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市政ニュース
市ではこんなことをしています

市長の主な動き（４月）
※市長の過去１か月の主な活動を掲載しています。
日にち

大塚製薬株式会社と連携協定を
締結しました
シティセールス課（☎33-5632）

１（木）

内

容

・辞令交付式（市職員・地域おこし協力
隊等）

・交通安全啓発運動「旗の波」
６（火） ・全国地域安全運動活動（自転車防犯診
断）視察（市内３駅）

７（水） 串木野高校入学式
・照島神社春季大祭
９（金） ・県消防協会日置支部総会（防災セン
ター）

３月29日に大塚製薬株式会社と市民の福祉の向
上と健康的な生活の実現を図ることを目的に熱中
症対策やスポーツ振興、青少年の育成、災害時の
協力などにおいて「市民の健康維持・増進等に関す
る連携協定」を締結しました。
市民の健康的な生活の実現に向けて、幅広い分
野での連携を進めていきます。

水道メーターをご確認ください !!
上下水道課（☎21-5155）

宅地内での漏水は思わぬ
出 費 と な り ま す の で、 次
の方法で定期的に水道メー
ターの点検、確認をしてく
ださい。
①家 中の蛇口等を全部閉め
てください。
②水道メーターについている、パイロットマーク
（水車形）が動かないか、確認してください。
水道を使っていない状態で、パイロットマーク
が動く場合は漏水や設備等の故障の可能性があり
ます。指定業者に原因調査、修理を依頼してくだ
さい。
※ 漏水等の修理の費用は、敷地内の水道管、トイ
レや温水器などの設備は、お客様の所有物です
ので、自己負担となります。
◎漏水の原因によっては、水道料金の一部を減免
する制度を受けられる場合があります。
※減免の適用を受けられない場合もあります。
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13（火） 薩摩金山蔵開運神社創建大祭
・全国地域安全運動キャンペーン活動
視察（郵便局・銀行等）
・議員全員協議会
15（木）
・県高規格幹線道路建設促進協議会総
会（鹿児島市）
・県市長会定例会（鹿児島市）
16（金）

転入教職員宣誓式及び研修会（アクア
ホール）

18（日） 黎明祭
20（火） 原子力安全対策連絡協議会（市長室）
26（月）

県中小企業家同友会全体会・記念講演（鹿
児島市）

・県 市町村社会基盤整備推進協議会理
事会総会（鹿児島市）
27（火）
・全国治水砂防協会鹿児島県支部懇談会
（鹿児島市）

29（木） 串木野神社春季例大祭
30（金） 市体育協会総会（市民文化センター）

市税等の滞納処分を強化しています
税金は、市民の皆様が安心して暮らしていくた

めの大切な財源です。市税を滞納すると督促料、
延滞金も併せて納付することになり経済的にも不
利益が生じます。

本市では、税負担の公平性を確保するため、市

税等の滞納処分を強化しています。

税務課収納係（☎33-5615）

○差押えた動産や不動産はどうなるのか？

滞納処分として差押えた動産や不動産は、イン

ターネット公売、県・市町合同公売会、不動産公
売会等で公売され、その代金は滞納している税金
に充てられます。

○財産差押えの強化

再三の納付催告（催告書、電話、訪問等）にもか

かわらず、納税相談もなく納税に対する誠意がみ

られない、あるいは納税を拒否する、納税誓約を
守らない滞納者に対し、捜索（※１）を含め、財産

調査を徹底して行い、預金や不動産のほか、給与
や生命保険、自動車、動産（※２）などの差押えを
強化しています。
※１

滞 納者の住居や店舗などに立ち入り、差押
えるべき財産を捜すことで相手の意志にか

かわりなく行う強制調査。令和２年度は３
※２

件実施。

写真：タイヤロックした車両

日 常生活に不可欠な衣服や家具など、法律
で差押えが禁止されているもの以外のもの

で、テレビ等家電製品、腕時計等生活用品
など。

○滞納者への行政サービスの制限

市では、納税者の公平性を確保するため、滞納者

に対し、行政サービスの制限を設けています。

（例）市営住宅の新規入居の制限、子育て支援金等
補助金の交付制限、国民健康保険証の有効期
限の短縮、高額療養費の支給制限などです。

○安心便利な口座振替を！

口座振替制度は、税金等の納め忘れがなく、納

期ごとに納めに行く手間がかからず便利です。

申し込みは、口座振替を始めたい納期月の前月

20日までに通帳と届出印・納税通知書を持って、
市内の各金融機関で行ってください。

納期限内の自主納付にご協力下さい

写真：捜索状況

★令和２年度の主な滞納処分★
・預貯金差押446件

所得税還付金差押34件

・給与等その他の債権差押６件
（内訳）給与２件

年金１件

自販機販売手数料１件

納付が困難な場合や、
分割納付を希望する
場合にはまず連絡を !!

