
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中で、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対
し、特別給付金が支給されます。
〇給付対象者
①ひとり親世帯
　ア．令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けて
　　　いる方
　イ．公的年金等を受けていることにより児童扶養手  
　　　当の支給を受けていない方（児童扶養手当に係
　　　る支給制限限度額を下回る方に限ります）
　ウ．令和４年４月分の児童扶養手当は受給していな
　　　いが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
　　　て家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給し
　　　ている方と同じ水準になった方
②ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
　ア．令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養
　　　手当の受給者で、令和４年度住民税均等割が非
　　　課税の方
　イ．アのほか、対象児童（18 歳年度末までの子（障
　　　害児については 20 歳未満）の養育者で、以下
　　　のいずれかに該当する方
　　・令和４年度住民税均等割が非課税の方
　　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
　　　が急変し、令和４年度分の住民税均等割が非課
　　　税である方と同様の事情にあると認められる方
　　※令和４年４月１日から令和５年２月 28 日まで
　　　に生まれた新生児も対象になります。
〇給 付 額　児童１人当たり一律５万円
〇申請手続
　・①、②のアに該当する方は、申請不要です。
　・①、②のイ、①のウに該当する方は、申請書類に
　　必要事項を記載し、郵送または窓口へご提出くだ
　　さい。申請書類等については、市ホームページを
　　ご覧ください。
〇問 合 せ　子どもみらい課　☎ 33-5618

１．特例給付の支給に所得上限額が設けられます
　所得額により手当が支給されない場合があります。
２．現況届の提出が原則不要になります
　毎年６月の現況届の提出を原則不要とし、公簿等を
確認して審査します。現況届が必要な方のみ６月に案
内を送付します。
　なお、審査には受給者及び配偶者の令和３年中の所
得に対する税の申告を済ませていただく必要がありま
すので、未申告の方は申告してください。
※無職等で所得が無い場合も申告が必要です。
　その他詳しくは、市ホームページをご覧ください。
〇問合せ　子どもみらい課　☎ 33-5618

　６月１日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販
売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義
務付けられます。
　マイクロチップ装着の犬については、狂犬病予防法
に基づく登録を、市民生活課で行う必要があります。

（登録料 3,000 円）

※現在飼育している犬猫に対して、マイクロチップの
　装着を義務付けるものではありません。
※詳しくは、右の二次元コードから
　ご覧ください。
〇問合せ　市民生活課　 ☎ 33-5614

子育て世帯生活支援特別給付金 令和４年６月分（10月支給）から
児童手当制度が一部変更になります

６月１日以降に購入した犬や猫の
マイクロチップ情報の登録が義務になります
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　「ひきこもり」状態にある方のご家族を対象にひき
こもり家族支援教室「つどい」を開催します。
　同じ悩みを持つご家族同士が経験を語り合い、思い
を分かち合うことで、ご家族だけで抱えていた不安な
気持ちを和らげ、ほっと一息つけるような集いです。
　ぜひ、ご家族同士で気軽に集まっておしゃべりして
みませんか。
〇日 時　７月４日（月）14：00 ～ 16：00
〇会 場　東市来文化交流センター
〇場 所　日置市東市来町長里 3253-3
〇参 加 費　無料
〇申込期限　６月 27 日（月）
〇申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450
　　　　　　　　伊集院保健所　　☎ 099-272-6301

　今年度の女性がん検診を申し込んだ方に受診票を発
送しています。
　申し込みをしていない方で検診を希望する方、申込
者で受診票が 6 月 9 日までに届いていない方は、次
の申込先にご連絡ください。
〇申込締切　６月 13 日（月）
〇申 込　鹿児島県民総合保健センター
　　　　　　☎ 0570-048916
　　　　　　（土日祝日除く９：00 ～ 17：00）
〇検診の種類　子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症
※検診に関するお問い合わせは、串木野健康増進セン
　ターにお願いします。
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　最近、歯医者に行っていますか？
　歯周病は成人のおよそ 8 割がかかっています。糖
尿病や心疾患など全身に悪影響を及ぼす恐ろしい病気
です。ぜひこの機会に歯周病検診をご利用ください。
　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５年４月１日時点）
　※検診希望者には受診票を個別に送付しています。
　※検診を希望する方は、ご連絡ください。
〇実施期間　６月１日（水）～ 12 月末
〇実施場所　市内の協力歯科医療機関
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　 ☎ 33-3450

　ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、
県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定
めています。
　誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本
人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、多くの
方々のかけがえのない人生が奪われました。
　病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難し
い状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での
生活を余儀なくされています。
　長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病で
あった方々が、平穏に安心して生活できる地域づくり
のために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り
返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問
題とは何かを正しく理解することが大切です。
〇ハンセン病を正しく理解する週間
　６月 19 日（日）～ 25 日（土）
〇ハンセン病について正しく知りましょう
　・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺
　伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非常
　にうつりにくい病気です。
　また、早期発見と早期治療により、短期間で完治す
　る病気です。
　わが国に感染源となるものはほとんどありません。
　・現在、ハンセン病療養所に入所中の方で、ハンセン
　病の方はいません。
　・ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治
　療が遅れたことによる後遺症です。
　・国は平成８年の「らい予防法」廃止まで、この隔離
　政策をとり続けました。
　長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン病
　は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが
　様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。
　昭和 24 年頃には、特効薬で完治するようになりま
　したが、偏見や差別が解消されることはありません
　でした。
　ハンセン病元患者やご家族の方々は、今も根強く残
　る偏見・差別に苦しんでおられます。
・令和元年 11 月に「ハンセン病元患者家族に対する
　補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象と
　なるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給され
　ます。
　詳 細 は 、 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ か 、 窓 口
　（☎ 03-3595-2262）にお問い合わせください。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

『歯周病検診』が始まりました！

ひきこもり家族支援教室のご案内 ハンセン病問題を正しく理解する週間

女性がん検診のおしらせ
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　市では、県後期高齢者医療広域連合より委託を受け、
訪問指導事業を実施しています。
〇事 業 名　重複・頻回受診者指導事業
　　　　　　要医療者等訪問指導事業
　　　　　　未受診者等訪問指導事業
〇期 間　令和５年２月末
〇実施方法　
　身分証を携帯した保健師・看護師による訪問
〇事業内容　
　フレイル（高齢期に心身の機能が衰えた状態）予防
　を目的とした保健指導
〇問 合 せ　健康増進課　☎ 33-5613

　市民のみなさんとのパイプ役としてご尽力いただく、
令和４年度の市内 16 地区の会長さんが決まりました。
　住みよい地域づくりのため、各地区活動へのご協力
をよろしくお願いします。
〇市まちづくり連絡協議会構成員

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5632

　市国民健康保険では、生活習慣病の早期発見・早
期治療のために、40 歳以上の方を対象に「特定健診」
を実施しています。
　２月末での特定健診受診率が 60％以上を達成した
地区（まちづくり協議会）には、次の交付金を交付し
ています。
　自分の健康管理のために早目に特定健診を受診し、
受診率アップへのご協力をお願いします。
〇健康づくり事業交付金

〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

　ジェネリック医薬品は、新薬と同様の効能・効果が
ある、厚生労働省が認可し、製造・販売された、新薬
より安価な医薬品です。
　ジェネリック医薬品を使えば、自己負担が安くなり、
保険財政の健全化も図れます。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局
の薬剤師に、「ジェネリックでお願いします」と申し
出てください。
※処方箋の「変更不可」の欄に、医師の署名がなけれ
　ば変更できます。
※市では「ジェネリック医薬品でお願いします」と印
　字された、保険証入れケースを無料で配布していま
　す。
〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

　新しいお子様の誕生を心待ちにしながら、だれかと
お話したい、癒しの時間をつくりたいと思っている妊
婦さんも多いのではないでしょうか。市では、月に１
回プレママさんのリラックスサロンを開催しています。
ぜひ、ご参加ください。
〇日時・内容（３回コース）

〇場 所　串木野健康増進センター
〇対 象 者　市内に居住の妊婦さん（妊娠週数 16 週
　　　　　　以降、里帰り先が本市の方も対象）
〇募集人員　各 10 名（申込多数の場合は抽選）
〇参 加 料　無料
〇申込期限　７月１日（金）
〇申 込 先　あいびれっじ（子育て世代包括支援セン
　　　　　　ター）　☎ 24-8311
※産婦人科医に相談の上お申し込みください。
※託児については事前にご相談ください。
※配偶者・パートナーとの参加も可能です。申し込み
　の際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中止となる場
　合があります。

後期高齢者の訪問指導事業

健康づくり事業交付金ジェネリック医薬品（後発医薬品）を利用しましょう！
～薬代が安くなります～

プレママさんのリラックスサロン参加者募集

市まちづくり連絡協議会のお知らせ

日　時 内　容

１
７月19日（火）

13：30～15：30
助産師の話　公認心理師の話
リンパマッサージ

２
８月16日（火）

13：30～15：30
助産師の話
マタニティヨガ

３
９月20日（火）

13：30～15：30
保健師・助産師の話
赤ちゃんへハンカチを作ろう♪

地区の受診率 交 付 金 額
60％達成 　50,000円＋受診者数×100円
65％達成   75,000円＋受診者数×200円
70％達成 100,000円＋受診者数×200円

