
11月30日は「ねんきんネット」等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、
「年金の日」となっています。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」
で自分の年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の
生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでも
自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見
込額について、自分の年金記録を基にいろいろなパ
ターンの試算が可能です。
〇問合せ
「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」
☎0570-058-555（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
（祝日、12/29～1/3は除く）

〇付加年金とは・・
国民年金第１号被保険者（任意加入被保険者も可）
を対象に、国民年金の定額保険料に加えて月額400円
の付加保険料を納めると、老齢基礎年金額に「200円
×付加保険料を納めた月数」で計算された付加年金が
毎年上乗せされます。

付加年金を２年間受給すると、納付した付加保険料
総額と同額になります。
※国民年金基金に加入の方は、付加年金に加入する
ことはできません。

〇申込・問合せ 市民課 ☎33-5612
市来庁舎市民課 ☎21-5114

１

付加年金をご存知ですか

会計年度任用職員募集
応募する方は、履歴書を提出してください。

広報
いちき串木野

第166号
令和2年(2020年) 11/5

11月は「ねんきん」月間
11(いい)月30(みらい)日は｢年金の日｣

ねんきんネット 検索

例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)＝48,000円
毎年の上乗せ分は、
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)＝24,000円

職 種 個人番号カード出張申請等事務
補助員 公用自動車運転手 保健師

募集人数 ３人（予定） １人 １人

業務内容 事務補助 議長車等の運転業務等 母子保健に関する業務
その他事務作業

資 格 等 パソコン操作等 大型自動車運転免許 保健師資格
報 酬 時給813円 月額120,077円 月額201,097円
通勤手当 通勤距離（片道２km以上）に応じて支給
休 暇 等 特別休暇（忌引き等）
保 険 等 社会保険、雇用保険、公務災害
特記事項 市税等の滞納がないこと
任用期間 12月１日～令和３年３月31日
勤務場所 市民課 政策課 串木野健康増進センター

勤務時間 月～金 ９:00～17:00
（祝日除く）

週５日 ９:00～16:00
(月21日程度、時差出勤、
土日祝出勤有)

月～金 ８:30～17:00
（祝日除く）

募集期限 11月20日（金）※郵送必着
選考方法 書類審査及び面接（面接日時は後日連絡）
問 合 せ 市民課 ☎33-5611 政策課 ☎33-5624 健康増進課 ☎33-3450
履 歴 書
提 出 先

串木野庁舎総務課
市来庁舎市民課



インフルエンザの流行する季節になりました。次の
ことに気を付け、予防しましょう。
〇インフルエンザの症状
・急な38度以上の発熱、悪寒
・頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の痛み
〇インフルエンザの予防
・外出後は手洗い・うがい・洗顔をする。
・室内の湿度（50～60％が理想的）を適度に保つ。
・体力を保つため、十分な睡眠とバランスの良い食
事を摂る。
・流行期には人混みをできるだけ避ける。
・外出時は、マスクを着用する。
・インフルエンザの予防接種を受ける。
※感染した場合は、感染拡大を防ぐため、必ずマス
クを着用しましょう。

〇問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、今年度に76
歳及び80歳の誕生日を迎えられる後期高齢者医療の
被保険者を対象に、いつまでも元気で生き生きと過ご
せるよう「お口元気歯ッピー検診」を実施しています。
口腔検診を受けてお口から健康になりましょう。
〇対 象 者
次の期間に生まれた後期高齢者医療の被保険者
・昭和19年４月１日～昭和20年３月31日
・昭和15年４月１日～昭和16年３月31日
〇検診内容 口腔検診
〇検診期間 令和３年１月31日（日）まで
〇検 診 料 無料
〇そ の 他
対象者には５月末に受診券（オレンジ封筒）を送
付しています。お持ちでない方は、問い合わせくだ
さい。
〇問 合 せ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

業務課保健事業班 ☎099-206-1329

２

｢インフルエンザ｣を予防しましょう お口元気歯ッピー検診

市職員採用試験案内

〇試 験 日 12月13日（日）
〇試験会場 市役所串木野庁舎
〇応募期間 11月５日（木）～27日（金）
〇受験資格及び応募方法等
詳細については、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。

保健師を募集します‼

☆募集年齢☆
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、保健師の資格を
有する方は45歳まで受験ができます。

