込多数の場合は抽選） 男女各10名（申込多数の場合は抽選）
参 加 費 １人 2,000円 １人 2,000円



令和３年版農業日誌等の予約を受け付けています。
〇種 類 ・農業日誌 1,232円/冊(税込)

・ファミリー日誌 1,232円/冊(税込)
・新農家暦 440円/冊(税込)
※代金は引渡し時にお支払いください。

〇申込期限 10月27日（火）
〇引渡予定 11月中旬頃
※申込期限後の注文については、送料負担となりま
す。早めにご注文ください。

〇申込・問合せ 農政課 ☎33-5635

新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大き
な影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下
支えするため、国から「持続化給付金」が支給されて
おり、農林業者の皆さんも対象になる可能性がありま
す。
原則インターネットでの申請（スマートフォン可）
となりますので、要件に該当すると思われる方は、ホー
ムページから申請してください。
また、インターネット等の使用ができない方は、農
政課へご相談ください。
〇給 付 額 法人 最大200万円

個人事業者 最大100万円
〇給付対象 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、ひと月の売上が前年度同月比で
50％以上減少している事業者

〇必要書類等
①申請者名義の振込先口座の通帳の写し
②本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）
③2019年分の確定申告書第一表の控え
（収受日付印が押印してあるもの）
④2020年の現在までの事業収入が分かる書類
（売上台帳、帳面など）
⑤申請者のメールアドレス
〇申請期限 令和３年１月15日（金）
※対象になるかの判断は経済産業省が行います。
※給付金は課税対象ですので、来年度の市県民税、
国民健康保険税、介護保険料などに影響がある可
能性があります。

持続化給付金の申請用ホームページ
https://jizokuka-kyufu.jp

〇問 合 せ 農政課 ☎33-5635

家賃支援給付金は、新型コロナウイルスの影響によ
り、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支える
ため、事業利用されている土地・建物の賃料の負担を
軽減することを目的として、賃借人である事業者に対
して給付金が支給されるもので、農地等の賃料につい
ても給付対象とされています。
詳しくは、
・いちき串木野市ホームページ
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/

・中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/

・家賃支援給付金コールセンター ☎0120-653-930
（平日・日【土・祝日除く】8:30～19:00）
でご確認ください。
〇申請期限 令和３年１月15日（金）
※手続は電子申請となります。
申請ポータルサイト
https://yachin-shien.go.jp/index.html
申請サポート会場 9:00～17:00（毎日）
TKPガーデンシティ鹿児島中央
鹿児島市中央町26-1南国アネックス
※完全予約制 ☎0120-150-413

〇問合せ 農政課 ☎33-5635

市では65歳以上の市民が、元気で健康的な生活を送
るための支援事業として「高齢者元気度アップ・ポイ
ント事業」を実施しています。
これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参加
するとポイントがもらえるもので、貯まったポイント
は地域商品券と交換できます。
参加希望の方は、説明会への出席と登録が必要です。
社会福祉協議会へ事前に電話で申し込んでください。
〇日 時 10月26日（月）10:00～

受付 ９:30～
〇場 所 串木野高齢者福祉センター
〇対 象 者 65歳以上の市民
〇申込締切 10月19日（月）
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止とな
る場合があります。
※説明会は、12月までの毎月第４月曜日に開催。
（祝祭日の場合は翌日）

〇申込・問合せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

農林業者の皆さんへ持続化給付金のご案内

８

農地等の賃貸借に係る家賃支援給付金農業日誌等の予約受付

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者募集
(ポイントカードの発行について)



〇日 時 13:00～15:30（開場12:30）※各日とも

〇内 容
①改正労働基準法を中心に働き方改革を推進する法
律の説明(鹿児島労働局 60分)
②鹿児島働き方改革推進支援センターによる個別相
談会等(90分)

〇受講料 無料
〇対象者
県内企業経営者、人事総務担当者
〇定 員
各会場30名(鹿児島市は50名) 先着順(要予約)
〇問合せ 鹿児島県商工労働水産部雇用労政課

☎099-286-3017

高度外国人材の認知度向上や社内体制整備等に向け、
その効果的な活用方法、在留資格等の情報を提供する
セミナーです。
※高度外国人材とは、国内の大学等を卒業し、企業
において研究者や海外進出等の営業などに従事す
る外国の人材を想定しています。