役職 氏　名 役職 氏　名
会長 久木山　純広 監事 平田　隆一

副会長 平野　道幸 監事 松下　良照
事務局長 田渕　明

地区 氏　名 地区 氏　名
冠岳 川畑　千秋 旭 平田　隆一
生福 木塲　與一郎 荒川 竹之内　茂美
上名 久木山　純広 羽島 枇榔　秋信
大原 平野　道幸 川南 米園　仁志
中央 鮫島　功 川北 藤田　和生
本浦 大里　章裕 湊 福ヶ野　和男
野平 井之上　洋一 湊町 松下　良照
照島 中馬　貞治 川上 田渕　明
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　消防法で定められた事業所などに必要な防火管理者
の資格取得のための講習会です。
〇日 時　７月 26 日（火）・27 日（水）の２日間
　　　　　　両日とも９：30 ～ 16：00
〇会 場　防災センター会議室
〇申込期間　６月 20（月）～７月 19 日（火）
〇受講定員　30 名
〇受 講 料　4,000 円（テキスト代含む）
〇申込・問合せ　消防本部　　　☎ 32-0119
　　　　　　　　いちき分遣所　☎ 21-5077

〇日 時　６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　６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。
※新型コロナウイルスの感染状況により、開催の変更、
　または、中止となる場合があります。
〇申込・問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　いつまでも元気で自分らしい生活を続けるために、
運動・栄養・口腔について学び、日々の生活で取り組
むためのプログラムをリハビリ専門職等の指導のもと
短期集中的に行います。週１回、全 12 回の参加がで
きます。
　「イスからの立ち上がりに支えが必要」「転びやすく
なった」「人との交流が減ってきた」など気になる方は、
ぜひご参加ください。
〇開催日時　毎週水曜日　13：30 ～ 15：30
〇場 所　デイサービス HOMEBASE（旭町 61）
　　　　　　（委託先事業所）
※参加申し込みをした方には、後日保健師が訪問し、
　基本チェックリストに回答していただきます。参加
　可能対象者となった方には「介護予防サービス計画
　書」を作成します。
〇参加可能対象者
　65 歳以上で運動・栄養・口腔機能低下、認知機能
　低下、閉じこもりが気になる方
　（基本チェックリストにて該当となった方）
〇内 容
　・筋力アップ運動、脳活性化トレーニング
　・口腔指導、管理栄養士による栄養指導　など
〇参 加 費　無料（送迎有り）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　住宅用火災警報器を設置してあったことで火災に至
らなかった奏功事例が、全国でも多く報告されていま
す。
　住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや不具合
で、火災を感知せず音声や警報音が鳴らないことがあ
るため、とても危険です。
　10 年を目安に交換をおすすめします。
　また、１年に１回は、作動確認、点検お手入れをし
ましょう。

〇問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　６月５日から 11 日まで、危険物安全週間です。
　危険物は、ガソリンなどの燃料類だけでなく、ヘ
アースプレーなどにも幅広く利用され、私たちの生活
になくてはならないものとなっています。
　しかし、取り扱いや保管方法を誤ると多くの生命や
財産が失われるおそれがあり、取扱量にかかわらず注
意が必要です。
　・火気周囲での取り扱いは
　絶対に止めましょう。
　・危険物を貯蔵・取り扱う
　事業所では、保安体制　
　を徹底しましょう。
※一定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合、消防
　署への届出や許可が必要です。
　詳しくは、お問い合わせください。
〇問合せ　消防本部　　　☎ 32-0119
　　　　　いちき分遣所　☎ 21-5077

令 和 ４ 年 度 危 険 物 安 全 週 間 推 進 標 語
『 一 連 の  確 か な 所 作 で  無 災 害 』

甲種防火管理新規講習会

救命入門コースの受講者募集

危険物の貯蔵・取扱に注意

～体力アップコースのご案内～
通所型サービスCに参加しませんか？

住宅用火災警報器の設置・取替えは
お済みでしょうか？
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　梅雨期に入り、集中豪雨などによる土砂災害が心配されるこの時期に、土砂災害防止に対する市民の方々の理
解と関心を深め、防災知識の普及を図るとともに、警戒避難体制の整備等を促進し、被害の防止や軽減を図るこ
ととしています。
　大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩れ等の土砂災害が発生すると、多くの尊い人命が失われます。土
砂災害から生命を守るため、日ごろから次の点に注意しましょう。

１．雨の降り方に注意しましょう！
　土砂災害発生の危険度が高まった時、県と気象台と共同で土砂災害警戒情報を発表します。この情報が発表さ
れた場合は、雨量情報などに注意して自主的な避難を心がけ、市役所からの避難指示などがあった場合は、速や
かに避難してください。記録的な豪雨が降った場合は、これまで経験したことがないような土砂災害が起こる危
険性があります。これらの情報には十分注意しましょう。さらに、雨が降りやんだ後でも、土砂災害が発生する
おそれがありますので注意してください。

２．土砂災害の前ぶれを知っておきましょう！
　・土石流
　　山鳴り、立ち木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
　　川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる。
　・地すべり
　　地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。斜面から水が吹き出す。
　・がけ崩れ
　　がけからの水が濁る。がけに亀裂が入る。小石がパラパラ落ちてくる。異様な音がする。
　　これらが一般的な土砂災害の前ぶれです。長雨が続いている時、身の回りのこのような現象に気づいたら、
　自主避難の目安にしましょう。