☆人物重視の採用☆
民間などで行われている「基礎的能力試験」や面接を行うことにより、人
物重視の採用試験を実施します。

※公務員試験の特別な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。



不規則で栄養バランスのよくない食生活、慢性的な
運動不足などにより現在、成人の６人に１人が糖尿病、
その予備群といわれています。
今回、糖尿病が心配な方の健康相談を実施します。
保健師、栄養士が個別に相談に応じます。自分の生活
習慣を見直す機会としてぜひご参加ください。
来所の際は体温測定し、マスク着用の上お越しくだ
さい。
〇日 時 11月９日（月）、11月24日（火）

９:00～13:00
〇場 所 串木野健康増進センター
〇内 容 検尿、体重・体脂肪測定、血圧測定

栄養相談など
〇問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450

かごしま子ども・若者総合相談センターでは、不登
校やひきこもりの状態にある子ども・若者やその保護
者を対象とした巡回相談会を開催します。
〇日 時 12月３日（木） 13:00～17:10
〇場 所 中央公民館
〇対 象 者 不登校、ひきこもり、ニート、フリーター

などの本人及び保護者
〇申込締切 11月26日（木）
〇申込・問合せ
かごしま子ども・若者総合相談センター
☎099-257-8230

３

糖尿病が心配な方の健康相談 子ども・若者の自立支援巡回相談会

母子（父子・寡婦）福祉資金の貸付
母子(父子)家庭などのお子さんを対象にした無利子
の貸付制度があります。学校で学んだり、就職したり、
あるいは働くのに必要となる技能習得のために必要な
資金に使えます。
詳細はお問い合わせください。
＜修学資金＞
〇対象者
高等学校、短期大学、大学、高等専門学校または
専修学校で修学するために必要な経費（※）で、母
子(父子)家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶
養している子
※授業料、書籍代、学用品代、通学費等

〇貸付金 月額27,000～146,000円
学校の種類等によって異なります。

〇返 済 卒業後６か月据置で、貸付期間の４倍以内
（専修学校一般課程は５年以内）

＜修業資金＞
〇対象者
事業を始めるため、または就職するために必要な
技能を習得するのに必要な経費（※）で、母子(父子)
家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶養してい
る子
※授業料、材料費、交通費等

〇貸付金
・技能習得 月額68,000円
・自動車運転免許取得(就職内定者) 460,000円まで
〇返 済 修業期間終了後１年据置で、貸付期間の２

倍以内（自動車運転免許取得の場合は10年
以内）

＜就職支度資金＞
〇対象者
就職に際して直接必要とする被服・履物等の購入
費等で、母子(父子)家庭の児童、父母のいない児童
〇貸付金 100,000円
〇返 済 １年据置で６年以内
＜就学支度資金＞
〇対象者
来春４月に小・中・高等学校、大学などの修学資
金の対象となる学校への入学、または知識技能を習
得させる修業施設（厚生労働大臣が定める施設）へ
の入所に必要な経費（※）で、母子(父子)家庭の児
童、父母のいない児童、寡婦が扶養している子
※入学金、校納金、教材費、制服代等

〇貸付金 64,300～590,000円
学校種別等によって異なります。

〇返 済 修学期間終了後６か月据置で５～７年以内
＜その他＞
・金額は令和２年４月現在のものです。
・合格発表以前でも申請できます。
・どの資金も連帯保証人が必要です。
・他にも、母子(父子)家庭の母(父)、寡婦を対象とし
て事業開始、事業継続、技能習得、医療介護、生活、
住宅、転宅、結婚等の貸付制度があります。
・税金や公共料金に多額の滞納があると貸付ができま
せん。
〇申込・問合せ 福祉課 ☎33-5618



配偶者等からの暴力やセクシャルハラスメント、ス
トーカー被害など、女性をめぐる様々な人権問題の解
決を図ることを目的として、全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間が実施されます。
相談内容は問いません。秘密は厳守されます。
〇実施機関 鹿児島地方法務局

鹿児島県人権擁護委員連合会
〇実施日時 11月12日（木）～18日（水）

平日 ８:30～19:00
土曜・日曜 10:00～17:00

〇電話番号 ０５７０－０７０－８１０
※通話料がかかります。
※ＩＰ電話からは接続できません。
※強化週間以外でも相談は随時受け付けます。
（平日のみ ８:30～17:15）
〇問 合 せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