〇日 時
①10月30日(金) 13:30～14:30
②11月 6日(金) 13:30～14:30
〇定 員 各回25名（先着順）
〇主な対象 中小企業等の経営者、人事担当者等
〇参 加 費 無料
〇開催方法
WEB会議システム(Callingを使用予定)
〇申込方法
アールアドバンス㈱へメールで申し込み
〇問 合 せ
・委託先：アールアドバンス株式会社
☎092-753-9911 mail:career@r-advance.co.jp
・委託元：九州経済産業局国際部投資交流促進課
☎092-482-5426

９

働き方改革推進セミナーの開催 高度外国人材獲得活用セミナー
(基礎知識編)のＷＥＢ開催

働く女性の家いきいき女性講座受講生募集

〇場 所 働く女性の家
〇対 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。
〇受 講 料 無料（ただし、材料費は実費自己負担）

※当日のキャンセルは材料費をいただきます。
〇申 込 み 10月20日（火）までに、電話で働く女性の家（☎32-7130）へお申し込みください。

（受付時間：火曜～土曜、9:00～17:00）
〇託 児 満２歳以上～未就学児。希望する方は、申し込み時にお知らせください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更もしくは中止となる場合があります。

講 座 名 日 時 定 員 講 座 内 容

冬を彩る花の
寄せ植え

11/11(水)
10:00～11:30 12名

これからの寒い季節、丈夫に育ち、冬を楽しめるお花
の寄せ植えをします。（ガーデニング用手袋・ビニー
ル袋・1,500円）

干支の押し絵
11/17(火)、11/24(火)
12/１(火)
10:00～12:00

12名
型に綿を入れ布をくるみ、立体感を出す押絵で来年の
干支（丑）を作ります。（ハサミ・定規・ボンド・スティッ
クのり・鉛筆・3,600円）

秋の夜長に
癒しキャンドル

11/27（金）
10:00～12:00 12名

お好きな香りを選んで、お花を飾ったキャンドルを作
成します。（はさみ・お持ちの方はピンセット・1,000
円）

開 催 日 会 場
10月14日(水) 薩摩川内市(県北薩地域振興局)

10月28日(水) 鹿屋市(県大隅地域振興局)

11月 5日(木) 姶良市(県姶良・伊佐地域振興局)

11月13日(金) 鹿児島市(かごしま県民交流セン
ター)



市では、地域の皆様と一緒に地域公共交通について
考えることを目的にワークショップを開催します。参
加希望の方は、水産商工課へ申し込みください。
〇事業名 公共交通ワークショップin羽島
〇日 時 10月８日（木）13:30～15:30
〇場 所 羽島交流センター ２階会議室
〇対 象 いちき串木野市民
〇内 容 鹿児島大学井上特任教授の講演、住民によ

るワークショップ
〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638

〇日 時 10月31日（土）9:00開会式
〇場 所 いちき串木野パークゴルフ場
〇募集定員 50名（定員になり次第締切）
〇参 加 料 1,500円
〇申込方法 10月25日（日）17:00までにパークゴル

フ場へ申し込んでください。
※期日厳守。申込書はパークゴルフ場に
あります。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止にな
る場合があります。

〇問 合 せ Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32-8994
指定管理者（株）日本水泳振興会

１０ 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)0996-32-3111 (FAX)0996-32-3124
ホームページ:http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
E-mail:info@city.ichikikushikino.lg.jp

第13回Ｂ＆Ｇ杯パークゴルフ大会公共交通ワークショップin羽島

数日前、「国勢調査」と言って
電話があり、銀行のことについて「い
くつ口座があるか」「預金は１千万円
以上あるか」と聞かれた。「口座は二つ
あり、預金は１千万円以下だ」と答え
た後、不審に思い電話を切った。

（80 歳代女性）

国勢調査だと言って
個人情報を聞かれたことがある。
答えなかったが、答えたほうがよ
かったのだろうか。

（70 歳代女性）

国勢調査を装った
不審な電話に注意！

●国勢調査では、調査員が電話で直接、個人情報や預金額等を聞くことはあ
りません。
●公的機関等をかたり、家族構成や資産状況等を聞き出そうとするいわゆる
「アポ電」の可能性もあります。このような電話は、すぐに切ってください。
●着信番号通知や留守電の録音機能を活用し、誰からの電話か分かったうえ
で電話に出るなどし、トラブルを防ぎましょう。
●国勢調査に関する不審な電話があったときは、国勢調査いちき串木野市実
施本部や、いちき串木野市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）

事例１

事例２