３．危険箇所を知っておきましょう！
　家の近くにある土砂災害特別警戒区域などを確認しておきましょう。
　不明な場合は、市役所へ問い合わせてください。

４．避難場所を決めておきましょう！
　いざという時に家族全員が家に揃っていなくても、避難場所がわかっていれば安心です。

５．逃げ方を知っておきましょう！
　土石流のスピードはたいへん速いため、土砂の流れる方向に対して直角に逃げることが大切です。
　被害を最小限に抑えるため、これらの点に注意して、早めの避難を心がけましょう。

〇避難所での感染症対策
　　避難所での感染拡大を防ぐために、次のことについて確認や事前の準備を行い、災害に備えましょう。
　①マスク等の持参
　　避難所に退避する際は、感染症防止のために、通常の非常持出品に加えて、マスクや消毒液、体温計を準備
　　しましょう。
　②手洗い、消毒、咳エチケットの徹底
　　咳エチケットを徹底するとともに、食事の前や、トイレの後、ドアノブなど多くの方が触れる場所に触った
　　後などは、こまめに手洗いや消毒を行いましょう。
　③密閉、密集、密接の３密を避ける
　　避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は、親戚や友人の家等への避難も検討しましょう。

〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

６月30日まで「土砂災害防止月間」です
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　市では、災害時に備え市内に 47 か所の避難所及び福祉避難所を設けています。避難所は、台風や大雨が予想
される時など、必要に応じ開設します。
〇避難場所一覧

【串木野地域】　※今年度から生福保育所から生福小学校（校舎）へ変更となっています。

【市来地域】

※●印は第１次配備の避難場所とし、他の場所は必要に応じて開設します。
　なお、総合体育館は大規模災害発生時の長期的な避難が必要となった場合に開設します。
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

〇訓練内容　介護職員初任者研修に必要な研修科目を
　　　　　　網羅し、修了後の資格取得を目的とする
　　　　　　訓練
〇訓練会場　オアシスケア介護福祉養成校
　　　　　　（介護の森株式会社）
　　　　　　〒 892-0828 鹿児島市金生町７番 10 号
　　　　　　アリマビル４階　
　　　　　　☎ 099-295-4155
〇授 業 料　無料（教材費は自己負担）
〇定 員　６名（応募者が少ない時は、訓練を実施
　　　　　　しない場合があります。）
〇訓練期間　９月２日（金）～ 12 月 16 日（金）
　　　　　　（訓練時間 9：00 ～ 14：40）
　　　　　　※土・日・祝日は原則休講

〇対 象 者　障がいをお持ちの方で、早期の就職や　
　　　　　　再就職を目指す方
〇応募期間　６月７日（火）～８月４日（木）
〇面 接　・期日　８月 17 日（水）
　　　　　　・場所　オアシスケア介護福祉養成校
〇願書提出先　最寄りのハローワーク
　　　　　　願書（指定用紙）は次の問合せ先に準備
　　　　　　してあります。
〇問 合 せ　最寄りのハローワークまたは、鹿児島障
　　　　　　害者職業能力開発校
　　　　　　（薩摩川内市入来町浦之名 1432）
　　　　　　　☎ 44-2206

災害時に備え、避難所や避難経路を確認しましょう

障害者委託訓練生（介護サービス科）募集

避難場所の名称 所在地 電話番号 避難場所の名称 所在地 電話番号
　旧冠岳小学校体育館 冠岳12844-1 ― ●串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570
●冠岳交流センター 冠岳13511-2 32-0760 　働く女性の家 新生町183 32-7130
●生福小学校 生福8605 32-3307 　串木野高等学校体育館 美住町65 32-2064
　生冠中学校体育館 生福8551 32-3377 ●本浦交流センター 西浜町1-1 33-2371
●串木野中学校体育館 日出町700 32-1735 　串木野西中学校体育館 平江20226-1 32-1744
●上名交流センター 上名2455 32-8770 ●野平交流センター 平江20271-5 32-3050
　串木野小学校体育館 日出町536 32-1738 ●羽島交流センター 羽島5218 35-0014
●市民文化センター（中央公民館） 昭和通133-1 33-5655 　羽島小学校体育館 羽島5359 35-0009
　願船寺 栄町23 32-3006 ●荒川交流センター 荒川2450-1 32-8809
●中央交流センター 元町236 33-1231 　荒川小学校体育館 荒川2347-1 32-2010
　浄宝寺 本浜町38 32-2504 ●旭交流センター 金山14103-1 32-8811
　無量寺 西島平町375 32-1727 　旭小学校体育館 金山14067 32-1724
●照島小学校体育館 照島5453-3 32-4446 　芹ヶ野公民館 芹ヶ野15367-2 ―
　串木野養護学校体育館 八房1041 32-4105 ●土川交流センター 羽島9675 35-0887
　串木野体育センター 長崎町91 32-1899 　総合体育館 生福5298-3 32-8588