☎099-259-0684

ＤＶ、セクハラ、ストーカーなど女性に対する暴力
や離婚にまつわる諸問題など、女性の人権に関わる問
題について、女性の弁護士が電話と面接で相談に応じ
ます。
〇日 時 11月25日（水）10:00～16:00
〇問合せ 鹿児島県男女共同参画センター相談室

（かごしま県民交流センター内）
９:00～17:00（月曜日は休館）
☎099-221-6630

※予約優先。詳しくはお問い合わせください。

４

11月は児童虐待防止推進月間です

女性の人権ホットライン 女性のための法律110番

児童虐待問題は、虐待の発生の防止、早期発見・早期対処など地域全体で取り組み、解決しなければならない
問題です。児童虐待への正しい認識と関心をもち、児童を虐待から守りましょう。

〇相談・問合せ 児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189(局番無し)
市役所 福祉課子育て支援係 ☎ 33-5618
鹿児島県中央児童相談所 ☎ 099-264-3003

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(木)～25日(水)

!
児童虐待とは…？

●身体的虐待 殴
なぐ

る、蹴
け

る、叩
たた

く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、న
おぼ

れさせ
る、家の外にしめだす など

●性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

●ネグレクト
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動
車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子ども
に暴力を振るうことなどを放置する など

●心理的虐待 言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ＤＶ) など

あなたの１本のお電話で救われる子どもがいます｡

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください｡



病児・病後児保育事業とは、病気やその回復期で集
団保育が困難な時期や、保護者の就労・傷病・事故な
どの都合で自宅保育ができない場合に一時的に預かる
事業です。
病児保育お迎えサービス事業とは、子どもが保育所
等で体調不良となり、保護者が迎えに行くことが困難
な場合に、病児保育施設の保育士等が迎えに行き、診
察後預かる事業です。
事業を利用するには、毎年度市役所で事前登録が必
要です。
〇実施施設 病児保育所 あいあいきっず

☎26-0404（いとう耳鼻咽喉科２階）
〇利用対象者
本市に住所を有する児童または本市に勤務する保
護者の児童（０歳児から小学６年生）
〇利用時間 月曜日～金曜日 ８:30～17:30

土曜日 ８:30～12:00
※日曜、祝祭日、年末年始は休み。

〇利用料金
・病児・病後児保育事業 １回 1,000円
・病児保育お迎えサービス事業 １回 2,000円
※利用料金には、食事やミルク代、医療費等は含ま
れません。

〇事前登録・問合せ 福祉課 ☎33-5618
市来庁舎市民課 ☎21-5117

税金は、私たち国民が豊かに安定して暮らせるよう
に、国や地方公共団体が活動するための大切な財源で
す。
「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりがあ
る税の意義や役割、税務行政の現状など、税に対する
理解を深めていただくために設けられているものです。
※税についてわからないこと、知りたいことがあり
ましたら、気軽にご相談ください。

〇問合せ
伊集院税務署 ☎099-273-2541(自動音声案内)
税務課 ☎33-5616
市来庁舎市民課 ☎21-5116

すべての住宅の寝室に住宅用火災警報器の設置が平
成23年６月１日から義務づけられています。まだ設
置していない住宅の方は、早急に設置してください。
また、住宅用火災警報器は、定期的に作動確認など点
検に心掛け、10年を目安に交換をおすすめします。
異常があったものは、直ちに交換して、いざという
時のために備えておきましょう。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

詳しい方法は、取扱説明書または一般社団法人日本
火災報知機工業会のホームページをご覧ください。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

５

!
病児・病後児保育事業及び病児保育
お迎えサービス事業の事前登録

住宅用火災警報器の設置はお済みですか

｢税を考える週間｣11月11日～17日
～税の役割と税務署の仕事～

税に関する作品展（習字・標語・作文・絵はがき）
テーマ「くらしを支える税」
・11月９日（月）～24日（火）
だいわ串木野店

・11月25日（水）～12月４日（金）
中央公民館・いちきアクアホール

定期的に作動確認をして、音を聞きましょう

住宅用火災警報器が奏功した事例
鍋の空焚きによる煙が、隣の家の中に流入して住
宅用火災警報器が作動し、警報音に気付いた発見者
と近隣住民でガスコンロの火を消し事なきを得た。



