
　第 70 回県下一周市郡対抗駅伝競走大会が２月 18
日（土）から 22 日（水）までの５日間、県下 53 区
間 583.0km にわたって開催されます。串木野中継所
付近では交通規制が行われますので、ご協力をお願い
します。
　なお、沿道で応援する場合は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、マスクを着用し、隣の人との
距離をとって応援をお願いします。
〇串木野中継所（A コープ串木野店前）通過日時
　大会２日目　２月 19 日（日）11：40 頃
※交通規制　11：30 ～ 12：00 頃
〇国道３号線を通過するコース
　国道３号線（日置市）→ 串木野駅前 →
　串木野中継所（A コープ串木野店前）→
　国道３号線（薩摩川内市）
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5129

　令和４年度いちき串木野市職員採用試験を次のとお
り実施します。
〇職 種　土木技師・主任介護支援専門員
〇採用人数　いずれも若干名
〇試 験 日　２月 26 日（日）
〇試験会場　市役所串木野庁舎
〇試験内容　基礎能力試験・適性検査
　　　　　　事務能力検査・面接
　　　　　　専門試験（土木技師のみ）
〇申込期限　２月 14 日（火）（必着）
〇申込・問合せ　総務課　☎ 33-5625

※受験資格等、詳しくは右の二次元　
　コードから市ホームページまたは　
　総務課・市来支所市民課にある募
　集要項をご覧ください。

●公務員対策不要
　本市では「教養試験」の代わりに、「基礎能力
試験」を実施し、面接を重視することで人物重視
の採用を行っています。
　多様な人材のチャレンジをお待ちしています。
※基礎能力試験とは、高等学校卒業程度の「言語」、
　「数理」、「倫理」、「常識」、「英語」についての
　択一式による試験です。

　令和５年４月１日付けで小学校及び中学校に入学予
定の児童・生徒の入学通知書を１月中旬に保護者の皆
様へ送付しました。
　この通知書は、新入学生が就学する学校を記した重
要な書類です。入学式当日に学校へ提出する必要があ
るので、それまで大切に保管してください。
　なお、通知書が届いていない方や私立小・中学校入
学予定の方は、２月 17 日（金）までに必ず教育総務
課へご連絡ください。

〇問合せ　教育総務課　☎ 21-5126

　自然いっぱいの冠岳山麓を散策しながら薬草を観察
しませんか。薬草観察の後は、地域に自生する薬草を
使った食の体験をお楽しみいただきます。
〇日 時　３月 18 日（土）9：00 ～ 13：00
〇集合場所　冠岳花川砂防公園（冠嶽神社横駐車場）
〇内 容
　・薬草観察ハイキング（約３時間）
　・採取した薬草の調理、試食（約１時間）
〇対 象 者　市民の方ならどなたでも
※ただし、中学生以下は保護者同伴
〇定 員　先着 10 名
〇参 加 料　一人 1,000 円（当日徴収）
〇準 備　歩きやすい服装・エプロン
　〇申込・問合せ　シティセールス課　☎ 33-5640

　「第２期食のまちづくり基本計画」の完成を記念し
たキックオフイベントを開催します。一緒に「食のま
ちづくり」について考えてみませんか。 
〇日 時　２月 25 日（土）14：00 ～ 16：00
〇場 所　ホテルアクシアくしきの
〇内 容　①第２期食のまちづくり基本計画の説明
　　　　　　②食のまちづくりをテーマとした講演会
〇参 加 料　無料（事前申込が必要です）
〇申込期限　２月 20 日（月）
※詳細は右の二次元コードからご覧ください。
〇申込・問合せ　シティセールス課　☎ 33-5640

第70回県下一周市郡対抗駅伝競走大会

いちき串木野市職員採用試験案内（追加募集）

小学校・中学校４月新入学生の保護者の皆様へ
～入学通知書は届いていますか～

～冠岳山麓の魅力再発見～
「薬草観察ハイキング(食体験付)」参加者募集

みんなで「食のまち」を考えよう
食のまちづくりシンポジウム開催！

送付対象となる児童・生徒の生年月日

新小学１年生 平成28年４月２日～平成29年４月１日

新中学１年生 平成22年４月２日～平成23年４月１日
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　令和４年度特定健診を未受診の方で、病院等で治療
のため、血液検査等を定期的に受けており、医師から
情報提供が得られる方は「特定健康診査情報提供
票」を医療機関へ提出すると特定健診を受診したこ
とになります。ご希望の方は早めに健康増進課へご連
絡ください。
　なお、市国民健康保険の資格を喪失すると、「特定
健康診査情報提供票」は使用できません。
〇提出期限　２月 28 日（火）
〇問 合 せ　健康増進課　☎ 33-5613