避難場所の名称 所在地 電話番号 避難場所の名称 所在地 電話番号
　市来体育館 大里5547-1 36-2881 　浄泉寺 湊町3丁目93 36-2102
　市来中学校体育館 大里3764 36-2056 　西村寺 湊町1丁目95 36-2022
　市来小学校体育館 大里3731 36-2006 　市来保健センター 湊町1丁目115 －
●川北交流センター 大里5664 － 　市来保育園 湊町1丁目253 36-2166
●川南交流センター 大里3246-1 － 　川上小学校体育館 川上1200 36-2044
　市来農芸高等学校体育館 湊町160 36-2341 ●川上交流センター 川上978 36-4334
●いちきアクアホール 湊町1丁目102 21-5800 　川上生活改善センター 川上1707 36-2918
　市来高齢者福祉センター 湊町1丁目102 36-4558 　市来川上郵便局 川上1215-1 36-2221
　漁民会館 湊町1丁目103 36-2009
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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
　　　（ウッドタウンは 2 台まで）
　・連帯保証人（１人）、緊急連絡先（1 人）
〇申込期限 　６月 20 日（月）必着

〇抽 選 日　６月 24 日（金）10：00　
　　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　７月 12 日（火）～
〇そ の 他　公募住宅は既設住宅で、築年数が経過
　　　　　　　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）

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
（３階）３DK

水洗トイレ
不可

ウッドタウ
ン（脳神経
外科近く）

平成 25 年度
１戸

木造２階建
３LDK

水洗トイレ
不可

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
（2 階）２DK

水洗トイレ

入居可
（但し 60

歳以上）

郷野原住宅
（ 串 木 野 庁
舎近く）

昭和 49 年度
１戸

耐火２階建
２DK

水洗トイレ

入居可
（但し 60

歳以上）

新 田 住 宅　
（ 新 田 公 園
近く）

昭和 48 年度
１戸

耐火２階建
２DK

水洗トイレ

入居可
（但し 60

歳以上）

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

日ノ出住宅
（ ア ク ア ホ
ール近く）

平成 14 年度
１戸

耐火４階建
（３階）３DK

水洗トイレ
不可

中組住宅　
（ 川 上 小 学
校近く）

昭和 59 年度
１戸

耐火２階建
３DK

水洗トイレ
不可

芹ケ野住宅
（ 芹 ケ 野 公
民館近く）

平成元年度
１戸

木造平屋建
３DK

水洗トイレ
不可

　市では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）により送られてく
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「緊急地震速報」の訓練放送を行います。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
〇実施日時　６月 15 日（水）10：00 頃
〇防災行政無線の放送内容

　緊急地震速報は、大揺れより先に到達する初期微動
を観測し、震度５以上の揺れになる可能性のある地震
と予測した場合、震度４以上の揺れが想定される地域
に発表される気象庁のシステムです。
　空振りもありますが、実際に地震が起こると大変な
被害を引き起こす可能性があります。緊急地震速報が
発表されたら、必ず命を守る行動を取ってください。
　緊急地震速報を見聞きしたときに、あわてずに自分
の身を守れるか、訓練で確かめましょう！
※学校や病院、福祉施設、事業所等に設置してある
　戸別受信機で、音量を “ 切 ” にしてある場合でも、
　最大音量で放送が入ります。
※今回の訓練放送は、防災行政無線を用いての訓練
　放送です。テレビやラジオ等での訓練放送は流れ
　ません。
〇問合せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

市営住宅入居者募集

防災行政無線を用いた「緊急地震速報」の
訓練放送を実施します

　～防災行政無線チャイム～
「こちらは、防災いちき串木野市役所です。」
「ただ今から訓練放送を行います。」

※～緊急地震速報チャイム～
「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。
大地震（おおじしん）です。これは訓練放送で
す。」

※３回繰り返されます。
　「これで訓練放送を終わります。」

～防災行政無線チャイム～
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　次のとおり、公用車を売却します。

〇売却車両
　・車 種 名　三菱　汲取車
　・最大積載量　3,000㎏　
　・型 式　PDG － FE73D　
　・初年度登録　平成 22 年 12 月
　・走 行 距 離　188,175㎞（５月 11 日現在）
　・車検満了日　令和４年 12 月 15 日
※タンク問題あり（吸引不可）
〇申込方法
　購入希望者は、６月 30 日（木）までにいちき串木
　野市・日置市衛生処理組合へ見積書を提出してくだ
　さい（見積書様式は、組合にあります）。
〇購入（申込）条件
　・市税の滞納がない方。
　・所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車税等
　名義変更等全ての手続きは購入者負担とし、物件の
　引渡は手続完了し、売却代金の納入を確認した後と
　します。
　・車両の引渡方法は、保管場所での現状引渡とし、引
　渡後の不調や故障についての補償は一切行いませ
　ん。その他、移動に生じる一切の経費も購入者が負
　担するものとします。
　・車両に表示してある「串木野衛生センター」等の名
　称は、購入者が抹消し、抹消後の写真を提出してく
　ださい。
〇最低売却価格　10,000 円（税抜）
〇物件の確認
　・見積りにあたっては、事前に組合に連絡を取り、車
　両の確認及び説明を受けてください。
　・場所　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
〇購入者の決定
　最低売却価格以上で、最高の価格をもって有効な見
　積をした方を購入者とします。なお結果については、
　購入決定者にのみ連絡します。
〇問合せ　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
　　　　　☎ 32-3612