毎年６月の第２週は危険物安全週間です。
この週間にあわせ、危険物災害の防止と危険物の貯
蔵・取扱いの安全を呼びかける標語を募集します｡
詳しい応募方法については､全国危険物安全協会の
ホームページをご覧になるか､消防本部（☎32-0119）
へお問い合わせ下さい。
〇応募資格 どなたでも応募できます。
〇応募方法 Web（推奨）または郵便はがき
〇応募締切 12月10日（木）必着
〇表 彰
・最優秀作 1点 消防庁長官賞と副賞20万円
・優 秀 作 1点 全国危険物安全協会理事長賞

と副賞10万円
・優 良 作10点 記念品
〇あて先
〒105-0021
東京都港区東新橋１丁目１番19号
ヤクルト本社ビル15階
（一財）全国危険物安全協会内

危険物安全週間推進協議会事務局
☎03-5962-8921

ホームページ http://www.zenkikyo.or.jp

〇期 間 11月９日（月）～15日（日）
〇全国統一防火標語
その火事を 防ぐあなたに 金メダル
この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥する
ため火災が起こりやすくなります。
一人ひとりが火の取扱いには十分注意して、火災
を出さないようにしましょう。
〇住宅防火 いのちを守る７つのポイント
・３つの習慣
①寝たばこは、絶対しない。
②ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。
③コンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
・４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。
④日ごろから隣近所の協力体制をつくる。
〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

消防庁では、家庭や職場・地域における防火意識の
高揚を図ることを目的として、2021年度全国統一防
火標語を募集します。
〇応募方法 一般社団法人日本損害保険協会の特設サ

イト（https://boukahyougo.jp/）の応募
フォームからお申し込みください。

〇応募締切 12月６日（日）
〇結果発表 令和３年３月下旬
〇問 合 せ 消防本部 ☎32-0119

県防災航空隊の消防・防災ヘリコプターと本市消防
隊が合同救助訓練を実施します。
当日は、冠岳山岳地帯において消防・防災ヘリコプ
ターが上空を旋回しますので、災害等と間違えないよ
うお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
〇日 時 11月25日（水）10:00～12:00
〇場 所 煙草神社北側山岳地帯
〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

〇試験の種類 乙種（第４類）・丙種
〇受付期間
・電子申請 11月28日（土）～12月７日（月）

https://www.shoubo-shiken.or.jp
※期間中24時間受付

・書面申請 12月１日（火）～10日（木）
９:00～17:00 ※土･日･祝日を除く

〇試験日時 令和３年１月24日（日） 9:30～
〇試験会場 鹿児島市
〇受付・問合せ 一般財団法人消防試験研究センター

鹿児島県支部 ☎099-213-4577
※１月に受験準備講習会(乙種第４類)も実施される予定で
す。受験願書等は、消防本部といちき分遣所にあります。

〇日 時 11月22日（日）10:00～12:00
〇場 所 いちき串木野市消防本部 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 11月20日（金）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、中止する
場合があります。

〇問合せ 消防本部 ☎32-0119

６

普通救命講習会の受講者募集

令和３年度危険物安全週間推進標語の募集 全国統一防火標語の募集

県防災航空隊との合同救助訓練

危険物取扱者試験

秋季全国火災予防運動

令和２年度最優秀作品
「訓練で 確かな信頼 積み重ね」



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
(荒川住宅・ウッドタウンは２台まで)

・連帯保証人（２人）
〇申込期限 11月19日（木）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 11月27日（金）10:00
市来庁舎 ２階研修室

〇入居予定日 12月11日（金）から
※中組住宅・佐保井住宅・芹ケ野住宅等については、
随時で申込みが出来る住宅があります。

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)

〇家 賃 入居世帯の所得に応じて次のとおり。

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以上487,000円未満
・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２台まで
・連帯保証人（２人）
〇申込期限 11月19日（木）17:00
〇抽 選 日 11月27日（金）10:00

市来庁舎 ２階研修室
〇入居予定日 12月11日（金）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)

市道 旧国道線ががけ崩れのため、現在通行止めに
なっています。災害復旧工事のため、令和３年３月末
まで交通規制をおこないます。ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

〇問合せ 土木課 ☎21-5151

７

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
荒川住宅

（荒川小学校
近く）

平成14年度
１戸

木造平家建
3LDK

水洗トイレ

不可

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

平成６年度
１戸

耐火４階建
(1階)･3DK
水洗トイレ

ウッドタウン
(脳神経外科
近く)