家賃収入２件

・不動産差押13件

・動産差押２件（家宅捜索３件）
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子どもみらい課

子育て支援一覧表

子育て支援係（☎33-5618）
子育て健康係（☎33-3450）

４月から新設された子どもみらい課の主な事業を掲載しております。
申請方法や事業の詳しい内容については、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。

・出生届
・児童手当
・子ども医療 （非課税世帯のみ高校生まで）
・出産祝い（未来の宝子育て支援金）

・母子健康相談

妊婦と子どもの健診︑相談等

・妊婦健診

・産婦健診

・妊婦歯科検診

（医療機関

・乳児／

11 〜 13 ヶ月
児健診

委託）
・妊娠中期
訪問

・6 ヶ月

・新生児
聴覚検査
・新生児訪問

・3 歳児健診

・乳児健診

産婦健診

・こんに ・子ども
ちは赤
みらい
ちゃん

訪問

児健康

・１歳 6 ヶ月
児健診

・5 歳児
歯科検診

相談

訪問

・2 歳児と
2 歳6ヶ月児
歯科検診

・各種予防接種
・産前産後サポート事業（毎月１回）
・産後ケア事業
・養育支援訪問事業
・ぱくぱく離乳食教室
（年 4 回）

主な子育て
支援事業等

・子育て世代包括支援センター（あいびれっじ）
（公認心理師による相談は毎週月曜要予約）

ルーム
・保育園、認定こども園、家庭的保育
・幼稚園

・ファミリーサポートセンター
・病児・病後児保育（あいあいきっず）

ひとり親家庭
の助成等
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・ほっと

・子育て支援センター（きらきら、さわやか）

・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成

・放課後
児童
クラブ

歳

児

高校生

育

中学生

交付

小学生

・母子健康手帳の

歳

歳

申請

・妊娠の届出

３

１

６ヶ月

３ヶ月

産

娠

１ヶ月

出

妊

妊娠
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日本経済の「いま」を教えてください
企画政策課（☎33-5628）

令和３年６月１日を基準日として経済センサス‐活動調査が実施されます。この調査は、全ての企業・
事業所を対象に、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握する我が国唯一の調査です。調査の結
果は、国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や商店街の活性化などの地域行政のための基礎資料と
して利活用されます。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

調査の方法

支社等のない事業所等に、調査員証をつけた調査員が訪問して、調査票を５月末日までに配布します。
新型コロナウイルス感染防止のため、調査書類の配布や受け取りを、できる限り直接対面しない非接触の
方法で行うようにします。ご回答はできる限り、簡単・安心なインターネットでお願いします。
なお、紙の調査票にご記入いただき、調査員に提出することもできます。
支社等を有する企業については、国が民間事業者を通じて本社等に調査票を郵送しますので、ご記入い
ただき同封の封筒でご返送ください。支社等を有する企業でも事業所の活動状態等を把握するために本市
の調査員が伺いますのでご協力ください。

報告義務について

この調査はとても重要なもので統計法により、調査を受ける人には
「調査に
対し報告を行う義務」
が、調査を実施する関係者には
「調査によって知ったこと
を他に漏らしてはならない義務」が課せられています。また、調査票の内容に
ついては統計作成の目的以外に使用されることはありません。

https://www.e-census2021.go.jp/

経済センサス2021

統計功績者を表彰
企画政策課（☎33-5628）

堀内さん、髙田さん、繁田さん、俣木さん、上薗さん

長年にわたり各種統計調査に功績があり、統計行政の
発展・向上に大きく貢献したとして、本市の統計調査
員が統計功績者表彰を受賞し、令和２年度鹿児島・日
置地区統計大会において表彰伝達式が行われました。
統計調査は、統計調査員の方々の地道な調査活動に
よって支えられています。今後とも統計調査に対する
市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
受賞者は、次のとおりです。
（敬称略）
おめでとうございます。
○農林水産大臣表彰
〇経済産業大臣表彰
髙田 茂子 （大里）      
堀内 和代 （西浜町）
○鹿児島県統計協会会長表彰
上薗 真理子（恵比須町）
繁田 耕一 （荒川）
俣木 信夫 （羽島）
池田 伸雄 （生福）
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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。