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議
会では、串木野地域の農業用廃プラスチック類を回収
します。
　農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、回収
にご協力ください。
〇回収日時　６月 21 日（火）８：30 ～ 11：00
〇回収場所　野元家畜市場跡地
〇処理経費　処理単価　58 円／㎏程度
　　　　　　農協口座で引落し扱いとなります。
〇持参するもの　印鑑、農協の口座番号
〇注意事項
　・３か所を同種類のビニ－ルひもで結び、つづら折り
　にしてください。
　・異物（排出ビニ－ル以外のもの）が混入しないよう
　にしてください。
　・空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り除
　き中身を洗浄してください。
　・運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示と書面の携帯
　が必要になります。
〇問合せ
　さつま日置農協串木野支所　☎ 32-1112
　農政課　　　　　　　　　　☎ 21-5121

　市内に住む障害者の方やその家族、企業を対象とし
た出張相談会を開催します。
〇日 時　６月９日（木）13：30 ～ 16：30
〇場 所　串木野庁舎　地下大会議室
〇相談内容　
　「一般就労をしたい」「どこで訓練したら良いのか分
　からない」「障害者の方を雇いたい」など
〇相 談 料　無料（事前予約の 3 枠のみ）
〇予約・問合せ  
　かごしま障害者就業・生活支援センター　三浦
　☎ 099-248-9461

　海の日にちなみ親子でサーフィンを体験し、波に
乗って海に親しみましょう。
〇日 時　７月 18 日（月・祝）8：30 ～ 10：00
〇場 所　照島海岸（旧シャワー棟前）
〇対象者　親子 10 組（申込先着順）
〇参加料　無料
〇申 込　７月６日（水）までに市サーフィン協会
　　　　　事務局（☎ 33-5652）へご連絡ください。
〇問合せ　市サーフィン協会事務局　大里
　　　　　（福祉課内）☎ 33-5652

公用車（汲取車）の公売 農業用廃プラスチック類の回収（串木野地域）

出張相談会の開催

海の日親子サーフィン体験教室参加者募集
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〇いきいき女性講座

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　６月 15 日（水）～ 21 日（火）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。
　　　　　（１歳児は定員３名、対象外の託児は個別にご相談ください。）
※新型コロナウイルスの感染状況により、変更または中止となる場合があります。

　人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採用試験（高卒程度）の受験者を募集します。
　受験資格等の詳細は人事院ホームページの試験情報をご覧いただくか、お問い合わせください。
〇申込期間　６月 20 日（月）9：00 ～ 29 日（水）（受信有効）
〇申込方法　申込専用アドレス（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）よりお申し込みください。
　　　　　　ただし、インターネット申し込みができない場合は、人事院九州事務局へお問い合わせください。
〇試 験 日　９月４日（日）
〇問 合 せ　人事院九州事務局　　☎ 092-431-7733　熊本国税局人事第二課　☎ 096-354-6171
　　　　　　伊集院税務署総務課　☎ 099-273-2541

　教科書展示会を次のとおり行います。
〇期 間　６月 10 日（金）～ 23 日（木）［14 日間：法定展示期間］
〇時 間　９：00 ～ 19：00 
〇場 所　日置市立中央図書館（鹿児島地区日置教科書センター）
※６月 16 日（木）・21 日（火）・23 日（木）は、図書館休館日のため、日置市中央公民
　館ロビーに展示します（時間 9：00 ～ 17：00）。なお、日置市立中央図書館内には常
　設してあり、法定展示期間外でもご覧いただけます。
〇問合せ　日置市立中央図書館　☎ 099-273-6886　学校教育課　☎ 21-5127