平成11年度
１戸

木造２階建
3LDK

水洗トイレ

日ノ出住宅
(アクアホール
近く)

平成９年度
１戸

耐火４階建
(4階)･3DK
水洗トイレ

平成14年度
１戸

耐火４階建
(1階)･3DK
水洗トイレ

特定公共賃貸住宅入居者募集

災害復旧工事に伴う交通規制

住 宅 名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身

入居

ウッドタウン
（脳神経外科
近く）

平成10年度
１戸

木造２階建
3LDK

水洗トイレ
不可

月額所得 家賃（月額）
158,000円以上259,000円未満 50,400円
259,000円以上313,000円未満 55,100円
313,000円以上487,000円未満 59,900円

串木野
小学校

串木野
中学校

袴田
公民館

ゴールデン
八光

通行止め区間
市道 旧国道線

至鹿児島市 至鹿児島市

至総合体育館

至大薗

至麓至薩摩川内市

至薩摩川内市

住吉町

Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線

国
道
３
号



８

県内でも人気の紅葉スポット「冠岳」への誘客を図るため、JR串木野駅を拠点とした冠岳方面への観光シャト
ルバス(予約制)を運行します。
〇運行期間 11月21日（土）～12月６日（日）（16日間）

〇運 行 表 ※事前予約制です

※決められた停車場所のみ停車いたします。
※各停車場所で下車～滞在し、後便への乗り換えが可能です。 の箇所で乗り換え可。
（紅葉散策、西岳登山、温泉入浴、食事、物産館でのお買い物など、目的に応じて様々な楽しみ方ができます）
※新型コロナウイルス感染防止対策として、マスクの着用をお願いします。また、乗車時に手指消毒・検温を行
います。

〇利用料金（１日乗降自由）
大人（中学生以上）１人 500円 子ども（３歳以上～小学生）１人 200円
※バス乗車時にお支払いください。

〇申 込 み いちき串木野市総合観光案内所 ☎32-5256

紅葉シーズン限定！
観光シャトルバス「くるくるMO

も
M I
み
J I
じ
バス」を運行します

くるくるMO
も
MI
み
JI
じ
バス限定！「冠岳 ☆薬膳弁当」を販売します（要予約）

不老不死の仙薬を求め、中国から渡来した徐福の伝説が息づく冠岳で、紅葉散策のお供に、心も体も元気
になる薬膳弁当はいかがですか？
食材にこだわった、地元のお母さんたち（生活研究グループ）の手作り弁当です。
◆冠岳薬膳弁当（仙人みそ汁付き）１個 1,350円（税込み）

〇販 売 日 11/21（土）・11/22（日）・11/23（月祝）・11/28（土）・11/29（日）
〇販売場所 冠嶽園前
〇申込方法 乗車希望日の２日前までにバス予約と一緒に市総合観光案内所へお申し込みください。

 
 ～お品書き～
舞茸の炊き込みご飯、黒にんにくの鳥唐揚げ、鮭の麹漬け、里芋味噌田楽、味付け卵
酒粕風味蓮根挟み蒸し、小松菜と松の実の黒胡麻和え、人参とクコのキンピラ
ラディッシュの甘酢漬け

停 車 場 所 １号便 ２号便 ３号便 ４号便(回収車)
串 木 野 駅 9:15 10:20 11:45 13:35

冠 岳 展 望 公 園 (５分停車)
9:40

(５分停車)
10:45

(５分停車)
12:10

14:05

冠 嶽 園 9:55 11:00 12:25 14:20

冠 岳 温 泉 11:05 12:30 14:25

食彩の里いちき
く し き の 11:25 (30分停車)

13:20
14:45

串 木 野 駅 10:15 11:35 13:30 14:55
(薩摩藩英国留学生記念館シャトルバスへ乗換え)

薩 摩 藩 英 国
留 学 生 記 念 館

串木野駅発
11:40

串木野駅発
13:40



男女共同参画の基礎知識や、身近なところで理解を
広めるためのスキルを学びませんか。

〇開催時間 10:00～16:00（受付 ９:00～）
〇場 所 かごしま県民交流センター 大ホール
〇受講資格 原則として２回とも受講できる方
〇参 加 費 無料
〇定 員 80名（先着順）
〇申込期限 11月13日（金）
※会場での受講が難しい方は、
オンラインでの受講も可能で
す（Zoom使用）。申し込みの
際にご相談ください。

