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　ふるさと納税とは応援したい自治体に寄附できる制度です。
　ふるさと納税の特徴は、寄附をする際に寄附金の使い道を選択できることや、地域の
特産品を返礼品としてもらえるだけでなく、合計寄附額から２千円の自己負担分を差し
引いた金額が税控除の対象になることです。
　今回は、本市のふるさと納税の実態を令和２年度の実績をもとに紹介します。

　平成26年度は納税件数25件、寄附額約300万円でしたが、令和２年度は首都圏の方を
中心に全国から納税件数約16万３千件、約20億円の寄附をいただきました。令和２年度
は、新型コロナウイルスの影響で巣ごもり需要が高まり、申し込みが増加したと考えら
れます。
　また、いただいた寄附金は市の活性化のために使用されます。寄附金の使い道では「そ
の他市政全般」に次いで「産業振興、地域活性化」の希望が多く寄せられています。

♦ふるさと納税は増加傾向である！

令和２年度
ふるさと納税件数
約16万3千件

令和２年度
ふるさと納税寄附額
約20億円

１位：志布志市　　約51億円
２位：大崎町　　　約50億円
３位：南さつま市　約43億円
　　　　　・
　　　　　・
　　　　　・
８位：いちき串木野市　約20億円

１位：東京都
２位：神奈川県
３位：大阪府
４位：愛知県
５位：兵庫県

本市ふるさと納税寄附額実績　年度別推移

令和２年度
県内のふるさと納税寄附額順位

令和２年度
都道府県別本市への寄附件数順位

やはり首都圏を
中心に

多い傾向です！

令和元年度に比べ
約７億円増加しました。

いちき串木野市ふるさと納税

大解剖
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　本市の返礼品のうち、人気があるのは実は肉類です。今回は TOP３の紹介とともに、
寄附者からのメッセージを紹介します。
　また、この他にも「マグロ」や「焼酎」、「さつま揚げ」等の本市の特産品も人気です。

　本市では約80社の返礼品事業者が、約700品の返礼品をご用意しています。これらの
返礼品は、ふるさと納税の情報が凝縮したウェブサイト“ふるさとチョイス”でも紹介し
ていますので、市外にお住まいの親戚・知人にぜひオススメしてください。
　また、ふるさと納税でご不明な点等ございましたら、シティセールス課までご連絡く
ださい。

♦意外と知られていない返礼品の人気ランキング

◆本市のふるさと納税を市外にお住まいの親戚・知人にご紹介ください！

※お住まいの自治体へのふるさと納税は制度上、
お礼の品のお返しが出来ませんのでご注意くだ
さい。

ふるさとチョイス

○問合せ　シティセールス課　☎︎33-5621

生冷凍　九州産焼鳥セット　5種盛合わせ（50本）

4種から選べる干し芋

ホワイトボンレスハム

　５種類が１本ずつ入って１パックずつになっていま
す。家族で１パックずつ配り、目の前にホットプレート
を置いて焼きながら食べました。子どもたちは好きな
焼き加減でゆっくり食べられて楽しそうでした。味も
美味しく、焼鳥も大きめで一人１パックで我が家は
満足できる量でした。

　子どものおやつ用にとお申し込みさせていただきま
した。とっても甘く、奪い合うように食べてました。
１袋では兄弟３人では足りませんでした ( 笑 ) すぐに
終わってしまいそうなので、またお申し込みさせて
いただく予定です。

　食べ応えも良いし、美味しいのでまた頼みます。イン
パクトも大きいので贈り物にも最適ですね。子どもか
らお年寄りまで美味しくいただけると思いました。

＜寄附者からのメッセージ＞

＜寄附者からのメッセージ＞

＜寄附者からのメッセージ＞
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認知症ってどんな病気？

認知症と加齢によるもの忘れの違い
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地域包括支援センター
（☎ 33-5644）