講　座　名 日　時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

手　作　り
アロマ除菌スプレー

７/ ８（金）
10：00 ～ 12：00

１回 12 名
抗ウイルス作用のあるアロマを使って、人にも環
境にも優しいアロマスプレーを作ります。（材料
費 1,000 円）

口 金 小 物 入 れ
７/12・19（火）
10：00 ～ 12：00

２回 12 名
ばね口を使った可愛らしいポーチを作ります。

（表布・裏布それぞれ縦 20㎝×横 20㎝各 1 枚、
縫い糸、ハサミ、定規、鉛筆、材料費 200 円程度）

香　　り
×

肩・首コンディショニング

７/14（木）
19：30 ～ 20：30

１回 10 名
すっきりとした香りのアロマコンディショニン
グオイルを使って、肩・首を整えましょう。（タ
オル・フェイスタオル各１枚、材料費 1,350 円）

ドライフラワーの
スワッグ

７/21（木）
10：00 ～ 11：30

１回 12 名

ドライフラワーの組み合わせ方、飾り方を学び、
おしゃれなインテリアにもなるスワッグを作り
ます。ブルー系かイエロー系どちらかをお選びく
ださい。（材料費 1,500 円）

働く女性の家いきいき女性講座

税務職員採用試験受験者募集

令和４年度教科書展示会
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　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。お得に島旅を体験してみませんか。
〇旅行日程　７月９日（土）～ 10 日（日）
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）＝＝甑フルーツ園＝＝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（塩づくりを予定）＝＝下甑郷土館・武家屋敷通り（日本遺産）＝＝
　　　　　＝＝昼食＝＝瀬尾観音三滝＝＝長浜港～～フェリー～～串木野港 16：30 頃解散
〇旅行代金　二名一室利用時　大人おひとり　29,600 円　（市民割引後金額）
　　　　　　　　　　　　　　小人おひとり　24,200 円　（市民割引後金額）
〇募集定員　12 名（最小催行　８名）　
※新型コロナウイルスの感染状況により、内容変更または中止となることがあります。
〇旅行企画実施　NPO 法人鹿児島いちき串木野観光物産センター　鹿児島県知事登録旅行業　第 3-240 号
〇問 合 せ　市総合観光案内所　☎ 32-5256

　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を行う
通信制の大学です。様々な目的で、幅広い世代の方が
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、約 300 の授業科目があり、1 科目から学ぶこ
とができます。
　入学を希望する方は放送大学鹿児島学習センターま
でお問い合わせください。
〇出願期間（インターネット出願も受付可）
　・第１回募集
　６月 10 日（金）～８月 31 日（水）必着
　・第２回募集
　９月１日（木）～ 13 日（火）必着
〇資料請求（無料）・問合せ
　放送大学鹿児島学習センター
　（かごしま県民交流センター西棟 4 階）
　〒 892-8790　鹿児島市山下町 14-50
　☎ 099-239-3811　FAX099-239-3841
　放送大学 HP　https://www.ouj.ac.jp

　市郷土史研究会主催で、講演会が開催されます。お
気軽にご参加ください。
〇日 時　６月 11 日（土）13：30 ～ 15：30
〇会 場　中央公民館　２階研修室
〇講 師　片岡　彰子（日本音楽研究家）
〇テーマ　
　「串木野にやって来て驚いた薩摩半島の祭りと音楽
　の魅力を羽島崎神社の舟唄から探る」
〇参加料　300 円（資料代）※会員無料
〇申 込　不要（先着 30 名程度）
※会場で会誌「くしきの」を頒布します。（会員外１
　冊 500 円）
※当日体調不良の方は出席をご遠慮ください。また、
　新型コロナウイルスの感染状況により、開催を中止
　する場合があります。
〇問合せ　市郷土史研究会
　　　　　副会長　寺田緑　☎ 090-1877-0514

　県では、６月 26 日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わ
せて、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を
６月 20 日から７月 19 日まで実施します。
　薬物の乱用は、身体や精神をむしばんでいくばかり
ではなく、幻覚や知覚異常を起こし、凶悪事件が引き
起こされるなど社会に与える影響も極めて大きなもの
があります。
　家庭、学校、地域などそれぞれの立場で薬物乱用防
止に努めましょう。
〇問合せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

「こしきしま架け橋探訪」ツアーのご案内

2022年度第２学期（10月入学）
放送大学学生募集

郷土史研究会講演会参加者募集
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　地球温暖化や海洋汚染などの地球規模のものから、
ごみや地域の美化などの身近なものまで、私たちの回
りにはさまざまな環境問題があります。
　これらの問題解決のためには、私たち一人ひとりが、
日々の生活や行動を見直すことが大切です。
◎海洋プラスチック問題
　レジ袋やペットボトルが海まで運ばれ、また、これ
らが風雨にさらされ細かくなったマイクロプラスチッ
クなどが海中を漂います。スクラブ洗顔料や歯磨き粉
の一部には、マイクロビーズと呼ばれるプラスチック
粒子が使用されており、海に流れ込んでいってしまい
ます。それらのごみを魚がエサと間違えて食べてしま
います。
◎取り組み例（ちょっとした心がけでできること）
　・マイバックを持参する
　・マイボトルを用意する
　・使い捨てプラスチック製品の使用を控える
　・ゴミのポイ捨てをしない
　・過剰包装商品の購入を控える
　私たちにできることはたくさんあります。自分たち
でできることを、日々の生活に取り入れていきましょ
う。私たちの行動で未来が変わります。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