　請求期限を過ぎると、受ける権利がなくなりますの
で、お早めに手続きをしてください。
〇支給対象者
　戦没者の死亡当時のご遺族で、次の順位の高い方
１．令和２年４月１日までに、戦傷病者戦没者遺族等
　　援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．子
３．①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの
　要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わり
　ます。
４．１から３以外の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡まで引き続き１年以上の生計関係が
　あった方に限ります。
※戦没者遺族の一人に支給されるので、他の都道府県
　で申請が済んでいる場合は申請できません。
※すでに「第十一回特別弔慰金」を申請された方は除
　きます。
〇請求期限　３月 31 日（金）
〇問 合 せ　福祉課　　　　　☎ 33-5619
　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして認知症か
な？と心配な方、みんなで集まって気軽に語り合いま
せんか。どなたでも参加できます。お気軽にお越しく
ださい。
〇日 時　２月 16 日（木）13：00 ～ 15：30
〇会 場　串木野高齢者福祉センター
〇内 容　参加者交流会
〇対 象　認知症の方、家族、一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得
額が一定基準額以下の年金受給者を支援するために支
給されています。
　新たに支給要件を満たしていると思われる方には、
毎年９月頃に日本年金機構から手続きの案内が届き、
同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を提出
すれば支給されます。
　現在、年金生活者支援給付金を受給していない方で
あっても、令和４年４月２日以降に、同世帯であった
課税者の死亡や転出等により世帯員構成に変更があっ
た方は給付金の支給対象に該当する場合がありますの
でお問い合わせください。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5612

　木原墓地貯水槽清掃のため、次の日時に木原墓地内
の水道が断水します。利用者の皆様には大変ご迷惑を
おかけしますが、ご協力をお願いします。
〇断水日　２月 15 日（水）8：00 ～ 17：00
※定期的な墓石周辺の草刈りや枯花、生花以外のごみ
　の持ち帰りにご協力をお願いします。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

　市たばこ税は、たばこ販売業者所在市町村の収入と
なり、本市の市税収入の約５％を占め、様々な施策に
活用できる貴重な財源となっています。
　たばこを購入する場合は、市内販売店での購入をお
願いします。
〇問合せ　税務課　☎ 33-5616

〇日 時　2 月 17 日（金）　
〇場 所　市来庁舎
〇受付時間　9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：30
〇献 血 量　400ml　
〇献血年齢　18 歳から 69 歳（男性は 17 歳から）
※ただし、65 歳以上の献血については、献血する方
　の健康を考え 60 歳から 64 歳の間に献血経験があ
　る方に限ります。
〇体 重　男性・女性とも 50㎏以上
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

認知症カフェ“かたいもんそ”のご案内

年金生活者支援給付金

木原墓地断水のお知らせ

たばこは市内で購入しましょう

「特定健診の情報提供票」の
提出期限は、２月28 日です

市来庁舎献血にご協力を

戦没者等の遺族に対する「第十一回
特別弔慰金」の申請はお済みですか？
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　令和 5 年度（令和 4 年分）の税の申告会場にて、
マイナンバーカードの申請サポートを
実施します。まだ、マイナンバーカー
ドを取得していない方は、申告の待ち
時間に、ぜひご利用ください。
〇実 施 日　２月 16 日（木）～ 20 日（月）
〇実施場所　串木野庁舎　地下会議室
〇実施時間　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
〇申請が可能な方
　・市内に住所（住民登録）があること
　・申請者本人が必ず会場に来れること（15 歳未満の
　方および成年被後見人の方は法定代理人と一緒に来
　場ください）
　・郵送、スマートフォンなどでマイナンバーカードの
　交付申請をしていないこと
〇必要なもの
　・マイナンバーカード交付申請書（お持ちでない方は、
　事前にお電話にて申し込みください）
　・通知カード（紛失された方は「紛失届」を記入して
　いただきます）
　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　・本人確認書類
　（運転免許証、障害者手帳、パスポート等）
※顔写真は、当日撮影します。（無料）
〇問 合 せ　市民生活課　☎ 33-5611

　マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの
申請期限が、令和 5 年 2 月末までに再延長されました。
これに伴い、2 月以降は下表のとおり日曜・平日時間
外窓口を開設します。
　まだマイナンバーカードの申請、受取がお済でない
方は、ぜひご利用ください。
〇日曜・平日時間外窓口開設日

※日曜・時間外窓口ではマイナポイントの手続支援は
　行いません。
〇問合せ　市民生活課　　　☎ 33-5611
　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

〇申告期間　２月 16 日（木）～３月 15 日（水）
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
〇受付会場　串木野庁舎　地下第１会議室
〇受付時間　9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00
〇申告に必要なもの
①マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
②収入及び必要経費を証明できる書類
　源泉徴収票、帳簿、領収書など
③控除に関する証明書
　社会保険料控除額証明書や生命保険料、地震保険料
　の控除証明書、障害者手帳など
※国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保
　険料の納入証明書は、市県民税等申告書と一緒に送
　付してあります。（該当する方のみ）
〇税務署での申告
　土地・株式等に係る譲渡所得などのある方や青色申
　告の方などは、税務署での申告をお願いします。
※税務署での申告も受付期間、時間は上記と同じです。
〇問合せ
　税務課　　　　☎ 0996-33-5616
　伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

　南九州税理士会伊集院支部では、税理士の税務支援
の一環として、税理士事務所での所得税・個人の消費
税の申告相談を受け付けています。
　予約制となっていますので、相談を希望する場合は、
各税理士事務所に直接ご連絡ください。なお、申告に
関する相談は無料ですが、具体的に申告書等の作成を
依頼する場合は、有料となりますので、電話予約の際
にご確認ください。
〇受付期間　２月１日（水）～ 28 日（火）
　　　　　　（土・日・祝祭日は除く）
〇税 理 士　立石　長男　　☎ 32-5949
　　　　　　三浦　眞一郎　☎ 32-1332
〇問 合 せ　南九州税理士会伊集院支部　
　　　　　　支部長　三浦　眞一郎　☎ 32-1332

～所得税確定申告には、電子申告が便利‼～
　申告会場は、混雑が予想されます。自宅等のパ
ソコンやスマートフォンから手
続き可能で、簡単な電子申告を
利用してみませんか。
　詳しくは「国税庁確定申告等
作成コーナー」（右の二次元
コード）をご覧ください。

税理士による所得税・消費税の申告相談

税の申告会場での
マイナンバーカード申請サポート

マイナンバーカード申請・受取の
日曜・平日時間外窓口の開設

所得税確定申告、市県民税・国民健康保険税・
介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告受付

日曜窓口　8：30～12：00
（串木野庁舎のみ）

2月12日（日）
2月26日（日）
3月12日（日）

平日時間外窓口　18：30まで
（串木野・市来両庁舎）

2月8日（水）
2月21日（火）
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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
　（詳細は都市建設課へお問い合わせください）
　・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
〇入居時に必要なもの
　・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・浜西住宅は 2 台まで
　・連帯保証人（１名：個人または法人）
　・緊急連絡先（１名）
〇申込期限　２月 20 日（月）必着
〇抽 選 日　２月 24 日（金）10：00　
　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　３月 13 日（月）以降
〇そ の 他　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。
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5112
　　　　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

〇募集内容
　・家賃、入居基準、入居に必要なものについては「市
　営住宅入居者２月募集」と同様です。
　・随時募集の住宅は申込順で決定します。
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5112
　　　　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