〇申込・問合せ
鹿児島県男女共同参画センター
（かごしま県民交流センター内）
☎099-221-6603 FAX 099-221-6640
メール p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp

本市のＡＬＴと一緒に、イングリッシュキャンプの
活動を体験してみませんか。
〇日 時 12月５日（土）９:00～12:00
〇場 所 いちき串木野市防災センタ－

（市役所串木野庁舎隣）
〇対象者 市内の小学５・６年生、中学１年生
〇定 員 10名（定員になり次第締切）
〇受講料 無料
〇申込・問合せ
11月20日（金）までに政策課国際交流係へ電話・メー
ル・FAXで氏名・住所・電話番号などをお知らせくだ
さい。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
☎33-5624 FAX32-3124
メール seisaku4@city.ichikikushikino.lg.jp

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公共交通セミナーを開催します。
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 令和２年度公共交通セミナー
〇日 時 11月28日（土）10:00～11:30（予定）
〇場 所 いちきアクアホール
〇対 象 いちき串木野市民
〇内 容 大分大学教授 大井氏による講演

演題「これからの公共交通」
〇問合せ 水産商工課 ☎33-5638

離職者等を対象としたパソコン・基礎科の訓練生を
募集します。
〇訓練内容 パソコンの基礎的な知識・技能の習得・

キャリア支援
〇訓練場所 フォーエバー川内教室

（薩摩川内市西向田町6-32 サンビル５階）
〇応募資格 雇用保険受給資格者等
〇受 講 料 無料（ただし、テキスト代（8,800円程

度）、職業訓練生総合保険（任意3,000円）
は自己負担）

〇訓練期間 令和３年１月13日（水）～
４月12日（月）月曜日～金曜日
９:00～16:00

〇募集期限 12月11日（金）
〇申 込 み 最寄りのハローワーク
※応募者が定員に満たない場合は中止することがあ
ります。また、新型コロナウイルス感染症予防の
ため訓練期間等が変更になる場合があります。詳
しくは、お問い合わせください。

〇問 合 せ 県立宮之城高等技術専門校
☎0996-53-0207

労働者を１人でも雇用している事業主は、労働保険
(労災保険・雇用保険)の加入が義務づけられています。
まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、速やか
に加入手続きを行ってください。
なお、手続きについては国の認可を受けた最寄の労
働保険事務組合（商工会議所、商工会等）に委託する
こともできます。
〇問合せ
伊集院公共職業安定所適用係 ☎099-273-3161
鹿児島労働基準監督署労災課 ☎099-214-9175
いちき串木野商工会議所 ☎32-2049
市来商工会 ☎36-2145
串木野経営労務協会 ☎32-1474

９

男女共同参画基礎講座受講者募集 公共交通セミナーの開催

パソコン・基礎科の訓練生募集

ミニイングリッシュキャンプin Winter
参加者募集

11月は｢労働保険適用促進強化期間｣です

期 日 内容・テーマ

11/21（土）

【Ⅰ】データで読み取る鹿児島県男
女共同参画の現状と課題
【Ⅱ】男女共同参画についての基本
的な考え方

11/28（土）

【Ⅲ】地域づくりと男女共同参画
【特別プログラム】「男女共同参画
マインドを綴るドキュメンタリー映
画『信頼の回覧板』を観る！」



新しいホームページの作り方としてのワードプレス
を学び、固定ページやブログなどの情報発信の方法へ
の理解を深める講座です。
〇日 時 12月７日(月)～28日(月)

毎週月・水・金曜日(10日間)
18:30～21:00

〇場 所 川内能力開発協会 川内技術開発センター
〇定 員 16名
※申し込み状況により中止することがあります。
〇受講料 18,000円（テキスト・ＵＳＢ代含む）
〇締切日 11月27日(金)
〇申込方法 ホームページまたは電話
〇申込・問合せ

川内技術開発センター ☎0996-22-3873
ホームページ https://sendai-spec.com/

家庭や子育てを大切にしながら、お家で新しい働き
方（テレワーク）へのチャレンジをしてみたい方を募
集しています。
詳しくは、市のホームページ（女性の就業支援情報）
を検索していただくか、次のQRコードよりお申し込
みください。
・パソコンを使って仕事を
始める就労支援プログラム
（ママドラフト会議）
※キャリアコンシェルジュが
オンラインでサポートします。

