
　８月 14 日（日）、15 日（月）の２日間、木原墓地付近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行われま
すので、車の運転にはご注意ください。
　駐車場が狭く、両日とも混雑が予想されます。お墓参りに自家用車で行く方は誘導員の指示に従ってください。
木原墓地への入口は酔之尾交差点側、出口は神村学園前になります。また、木原墓地までの往復臨時バスの運行
はありません。

　７月下旬に市内在住の 2,000 人の方を対象に「男
女共同参画に関する市民意識調査」を行いました。ご
協力いただきありがとうございました。
　皆様からの意見等を施策に反映させてまいります。
今後とも、男女共同参画行政にご協力・ご理解をよろ
しくお願いします。
　なお、回答期限が８月 12 日（金）までとなってい
ます。より多くの方のお考えやご意見を伺いたいので、
仕事の都合などにより未回答の方は、ご協力よろしく
お願いします。
〇問合せ　企画政策課　☎ 33-5628

　〇規制時間　16：00 ～ 20：30
　〇駐車禁止  
　〇一方通行   
　〇駐 車 場  
　〇指定方向外進行禁止 　㋑～㋥
　〇進入禁止　神村学園前交差点

〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

　日置北部地方公設卸売市場で卸売の業務を行う卸売
業者を公募しています。卸売業者の採択要件もありま
すので、詳しくは農政課までお問い合わせください。
〇公募期間　９月５日（月）まで
〇問 合 せ　農政課　☎ 21-5121

　エネルギー・原材料が高騰する中、経営に苦慮している市内事業者の事業継続・経営安定を支援するため、給
付金を交付します。
〇対 象 者　市内事業所全業種の中小企業者、個人事業者　
※本市内に本社・本店などの主たる事業所を置いていること。
〇要 件　令和４年１月～６月のいずれかの月のエネルギー関連経費で、３万円以上使用実績があること。
※エネルギー関連経費…ガソリン・灯油・軽油・重油・電気及びガスに係る経費
〇給 付 額　エネルギー関連経費の使用実績に応じた額を給付する。

〇受付期間　８月 22 日（月）～ 10 月 21 日（金）
※詳しい事業内容、申請書類（様式等）については８月中旬に市ホームページでお知らせします。
〇問 合 せ　水産商工課　☎ 33-5638

使用実績 給付額 使用実績 給付額

３万円以上５万円未満 ３万円 10万円以上15万円未満 10万円

５万円以上10万円未満 ５万円 15万円以上 15万円

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制

男女共同参画に関する市民意識調査のお礼 日置北部地方公設卸売市場の
卸売業者の公募

いちき串木野市原油価格・物価高騰対策緊急支援事業について
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　市と保健所では、精神障害者（統合失調症）のご家
族を対象に「家族教室」を開催します。
　ご家族同士で同じ悩みや体験などを語り合い、関わ
り方やサポートの仕方、地域で活用できる障害福祉
サービスのことなど一緒に情報交換しませんか。
〇日 時　９月１日（木）14：00 ～ 16：00
〇会 場　串木野健康増進センター
〇参加費　無料
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

　現在、がん複合検診を申し込んだ方に受診券を発送
しています。
　検診を希望する方で、まだ申し込んでいない方は、
お急ぎお申し込みください。また、受診券が届いてい
ない方は健康増進センターにご連絡ください。
　なお、「大腸がん郵送検診」は、令和５年 1 月発送
予定です。
〇検診の種類
　胃がん・大腸がん・肺がん・腹部超音波
〇申 込 締 切　８月 12 日（金）
〇申 込　鹿児島県民総合保健センター
　　　　　　　☎ 0570-048-916（平日 9：00 ～ 17：00）
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　ころばん体操は、腕や足の筋肉を中心に全身が鍛え
られ、脳も活性化される体操です。
　「ころばん体操ってどんな体操？」「地域のころばん
体操に参加したいけど機会がなかった」など、ころば
ん体操に興味がある方、ぜひご参加ください。
〇日 時
　９月２日～ 10 月 14 日（９月 23 日は除く）の期
　間毎週金曜日、13：30 ～ 15：00、全６回コース
〇場 所　市来保健センター
〇対 象
　市内居住の 40 歳以上の方で、①、②のいずれかに
　該当する方
①現在、ころばん体操に参加していない方
②ころばん体操に参加しているが、ころばん体操のや
　り方を基礎から学び直したい方
〇内 容
　・ころばん体操についての講話
　・準備運動、整理運動について
　・ころばん体操初級編～特級編まで
〇定 員　先着 25 名
※申し込み多数の場合は対象の①を優先
〇参 加 費　無料
〇申 込 期 間　８月 26 日（金）まで
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　「脳若トレーニング」とは、脳と身体のフィットネ
スです。このトレーニングの楽しさの秘訣は、iPad
を使った脳活性プログラムと多彩なコミュニケーショ
ンです。
　また、iPad 初心者の方でも簡単に楽しく操作でき
るよう、分かりやすく使い方の説明を行いながらト
レーニングを実施しますので、安心してご参加くださ
い。
〇内 容
① iPad を使った認知症予防
　「脳若トレーニング」・・・10 回
※ iPad はこちらで用意します
②認知症機能及び身体機能検査・・・２回
③自宅で取り組む脳若ノートの配布
④認知症サポーター養成講座
〇開 催 日 時　９月８日から毎週木曜日
　　　　　　　13：30 ～ 15：00
〇会 場　市来保健センター
〇対 象　40 歳以上で、計 12 回の教室に参加
　　　　　　　が可能な認知症予防に関心のある方
〇定 員　25 名
※初めて申込の方を優先・申込多数の場合は抽選
〇料 金　無料
〇申 込 期 間　８月 19 日（金）まで
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　例年８月下旬に開催しています公民館対抗市長旗争
奪ナイターソフトボール大会は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、中止することとしました。今
回の決定にご理解いただきますよう、お願いします。
〇問合せ　市ソフトボール協会事務局
　　　　　福丸　☎ 33-5632