正しく知ろう！認知症
　県では、９月21日のアルツハイマーデーを含む１週間（日曜日から土曜日まで）を“認知
症を理解し一緒に歩む県民週間”と設定しています。９月中は、市内の図書館や市役所な
ど様々な場所で認知症に関する展示等を行っていますのでぜひご覧ください。
　本市では、令和３年３月に高齢化率が38.0％となり、３人に１人が高齢者となってい
ます。認知症は年齢を重ねれば誰でもかかる可能性がある病気なので、今後はもっと身近
な病気となっていくでしょう。
　認知症は早く気付いて対応することで、症状
を軽減できたり、進行を遅らせたりすることが
できます。
　できるだけ住み慣れた家や地域で安心して暮
らし続けられるよう、認知症について正しく理
解し、地域全体で支えあいましょう。

　認知症とは、記憶障害やさまざまな状況に対する判断力が低下する
など、生活するうえで少しずつ支障が増えていく病気です。他の病気
が原因で、一時的に症状が現れている場合もあるので、気になること
があったら、早めに病院を受診しましょう。また、認知症を完治させ
る薬はまだありませんが、進行を遅らせる薬はあるため、合う薬を適
切に服用することが大切です。

他にも「料理ができ
なくなった」「運転ミ
スや車のキズが増え
た」「リモコンの操作
など簡単な操作に戸
惑う」などの症状も
認知症に気付くポイ
ントです！

加齢によるもの忘れ 認知症によるもの忘れ

～認知症になっても住み慣れたわが家、わが町で暮らしていくために～

≪認知症の種類と特徴≫
　アルツハイマー型認知症
　血管性認知症
　レビー小体型認知症
　前頭側頭型認知症　など

≪病院ではこんな検査をします≫
　診察、面談
　一般身体検査（血液検査、心電図検査など）
　認知症検査（CTなど脳画像検査、心理学検査など）
　※むずかしい検査はありません。
　　かかりつけの病院があれば、主治医に相談してみましょう！

体験した一部を忘れる ⇔ 体験したこと全てを忘れてしまう

何を食べたかを思い出せない ⇔ 食べたこと自体を忘れてしまう

約束をうっかり忘れてしまう ⇔ 約束したこと自体を忘れてしまう

人の名前が思い出せない ⇔ 目の前の人が誰なのか分からない

置き忘れや紛失が時々ある ⇔ 置き忘れや紛失が頻繁になる

ヒントがあれば思い出せる ⇔ ヒントがあっても思い出せない
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認知症の人の気持ち

認知症の人との接し方のポイント！

＊認知症に関する相談＊
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　認知症の人の多くは、病気の
自覚がなくても自分に異変が起き
ていると気づいていることが多
く、様々な思いを抱えています。

否定よりも肯定の気持ちで接しましょう
　認知症の人は、間違いや失敗などがあったときに、強く否定した
り怒ったりすると、悪い印象だけが強くなり症状が悪化することが
あります。できないことを責めるのではなく、できることを認め、
気持ちを共感し、前向きになれるような声を掛けましょう。

認知症の人の立場に立ったケアを心がけましょう
　人は誰でも年を重ね、いずれは誰もがケアを受ける側にな
ります。将来、自分がしてほしいケア・声掛けを想像し、実
行してみるといいでしょう。

「その人らしさ」を大切に
　認知症になると外出の機会や人との関わりや会話が減り、気
分が落ち込み、うつ傾向になる場合があります。認知症になっ
ても、好きなことや出来ることは続けられるようサポートし、
楽しみや役割を持ち続けられるようにすることも大切です。

介護者が疲れてしまわないように
　認知症ケアは、家族や一部の介護者だけで支えるのには限界
があります。在宅医療・介護保険によるサービスの利用や、成
年後見制度など法律面や生活面で支援・保護する制度などを必
要に応じて上手に活用しましょう。
　また、認知症カフェや相談窓口もあるので、悩みは一人で抱
え込まずに早めに相談して、適切なアドバイスを受けましょう。