株式会社

中馬
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いちき串木野市立ハローワーク
（☎26-1191）

・従業員数 51 名
・経営理念 昭
 和 25 年に、先代中馬四郎が中馬興業
を創設以来、
「初心忘れず」を基本理念に
自然環境保護や調和を念頭に置いた活
動に軸足を置き、顧客のニーズにこたえ
る為に日々研鑽し生産活動を行っていま
す。
・所 在 地

本社 いちき串木野市東塩田町１番地
・電話番号 0996-32-3369
若手社員の企業アピール
当業界は、日常生活を送る上では、縁のない業

企業の概要
株式会社中馬は砕石製造業を主とする砕石部、
コンクリー
ト製品製造を主とする CT 部より構成されております。
砕石部では土木や建築等に用いられます砕石や再生材
等 を製 造しており、 いちき串 木 野 市 金 山・鹿 児 島 市
下福元町・姶良市蒲生町に３工場を有しております、CT
部では道路用の側溝や擁壁保護用の積みブロック等を製
造しております。
両部門ともに地域のインフラ整備の原点を担う企業と

界かもしれませんが、インフラや環境分野において、
私たちの生活を支えてくれている必要不可欠な業界
です。専門知識が必要とされ、飛び込むのをためら
う業界かもしれませんが、熱意のある人間であれば
丁寧真摯に教育してくれる上司や環境が揃っており、
必ず成長することができます。興味・やる気があれ
ば、何だってできる。ぜひ、私たちと一緒に骨材・
環境分野の未来を担いましょう。

して、豊かな社会の実現、地域資源の活用、皆様が安全
に暮らせる社会の為に日々努力しています。

社会福祉法人

慈昂会

・従業員数 102 名
・基本理念 「不忘念」思いを忘れるべからず
・所 在 地 いちき串木野市大里 992
・電話番号 0996-36-3060
・ホームページ http://www.jiko-kai.or.jp
若手社員の企業アピール

企業の概要
当法人は「不忘念」思いを忘れるべからずの基本理念の
もと、養護老人ホーム市来松寿園、特別養護老人ホーム
吹上園を同じ建物に設置し要介護状態になられても安心
して暮らしていただける施設運営を中心に、高齢者福祉か
ら介護支援まで幅広く居宅介護支援事業所の機能を活用
し地域に根差したサービスを提供しています。
また、地域のニーズに応えて地域密着型小規模特別養
護老人ホーム吹上園ふもとをオープンして総合的な介護
サービスを提供しています。
12

吉留

舞さん

吹上園ふもとは、いちき
串木野市の方が住み慣れた
いちき串木野市で生活でき
るための施設です。理念に
基づき、入居者様自身の「く
らし」のために、入居者様・
ご家族様・職員・地域の皆
様と共同し互いに理解を深
め、
質の高い「くらし」
（ケア）
を提供するように努めています。
私は、介護の経験もなく入職時は不安でしたが、
先輩方に優しく指導していただき、また、入居者
の皆さんからも笑顔をいただけたりして、とても
やりがいのある職場です。また、福利厚生も充実
していて働きやすい環境です。
今後も、入居者様の「くらし」の充実のために、
笑顔のために、心に寄り添い、心の声を聴けるよ
う楽しく仕事をしていきたいです。

子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信 Vol.11

あいびれっじ〈子育て世代包括支援センター〉
（☎24-8311）

あいびれっじは、お子さんのすこやかな成長をサポートする応援団です。

〇 双子の会「さくらんぼ会」を開催しました！

３月はじめに串木野健康増進センターで「さくらんぼ会」を開催し、いちき串木野市へ里帰り中の方も含め７
組の双子ちゃんと保護者の方がご参加くださいました！（＾＾）♪
感染予防にご協力いただきながら短い時間ではありましたが、先輩の双子ちゃんママに子育てのアドバイス
をもらったり、双子ちゃん子育てあるあるで盛り上がったり、にぎやかな会となりました。
ご参加くださったみなさん、ありがとうございました！