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 18 年度
１戸 木造２階建

３LDK
水洗トイレ

不可
平成 11 年度

１戸

ひばりが丘団地
（だいわ串木
野店近く）

平成元年度
１戸

耐火 5 階建
（４階）・４DK

水洗トイレ
不可

浜西住宅
（ 羽 島 中 学
校近く）

令和元年度
１戸

耐火２階建
（２階）・３DK

水洗トイレ
不可

金山住宅
（ 旭 交 流 セ
ンター近く）

平成元年度
１戸

木造平屋建
３DK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成 11 年度
１戸

耐火３階建
（２階）・３DK

水洗トイレ
不可

平成 14 年度
１戸

耐火 4 階建 
 （４階）・３DK

水洗トイレ
不可

平佐原住宅
（ 市 来 小 学
校近く）

平成 16 年度
１戸

耐火 3 階建
（３階）・３DK

水洗トイレ
不可

住宅名 住宅目印 戸数

浜西住宅 羽島中学校近く 1 戸

文京町団地 串木野高校近く 5 戸

ひばりが丘団地 だいわ串木野店近く 5 戸

郷野原住宅 串木野庁舎近く 2 戸

ウッドタウン 脳神経外科センター近く 7 戸

新田住宅 新田公園近く 2 戸

芹ケ野住宅 芹ケ野公民館近く 2 戸

荒川住宅 荒川小学校近く 4 戸

松下住宅 松下公民館近く 1 戸

日ノ出住宅 アクアホール近く 8 戸

平佐原住宅 市来小学校近く 1 戸

佐保井住宅 A コープ大里店近く 7 戸

中組住宅 川上交流センター近く 7 戸

珍ノ山住宅 川上小学校近く 1 戸

　公園の周辺には、道路や住宅が近い所もあります。
　公園は、幼児から高齢者の方までみんなで仲良く遊
ぶ場所です。ルールを守って遊びましょう。
〇注意事項
　・公園内に設置してあるフェンスや垣根からボールが
　飛び出さないように十分注意しましょう。
　・公園内のトイレや遊具などに向かって、ボールを投
　げたり蹴ったりすると、壊れたり怪我をしたりする
　ことがあるので、やめましょう。
〇問合せ　都市建設課　☎ 21-5150

　中退共制度は、中小企業の従業員の福祉の増進と雇
用の安定を図り、中小企業の振興と発展に寄与するこ
とを目的とした国の退職金制度です。掛金助成や税法
上の優遇が受けられ、外部積立型のため管理も簡単で
す。詳しくは右の二次元コードから
中退共のホームページをご覧ください。
〇問合せ
　中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234

市営住宅入居者２月募集 市営住宅入居者随時募集

公園内でのボール遊びに注意

中小企業退職金共済(中退共)制度のお知らせ
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　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に備え、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から送られてく
る国からの緊急情報を防災行政無線を用いて皆様へお
伝えするようにしています。
　次の日程で緊急情報伝達手段の試験を行います。
　皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
〇実施日時　２月 15 日（水）11：00 ～
〇防災行政無線の放送内容

※本市以外の地域でも、全国的に同じように試験が実
　施されますので、災害とお間違いのないようご注意
　ください。
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

　スポーツ安全保険は、スポーツやボランティア活動
中に発生した事故に対して補償する制度で、アマチュ
アスポーツ（一般、少年団等）・文化・ボランティア・
地域活動などを行う４名以上の団体を構成員として加
入できます。
〇令和５年度加入受付
　・受付開始　３月１日（水）
　・保険期間　４月１日～令和６年３月 31 日
※ただし、４月１日以降の申し込みは加入手続日の翌
　日から有効となります。
〇加入方法
　ス ポ あ ん ネ ッ ト （ 右 の 二 次 元 　
　コード）からお申し込みください。
※掛金や補償内容の詳細についても
　右の二次元コードからご確認くだ
　さい。
〇問合せ
　（公財）スポーツ安全協会鹿児島県支部
　（３月 31 日まで）　☎ 099-813-1108
　（公財）スポーツ安全協会
　（４月１日から）　☎ 0570-087-109（固定電話）

〇日 時　２月 24 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　市内に居住または勤務（在学）している小
　　　　　学生高学年以上の方
〇受講料　無料
〇申 込　２月 22 日（水）までに消防本部へ住所、
　　　　　氏名等をお知らせください。
〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　県では、繁殖時期が始まる２月を猫の適正飼養推進月間と定めています。
　正しい飼い方で、猫と人に優しい社会を目指しましょう。
①室内で飼いましょう
　　交通事故や猫同士のケンカ、感染症などから猫を守りましょう。また、ふん尿や鳴き声、ゴミを荒らすなど、
　周囲の方への配慮も飼い主の責任です。周囲への迷惑は、猫嫌いの人も増えてしまうので、猫のためにもなり
　ません。
②不妊・去勢をしましょう
　　飼い猫に子どもが生まれたら、その先の子どもたちに責任はとれますか？
　１匹のメス猫から子猫が生まれ、１年後には合計 20 匹以上になることも。
　不妊・去勢をすることは、病気の予防やストレスの軽減、マーキング行為
　の減少というメリットもあります。
③所有者明示をしましょう
　　開いたドアや窓から脱走したり、突然の災害で行方不明になったりする
　ことも考えられます。連絡先を書いた迷子札を首輪につけたり、マイクロ
　チップを施したりすることで、飼い主の元に戻ることができます。
〇問合せ　伊集院保健所　☎ 099-273-2332