地域包括支援センター
（串木野庁舎２階）
※認知症地域支援推進員がいます

☎︎33-5644

若年性認知症相談窓口
(65歳未満の方はこちらへ )

☎︎099-251-4010

鹿児島県認知症コールセンター
（認知症の人と家族の会）
☎︎099-257-3887

不安な気持ち
自分に何が起こっているのか？
この先どうなるのか？分からず
不安です

申し訳ない気持ち
迷惑をかけている、もっと役に
立ちたいのに…と申し訳ない気
持ちになります

悔しい気持ち
自分ができないことの歯がゆさ
や、バカにされると悔しい気持
ちでいっぱいです
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　南薩砂利㈱から市立幼稚園、小学校、中学校へ
砂を無償でいただきました。
　日頃の感謝をこめて、地域の子ども達の教育活
動に少しでも役に立てたらと提供を続けられ、今
年で18回目になります。
　市来幼稚園では早速子ども達が砂山で楽しそう
に遊んでいました。
　今年も温かい善意をありがとうございました。

　８月５日、市管工事組合（組合員９社）と水道協
会（協会員７社）が、山之神浄水場や観音ヶ池配水
池などの草払いを行いました。
　これは６月１日から７日までの「全国水道週間」
に合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへ
安全な水を届けるための水道施設を対象に、平成
９年から実施されています。今年は当初の作業予
定日が雨天により延期となり、例年よりも暑い中
での作業となりました。
　ありがとうございました。

市内の幼稚園・学校に
砂をいただきました

いちき串木野市管工事組合と
水道協会が奉仕作業

コロナに負けるな
音だけ納涼盆踊り大会

　８月13日、羽島青年学級による「コロナに負け
るな　音だけ納涼盆踊り大会」が開催されました。
　この企画は、羽島納涼盆踊り大会が、新型コロ
ナウイルスの影響で例年通り開催することができ
なかったため、子ども達のメッセージを録音し、
盆踊りの歌にのせた動画を作成して羽島地区の防
災無線や SNSで情報発信したものです。
　子ども達は、「コロナが終わったらやりたいこと」
をたくさん紙に書いて、それをメッセージとして
録音し、新型コロナウイルス収束を願いました。
　完成した動画は、Facebook で配
信されていますので、ぜひご覧くだ
さい。

　７月17日、第43回春季親善グラウンド・ゴルフ
大会が開催されました。新型コロナウイルス感染
症対策を行いながら、熱戦が繰り広げられました。
○団体の部　優　勝　白浜・徐福の郷混成
	 準優勝　いちきコスモス
	 第３位　いちきもみじ
○個人の部　優　勝　大平　清子（徐福の郷）
	 準優勝　大迫　敏生（いちきもみじ）
	 第３位　池田　多美子（生福愛好会）

第43回春季親善
グラウンド・ゴルフ大会
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　８月７日、鹿児島国際大学の学生による串木野商業
研究 SNSセミナーが開催されました。
　これは、鹿児島国際大学経済学部の西ゼミナールに
よる串木野地区商店街の活性化を目的とした研究の発
表会として行われました。
　学生たちは昨年度から研究に取り組んでおり、今年
の２月に串木野地区商店街利用者を対象にアンケー
ト調査を行ったところ、「20代以下の利用者が少ない」
「宣伝方法を工夫してほしい」といった意見があったこ
とから、SNSを利用した宣伝の事例などを発表したほ
か、一般参加者に Facebook の相談会を行いました。
　来年２月には、２年間の研究成果の報告が行われる
予定です。

鹿児島国際大学による
SNS セミナー

　日本遺産構成文化財のひとつ「串木野麓」に駐車場が
整備されました。「串木野城跡」や周辺文化財を見学さ
れる際にご利用ください。
　なお、５月に一般公開された「串木野城跡」散策路は
９時から17時まで自由に入城できます。案内ガイド
が必要な際は、事前に市総合観光案内所（☎︎32-5256）
へご相談ください。
　県ではスタンプラリーとフォトコン
テストを開催中です。