　市では 65 歳以上の方々が、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。
　この事業は、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、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お申し込みください。
〇対 象　65 歳以上の市民
〇申込締切　６月 21 日（火）
〇説 明 会　
　・日時　６月 28 日（火）10：00（受付 9：30 ～）
　・場所　串木野高齢者福祉センター
※参加する方は、マスクの着用をお願いします。
　また、体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
※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。
※今後の説明会は、７月、９月、11 月は第４月曜日、
　８月、10 月は第４火曜日に開催予定。
　（祝祭日の場合は翌日、12 月のみ第３火曜日）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　本市では、毎年、絶滅の危機にあるウミガメの保護
監視活動を行っています。ウミガメの保護のために、
次の点にご注意ください。
　・無断でウミガメを捕獲したり、卵を採取したりしな
　いでください。違反すると罰せられることがありま
　す。
　・ウミガメは非常に警戒心が強く、音や光に敏感なた
　め、夜間の海岸での花火やおしゃべり等は控えま
　しょう。
　・ウミガメの卵や足跡等を踏まないためにも、夜間に
　海岸をむやみに歩かないようにしましょう。
　・ウミガメの上陸・産卵の障害になるため、ごみは持
　ち帰り、海岸をきれいに保ちましょう。
　・むやみにウミガメに触ったり、産卵中に近づいたり
　しないようにしましょう。
　市民の皆様のご協力をよろしくお願いします。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

　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？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　６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　介護者交流会
〇対　象　認知症のご本人・ご家族ならびに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644
※参加する方は、マスクの着用をお願いします。

ウミガメ保護にご協力を ６月は『環境月間』です
～考えてみよう　環境のこと～

高齢者元気度アップ・ポイント事業
参加者の募集（ポイントカードの発行）

かたいもんそ会（認知症の人と家族の会）のご案内
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　学びを通して仲間づくりや自分磨きをしてみませんか！
夜に開催する講座です。皆さんのご参加をお待ちしています。

※新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のために日程の変更または中止となることがあります。
※参加する方は、マスクの着用をお願いします。
※開催場所は、全て上名交流センターとなります。
※受講料は無料ですが、材料代等は自己負担となります。　
※定員に達しない場合は開設しない場合があります。　
※会場の都合等で予定日や時間が変更になることがあります。
〇申込・問合せ
６月 20 日 （月）までに上名交流センターにお申し込みください。
※ FAX で申し込む場合は、氏名・電話番号・年齢・公民館名・申し込み講座名を明記してください。
※申し込み後、上名交流センターから連絡がない限り、申し込まれた方全員が講座を受講できますので、開講日
　に出席してください。都合により講座を休む時は、上名交流センターへ 16 時までに電話連絡をお願いします。
上名交流センター（日祝休館）　☎ 32-8770　FAX29-4888
※開館時間 16：00 ～ 21：00（電話対応時間 13：30 ～ 20：00）

夜間開催

生涯学習講座（上名交流センター開催の講座）受講生の募集

講座
番号

講 座 名 学 習 内 容 定員 開講予定日 時 間 回数

１ ふで文字講座
市販の筆ペンを使用して好きな言葉を
白紙に書き記す技法を学びます。
※材料代として初回のみ2,000円程度

20
第２・４水曜日
７月13日～12月21日

19：00～
21：00

12回

２
花飾り楽しむ

講座

暮らしの空間を楽しむ季節の花飾りを
プリザーブド・造花・生花などで作り
ます。
※材料代として１回1,500円程度

15
第２・４金曜日
7月8日～12月23日

19：00～
21：00

12回

３
エアロビクス

講座

音楽に合わせて体を動かす誰にでも楽
しめる有酸素運動です。ストレス解消
などに。

20
毎週月曜日
7月4日～10月17日

19：30～
21：00

12回

４ ヨガ講座
深い呼吸とポーズで、心身をリラック
ス。インナーマッスルを鍛えてしなや
かな身体をめざします。

20
毎週木曜日
７月７日～10月６日

19：30～
21：00

12回

５
バドミントン

講座

バドミントンの基礎・基本を学びなが
ら、健康づくりや仲間づくりに役立ち
ます。

20
毎週火曜日
９月20日～12月13日

19：30～
21：00

12回

６
体幹トレーニング＆
ストレッチ講座

運動を始めたい方にお勧めの教室で
す。簡単な体幹トレーニングで深層筋
強化、ストレッチで柔軟性向上を目的
として行います。

20
毎週金曜日
７月８日～９月30日

19：30～
21：00

12回

７
レクリエーション

ダンス講座

いろいろなジャンルの音楽に合わせて
心地よい汗を!ストレス解消・地域への
社会参加・仲間作りのきっかけにもな
る軽スポーツです。

20
毎週木曜日
７月７日～９月29日

19：30～
21：00

12回

12 発　　行：いちき串木野市役所　企画政策課
〒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
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