今年度も、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらではありますが、開催を予定しています。

〇 ぱくぱく離乳食教室を開催しました！

３月のぱくぱく離乳食教室では初めて会場とオンラインでの同時開催となりました。
オンラインでご参加いただくと、自宅でゆっくりと観ていただけるというメリットもあります。
今後のぱくぱく離乳食教室は新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらではありますが、しばらくの間は
同時開催を計画していますので多くの方にご参加いただければと思います。
次回開催予定：６月16日（水）
【対象：令和２年12月生まれ～令和３年２月生まれ】
申込締切：５月31日（月）
※対象の方には事前に案内の通知を発送しています。対象月以外の方でも参加
できますので、希望の方はあいびれっじへお電話ください。

〇 令和３年４月から「プレママさんのリラックスサロン」を開催しています

ご参加いただいたママたちがほっとリラックスできるリンパマッサージやマタニティヨガ、公認心理師によ
るワークショップなどを串木野健康増進センターで毎月１回開催しています。
５月６日発行のお知らせ版で６月、７月開催日の案内をしていますので、ぜひご参加ください。
申込締切：６月４日（金）
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れいめいの風

視察員として選ばれた新納久脩と寺島宗則

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）

●新納 久脩 （にいろ ひさのぶ）
留学当時、大目付、32歳。変名は石垣鋭之助。渡欧中は使節団長として五代、寺島、堀
を伴いヨーロッパ各地を回り、外交交渉をはじめ、紡績機械や武器の買い付けなどを行い
ました。また日本の教育との違いを目の当たりにし、帰国後直ぐに11歳の息子をフランス
へ留学させます。帰国後は薩摩藩の家老を務めるも、明治元年に辞任。一時は中央官吏に
出仕しますが、後年は鹿児島県に戻り、奄美の
「大島島司」として黒糖の流通改革に尽力し
ました。明治22年（1889）
12月10日 享年57歳。
●寺島 宗則 （てらしま むねのり）
留学当時、
32歳。変名は出水泉蔵。藩医であった伯父の養子となり、長崎や江戸で医学
とともに蘭学を学んでいた寺島は、島津斉彬のもとで蒸気機関研究やガス燈・写真機・電
信機などの製作実験などを行いました。斉彬死後、再び江戸へ戻り、文久２年（1862）には
幕府の文久遣欧使節団の一員として福沢諭吉らとヨーロッパ諸国を視察。帰国後、薩英戦
争時に五代と共に英国側の捕虜に。その後、釈放され、薩摩藩英国留学生派遣団の視察員
に選抜されます。渡欧中は、イギリス外務省や諸外国との外交交渉に尽力。慶応２年（1866）
村橋とともに帰国。帰国後は外交官として条約改正に取り組み、外務卿・文部卿・元老院
議長などを歴任しました。明治26年（1893）
６月６日 享年60歳。
					
記念館スタッフ

鴨川

★★★ みんなでつくろう 安全安心の街 ★★★
令和３年 ５月号

まちづくり防災課
（☎ 33-5631）

～毎月11日は
「地域安全推進の日」～
～「スマートフォン・携帯電話安全教室」を実施～
４月20日、市来農芸高校で全校生徒を対象に、携帯電話やスマート
フォン、ＳＮＳの正しい利用方法や危険性について、また、トラブル
に巻き込まれた場合の適切な対処方法を学ぶ「スマートフォン・携帯電
話安全教室」が実施されました。
携帯電話やスマートフォンは便利である一方、使い方によっては
自分が被害者にも、加害者にもなり得ます。使い方に十分気を付けま
しょう。

～あなたの自転車は大丈夫？～
４月６日「春の全国地域安全運動」の一環として、市内ＪＲ３駅の駐輪
場で自転車防犯診断を行いました。まだまだ防犯対策が十分とは言え
ない状況です。自分の自転車は自分で守りましょう。

＜診断結果＞
駐車自転車台数

148台

施錠なし

防犯登録なし

二重鍵有り

19台（12.8%） 19台（12.8%） 15台（10.1%）

【問合せ】いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内） ☎32-9710
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敏哉

いちき串⽊野電⼒

●電話︓33-6000●所在地︓いちき串⽊野市昭和通111(串⽊野庁舎前)
●⼟曜⽇も営業（9:00〜5:00）⽇曜・祝⽇(休み)

おトク

だけじゃない。

皆さまの暮らしをもっともっと

安⼼・快適・⾝近 に !!