～日本遺産　薩摩の武士が生きた町～
「串木野麓」に専用駐車場が整備されました

串木野城跡

↑
串
木
野
IC

至 生福・　 冠岳→

←
至 

串
木
野
市
街
地

39

串木野氏の墓

長谷場純孝
生誕の地

上名交流
センター

　2020年より旧冠岳小学校の利活用に関する話し合いの場づくりとして“よりみち会議”を開催しています。昨年
は３回開催し、目指す冠岳の理想の未来として「心も体も健康に自然とともに育つまち」を掲げることにしました。
　2021年はその理想をもとに、	旧冠岳小学校を舞台にやりたいことを小さく始めるための材料集めとアクション
を起こせたらと考えています。	

よりみち会議 2021が始まりました

　７月28日にオリエンテーションを開催しました。参加者同士がお互いのことを知ったり、学校内を散策して
アイディアを出したりと、今後の展開にワクワクする時間でした。
　よりみち会議では、まだまだメンバーを募集中です。昨年から参加している方も、まだ参加したことのない
方も「こういうことやってみたい」「冠岳のことをもっと知りたい」等、皆さま気軽にご参加ください。
　今後の開催は９月30日（木）、10月14日（木）、11月４日（木）、25日（木）、12月９日（木）、23日（木）の日程
で、いずれも19時から21時までです。会場は旧冠岳小学校です。
　昨年は“よりみち会議”から生まれた企画で「薬膳ピザ作り」や「竹でご飯作りとキャンプ」を開催しています。	
今年はどんな企画が生まれていくのか。今後の展開が楽しみです。	
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鹿児島協同食品株式会社

医療法人芳清会　串木野内科・循環器科
・従業員数　22名
・基本理念　�「継続は力なり」「温かい心のこもった診療」

をモットーにスタッフ一同心掛けていま
す。

・所 在 地　中尾町72番地
・電話番号　33-2211

　最初は、慣れないことも多く仕事も出来ない
ことの方が多かったのですが、上司や先輩方の
丁寧な指導のおかげで、仕事の内容だけでなく、
働く時の考え方や姿勢、社会人として生きてい
くための知識などを学ばせて頂いたことで、少
しずつですが、仕事も私生活も充実したものに
変化させていくことが出来ました。
　これからも、自分の理想としている社会人像
に近づけるように努力していきます。

　入社６年目になります。
　レセプト請求、健診等を主に行っています。
　医療事務は未経験でしたが、一から丁寧にご指
導いただき、また他職種の方々と接する機会も多
いので、自分自身が成長できる場だと感じていま
す。職場ではおはら祭りに出場したり、笑運動会
（しょううんどうかい）を行ったり、明るく元気な
看護師さん達と楽しく仕事をしています。

若手社員の企業アピール　野元　風太さん

若手社員の企業アピール　徳永　明穂さん

企業の概要
　鹿児島協同食品は、鹿児島県経済連グループの一員
であり鹿児島で愛情を込めて育てた農畜産物を使用し
たハム・ウィンナー・豆腐・餃子・焼レバーなど、沢
山の種類の商品を製造しております。
　鹿児島県産にこだわって作った「農協ハム」は今年
40周年を迎え、これからも安全・安心をキーワードに、
よりおいしく、よりよい品質の商品をお客様に提供し
ていきます。

企業の概要
　標榜科目でもあります、循環器科の草分けとして地域
医療の最前線を担って32年経過いたしました。常勤医
師２名体制で心疾患を主に取り組んでおります。
　訪問診療を行い、常勤管理栄養士の食事指導も行って
います。
　これからも温かい心のこもった診療を心掛け職員一同
前進して参ります。
P.S.　只今広報誌さくらにて、おしえてドクター有川朋
芳掲載中です。

いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）
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市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。

・従業員数　200名
・経営理念　「強い想いが、活動の基盤です。」
・所 在 地　大里 1001番地
・電話番号　36-4186