　～防災行政無線チャイム～
「これは、J アラートのテストです」×３回
「こちらは、防災いちき串木野市役所です」

～防災行政無線チャイム～

〇線路近接地の工事、倒木の管理
　線路近接地で、建物の建設や解体、木の伐採により、
列車の運行に支障をきたし、損害賠償が発生する場合
があります。
　線路近接地で作業をする際は、事前に JR 九州に連
絡し、工事の影響や倒木が線路に影響しないように管
理をお願いします。
〇問合せ　JR 九州　鹿児島工務所　☎ 099-256-1895

防災行政無線を用いた
「全国一斉緊急情報の伝達試験」の実施

スポーツ安全保険に加入しましょう

救命入門コースの受講者募集

２月は猫の適正飼養推進月間

JR九州からのお願い
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〇いきいき女性講座（講座の募集や制作予定の作品、活動の様子はインスタグラムでもご覧になれます）

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　２月 10 日（金）～ 17 日（金）までに働く女性の家（☎ 32-7130）へ電話で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１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。保険料が別途かかります。

講　座　名 日　 時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

自
じ

彊
きょう

術
じゅつ 3/7（火）　

14：00 ～ 15：00
１回 10 名

年齢とともに硬くなった血管や筋肉、関節をほ
ぐして自然治癒力を高める健康体操です。

（動きやすい服装・持っている方はヨガマット）

桜の吊るし飾り
3/7・14・28

火曜日
10：00 ～ 12：00

３回 12 名

ちりめんで作る桜の花をベースのひもに縫いつ
けて立体的なつるし飾りを作ります。（縫い糸

「白か薄いピンク色」・ハサミ・定規・チャコペ
ンシル・材料費 800 円程度）

　本市の串木野新港を発着で便利な「フェリーニューこしき」を利用した一泊二日甑島ツアー参加者を募集しま
す。割引制度もあります。お得に島旅を体験してみませんか。
〇旅行日程　３月 14 日（火）～ 15 日（水）
〇行 程

【一日目】
　串木野新港集合 10：30 ～～フェリー（船内　お弁当の昼食）～～里港＝＝長目の浜＝＝断崖クルージング
　（鹿島断崖コース）＝＝甑大明神橋＝＝鹿の子大橋＝＝甑大橋＝＝鳥ノ巣山展望所＝＝甑ミュージアム・恐竜
　化石等準備室＝＝ホテル（長浜地区・こしきしま親和館）

【二日目】
　ホテル＝＝島体験（椿油しぼり体験を予定）＝＝下甑郷土館・武家屋敷通り（日本遺産）＝＝昼食またはお弁
　当＝＝瀬尾観音三滝＝＝長浜港～～フェリー～～串木野港 16：30 頃解散
〇募集定員　10 名（最小催行８名）
〇旅行代金　二名一室利用時　大人おひとり　34,800 円　
〇割 引　旅行代金より、市民の方は 5,000 円割引
　更に条件（※）を満たす方は、今こそ鹿児島の旅第四弾（全国旅行支援）適用 5,740 円の割引を実施します。
　今こそ鹿児島の旅第四弾を適用された方には、旅行期間中に登録店舗で利用できる電子クーポンを付与します。
※今こそ鹿児島の旅第四弾の適用には、ワクチン（３回）接種済証や PCR 検査または抗原検査の陰性証明、居
　住地を確認できる証明書等を提示いただく必要があります。
〇問 合 せ　市総合観光案内所　☎ 0996-32-5256

　５月 14 日（日）に開催される国体デモンストレーションスポーツ「３B 体操」の体験教室を開催します。３
B 体操はボール・ベル・ベルダーといった用具を使用した年齢問わず、誰でも楽しめる健康体操です。ぜひ参加
してみませんか。
〇日 時　２月 23 日（木・祝）10：00 ～（１時間半）
〇場 所　串木野体育センター
〇定 員　先着 10 名
〇準 備　運動ができる服装、体育館シューズをお持ちください。
〇申込・問合せ　シティセールス課　☎ 33-5642

働く女性の家いきいき女性講座

「こしきしま架け橋探訪」ツアーのご案内

３B体操体験教室参加者募集
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