・ママのためのキャリア
セミナー無料説明会
※オンライン開催（Zoom使用）

〇問合せ NPO法人ママワーク研究所
☎092-732-7663
水産商工課 ☎33-5638

創業から経営改善まで、経営者の方のあらゆるご相
談に対して専門家がチーム体制により、無料でアドバ
イス・支援を行い経営課題の解決をお手伝いする、鹿
児島県よろず支援拠点による相談会を開催します（事
前申込み必要）。
〇日 時 12月３日（毎月第１木曜日に開催予定）

10:00～16:00
※１事業者に対して約１時間の相談になります。

〇場 所 いちき串木野商工会議所（旭町178）
〇申込・問合せ 水産商工課 ☎33-5638

国立県営鹿児島障害者職業能力開発校では、障害の
ある方を対象に、入校生を募集します。
〇訓練期間 令和３年４月から１年間
〇訓 練 科 情報電子科、グラフィックデザイン科、

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

〇入 校 料 無料
〇授 業 料 無料（教科書・訓練服代は別途必要）
〇募集期間
・日程① 10月23日(金)～11月26日(木)
・日程② 令和３年１月４日(月)～２月10日(水)
※通校困難な方のための寮が併設されています。
※ハローワークのあっせんを受けた方は、雇用保険
の延長、訓練手当、職業訓練受講給付金の支給を
受けられる場合があります。

〇問 合 せ 鹿児島障害者職業能力開発校
☎0996-44-2206

プレミアム付商品券の購入期限が迫っています。
購入引換券をお持ちで、購入を希望する場合は、早
めの手続きをお願いします。
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
※購入時は、①「購入引換券」、②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、健
康保険証等）、③購入代金をご準備ください。
商品券は、代理の方でも購入できます。

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

串木野庁舎（文化センター側）高圧受変電設備改修
工事に伴い、市民文化センター及び中央公民館、市立
図書館本館を臨時休館にします。
〇日 時 11月21日（土）終日
※図書館市来分館は、通常通り開館します。
〇問合せ 社会教育課 ☎21-5113

図書館市来分館 ☎24-8112

１０

鹿児島障害者職業能力開発校入校生募集

みんなで応援！
プレミアム付商品券の購入期限

ワードプレスによるホームページ作成講座

よろず支援拠点相談会開催

子育て世代の皆さまの就業を支援します

図書館本館等臨時休館のお知らせ



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 11月24日（火）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 11月16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

令和２年５月に配布した高齢者元気度アップ・ポイ
ント商品券（令和元年度活動申請分）が、まだお手元
に残っていませんか。
使用期限が近づいていますので、早めの使用をお願
いします。
〇使用期限 11月30日（月）
〇使用可能な店舗 トロちゃんシール会商品券

…トロちゃんシール会加盟店
市来商工会商品券
…市来商工会加盟店

〇問 合 せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

令和３年成人式を開催します。保護者の方も観覧で
きます。
〇日 時 令和３年１月３日（日）

受付 10:30～10:55
式典 11:00～

〇場 所 いちき串木野市総合体育館
〇対象者
平成12年４月２日～平成13年４月１日までに生ま
れた方（市外在住の方も参加できます）
※当日は、新型コロナウイルス感染症予防対策（マ
スク着用、検温、手指の消毒、三密回避）を講じ
た上で開催します。

〇問合せ 社会教育課 ☎21-5128

消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近く
の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内す
ることにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝い
するものです。
「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使っ
てけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購
入契約になっていた」などの消費者トラブルで困って
いませんか？
また、「塾や習い事で教室が閉鎖になっていた月の
月謝を返金してほしい」「感染予防等を理由に結婚式
場をキャンセルしたところ、キャンセル料を請求され
た」などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、
「台風で雨漏りし修理してもらったがさらにひどく
なった」などの災害に関するトラブルで困っていませ
んか？
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３
桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188（い
やや！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブ
ル解決を支援します。

１１

高齢者元気度アップ・ポイント商品券の
使用期限が近づいています

令和3年いちき串木野市成人式

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)

消費者ホットライン188とは？

一人で悩まず、まずは相談
大切なのは、すぐに相談することです。
困ったときは、一人で抱え込まないで「消
費者ホットライン「いやや」（局番なしの
188）」までお電話を