●公式サイト http://www.ik-epco.co.jp
●契約電⼒会社の検針票をお持ちいただければ試算いたします。⼀度お試しください。

いきいき応援プラン

●市内在住 ●ご契約者様が70歳以上の⽅が対象になります。

地域の⾼齢者の皆さまが元気に⽣活していただくために、夏季の3ヶ⽉間（7⽉・8⽉・9⽉）の使⽤電⼒料⾦を5％割
引いたします。さらに、敬⽼の⽇（9⽉）にはお祝いとして500円割引いたします。夏の熱中症予防には、暑さを避ける
事が重要です。そこでエアコンや扇⾵機を割引料⾦でお使いいただき、暑い夏を少しでも快適に過ごしていただけるよう応
援していきます︕
●新規申込・ご紹介キャンペーン
6⽉末まで実施中︕
◇新規加入者3000円割引
◇お友達紹介3000円割引

新料⾦区分(10A・15A・20A)
モデル年間顧客メリット

1,889㎾h使用の場合

15A

20A
2,095㎾h使用の場合

10A
2,302㎾h使用の場合

〔広告〕
夏場の電気料金が割安！
７月～９月の電気料金を５％割引いたします。
さらに敬老の日の９月には ５００円 割引いたします。
お気軽にご相談ください。

⼿続きもかんたん!

株式会社いちき串⽊野電⼒ 0996-33-6000

Copyrights©2019/PASSPORT Co.,Ltd/All
rights reserved.
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本 ひより

～みつけよう。私だけの一冊～
一般図書
【本館】

『リリアン』

児童図書
【本館】

『うろおぼえ一家の
おかいもの』

児童図書
【分館】

『これがほんとの
お弁当のきほん』

『まだまだまだまだ』

岸政彦 / 著

出口かずみ / 作

井原裕子 / 著

五味太郎 / 作・絵

街外れで暮らすジャズベーシス
トの男と、場末の飲み屋で知り
合った年上の女。スティービー・
ワンダーの名曲に導かれた二人
の会話が重なりあい、大阪の片隅
で生きる陰影に満ちた人生を淡
く映し出す。話題の社会学者によ
る哀感あふれる都市小説集。

お父さんにお母さん、お兄さんに
弟、妹。揃いも揃って＜うろおぼ
え＞が多いあひるの一家は、ある
日、お母さんから買い物を頼まれ
て出かけたけれど、何から何まで
うろおぼえ。道中ヒントをもらい
ながら、はてさてどんな結末に？

お弁当作りで一番大切なのは
無理なく続けること。
特別なワザを使わなくても手
早く作れて、見た目もおいし
そうなお弁当を紹介。
88種のお弁当レシピに、作り
おきのサブおかず、お弁当作
りに役立つ知恵袋などを掲載。

「よーい、どん！」どうやらかけっこ
がはじまったようです。たのしい
ですね。みんなぶじにゴールして、
とおもったら
「ぼくはまだまだおわ
りません！」とひとりがとびだして
……。町のなかやビル のあいだ、
畑 の中 や 森 のなか、かけっこは
まだまだずっとつづきます。

理論社

新潮社

◆６月のおはなし会
本館

６日（日）11：00～（20～30分程）
ひよこ絵本 乳幼児向けおはなし会
12日（土）、26日（土）15：00～
（30分程）
市来分館
５日（土）、19日（土）11：00～（30分程）

◆図書館ホームページ

図書館のホームページには蔵書の検索ができる機
能がある事をご存知ですか？
他にも過去3か月分の新着タイトルの確認や、貸
出ランキングを見ることも出来ます。ホームページ
を見て気になった作品は電話での予約も承っており
ます！

いちき串木野市立図書館

【開館時間】
火曜日～金曜日
9：00～19：00
土・日・第三日曜日の翌月曜日 9：00～17：00
串木野本館 ☎33-3755／市来分館 ☎24-8112
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一般図書
【分館】

成美堂出版

偕成社

◆６月の移動図書館車巡回日程
巡回日

１日
29日

２日
30日

（火）

ステーション

到着時間

旧平江公民館東

13：50

浜町市場通り無料駐車場

14：20

浜ケ城（旧南商店隣）

14：50

塩田団地

15：30

ウッドタウン

13：35

（水） 八久保公園（麓）
酔之尾東団地

４日 （金） ひばりが丘団地
中組集落センター
９日 （水） 迫公民館

14：10
14：40
14：10
13：50
14：20

川南交流センター

14：50

県営橋ノ口住宅

13：30

24日 （木） 県営市来住宅
市来駅前

14：00
14：30

※麓公民館から八久保公園へ変更になりました。