『泣き寝入りは超いやや（188）！』
で覚えてね

消費者庁
消費者ホットライン１８８イメージキャラクター

「イヤヤン」



１２

SNSで知り合ったアメリカの軍医だと
いう男性からメールをもらうようになった。
退役したら伴侶を得たいと言われ心を
許してしまった。お金と金塊を送るので

受け取ってほしいと
言われたので了承し、

保険と送料で１５００ドル
必要だと言われ送金した。
その後、空港で止められたの
で通すためにクリアランス
料が必要だと何度も言われ、
２００万円振り込んでし
まった。 （70歳代女性）

恋愛感情や親切心につけ込む
｢国際ロマンス詐欺｣に注意

●インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに送
金を迫られる「国際ロマンス詐欺」に関する相談が寄せられて
います。面識のない人から荷物やお金等を送りたいと言われて
も、安易に受け取る約束をしないようにしましょう。
●荷物やお金等を受け取るための手数料等を求められても、絶対
に支払ってはいけません。支払ってしまうと返金を受けるのは
極めて困難です。
●本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識していない場
合もあり、周囲のサポートが重要です。本人の話をよく聞き、
冷静に対応しましょう。
●不安に思ったら、送金をする前に、すぐに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）



オリンピックや国体種目でもあるアーチェリーを体
験してみませんか。初心者向けの教室で、実際に矢を
打つ体験ができます。
〇日 時 11月23日（月・祝) 13:30～15:30
〇内 容 ①選手の射を見てみよう！

②アーチェリーについて学ぼう！
③実際に矢を打ってみよう！

〇場 所 市来運動場（観音ヶ池近く）
〇対 象 者 小学生・中学生・高校生

（一般の方の参加・見学も可）
〇定 員 10人(定員になり次第締切)
〇参 加 料 無料
〇準 備 物 道具等は全て貸し出します。動きやすい

服装でお越しください。
マスク着用・体温は各自計測のこと。

〇申込方法 ＱＲコードのフォーム、または電話でお
申し込みください。

〇主 催 市アーチェリー協会
〇後 援 鹿児島県体育協会
〇申込期限 11月19日（木）
〇問 合 せ 中袴田 ☎21-5172

(地域包括支援センター)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度の
リサイクル品販売会は中止します。
〇問合せ 環境センター ☎32-2388

ＧＥＮＫＩマスクデザインコンテストに応募して、
一緒にいちき串木野市を盛り上げませんか。
〇応募資格 いちき串木野市在住の方
〇応募締切 11月30日（月）17:00
〇応募方法
広報紙（10月20日号）の折込チラシの裏面にオリ
ジナルデザインを描いて、まちなかサロン・市役所
（串木野庁舎・市来庁舎）・商工会議所に設置の回収
ボックスへ入れてください。
※詳しくは、商工会議所青年部
Facebookをご覧ください。

〇表 彰 式 12月25日（金）
〇問 合 せ
いちき串木野商工会議所青年部
☎32-2049

１３

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、材料費をいただくことがあります。
〇申 込 み 11月20日（金）までに働く女性の家（☎32-7130）へ電話で申し込みください。

（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 期 日 定 員 講 座 内 容

ちりめんで作る
干支の置物

12/8（火）
12/15（火）
10:00～12:00

12名
三色のちりめんで作る、可愛い牛たちのお飾りです。
（はさみ・ボンド・定規・縫い糸（黒・白・赤）・チャ
コペンシル・材料費1,700円）

お花のあるくらし
12/10（木）
10:00～12:00

12名
ドライフラワーでクリスマスリースか、しめ縄を作り
ます。申込時にお好きな方をお選びください。（はさ
み・材料費1,500円）

ＧＥＮＫＩマスクデザインコンテスト
デザイン大募集

リサイクル品販売会の中止

アーチェリー体験教室参加者募集

?



１４ 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

新型コロナウイルス感染症は、誰にでも感染のリスクがあること

から、公的機関が提供する正確な情報に基づいて、冷静に行動する

ことが重要です。感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解

や偏見に基づく差別は決して許されません。

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連す

る不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を

受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。

新型コロナウイルス感染症に関連した
偏見・差別・誹謗中傷はやめよう

鹿児島地方法務局
鹿児島県人権擁護委員連合会