精神障害者家族教室のご案内 がん複合検診のおしらせ

“初めてさんの”ころばん体操教室
参加者募集

「脳若トレーニング教室」の開催
～人生100年！脳若でイキイキ！ワクワク！～

公民館対抗市長旗争奪
ナイターソフトボール大会の中止のお知らせ
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家族が新型コロナウイルスに
感染した時に注意したいこと

２.窓を開けて換気１. 部屋を分ける

３.マスクを着用 ４.こまめな手洗い
手で触れる部分を消毒

定期的に
換気しましょう。

共用スペースや他の部
屋も窓を開けっ放しに
するなど換気しましょう。

マスクを隙間なくフィッ
トさせ、正しく着用しま
しょう。
外す時は表面に触れな
いように紐部分を持ち、
外した後は手洗いを。

・こまめに石鹸で手洗いし、
アルコール消毒しましょう。

・ドアの取っ手、ベッド柵、トイ

レ、洗面台など共用部分を
消毒しましょう。

汚れた衣服やリネンは、
手袋とマスクを着用し、

一般的な家庭用洗剤
で洗濯し完全に乾か
してください。

鼻をかんだティッシュ等
は、すぐにビニール袋に

入れ、室外に出すとき
は密閉して捨ててくだ
さい。手洗いも忘れずに。

個室にしましょう。
部屋を分けられない場合は、
2ｍ以上の距離を保ったり、

仕切りやカーテンの設置な
どをおすすめします。

※新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につきましては、
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について*1」を御参照ください。

☑お世話は出来る限り、限られた方で対応しましょう。
心臓、肺、肝臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けて下さい。

☑療養者は外出を避けて下さい。療養期間中は感染を広めてしまう可能性があります。
☑ご家族、同居されている方も熱を測るなど健康観察をし、外出は避け、体調不良時は、

登校や出勤をお控えください。

ゼロ密を目指す、こまめな手洗い、正しいマスクの着用を徹底しましょう

５.汚れたリネン・
洋服を洗濯

６.ゴミは密閉して
捨てましょう

「新型コロナウイル
スの消毒・除菌
方法について*1」

新型コロナウイルス
感染症のために
（厚生労働省HP）

3



　農地が管理されずにいると、雑草が生い茂り、火災
や病害虫の発生の原因になったり、有害鳥獣の潜入・
不法投棄の場所となったりすることが多く、周辺農地
や近隣住民に悪影響を及ぼします。耕うんや草刈りを
行い農地の適正な管理をお願いします。
〇問合せ　農業委員会事務局　☎ 21-5118

　「人権」は、すべての人が生まれながらに持ってい
る、人間が人間らしく生きていくための、誰からも侵
されない基本的な権利であり、また、個人として尊重
され、安全で安心して生活を送るために欠くことので
きない権利です。
　全ての人の人権が尊重される社会づくりのためには、
私たち一人ひとりが、自分の人権だけではなく、他人
の人権についても正しく理解し、一人ひとりの多様性
を認め合うことが大切です。
　この機会に、あなたの身近なことから人権について
考え、そして行動しましょう。
〇問合せ　県人権同和対策課　☎ 099-286-2574

〇ネット上でもモラルやルールを守りましょう
　一度ネット上に掲載された情報は世界中に広がりま
す。自分が掲載した内容によって、損害賠償を請求さ
れたり、名誉棄損等の罪に問われたりすることがあり
ます。
　・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
　・差別的な発言を書き込まない
　・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
〇画面の向こうに人がいます
　インターネットを利用するときは、画面の向こうに
は感情を持った人がいることを常に忘れないことが大
切です。便利で安全なネット社会を築いて行きましょ
う。
〇被害にあってしまったら・・・
　掲示板や SNS によって人権を侵害された被害者は、
その運営者に削除を求めることができます。証拠を残
すために、該当する書き込みや写真・動画それらが掲
載されているページの URL は保存したうえで、メー
ルや文書で削除申請を行いましょう。

　毎年８月 15 日は「戦没者を追悼し平和を祈念する
日」です。今年も新型コロナウイルス感染拡大の影響
により規模を縮小して、次の通り式典を行います。ま
た、正午の時報に合わせて１分間の黙とうをお願いし
ます。
〇日　時　８月 15 日（月）10：00 ～
〇場　所　市民文化センター
〇式 典　式辞、献花等
※８月 10 日（水）～ 17 日（水）まで市立図書館前
　ロビーで戦争当時の資料を展示します。
※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。
〇問合せ　福祉課　☎ 33-5619

〇日　時　８月 26 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　市内に住居または勤務（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　８月 24 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

　鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希望する
遺族の方を募集します。
〇期　　日　11 月 15 日（火）
　　　　　　※前日からの団体行動
〇場　　所　沖縄県糸満市摩文仁の丘　鹿児島霊園
〇対 象 者　「鹿児島県出身沖縄地域戦没者名簿」に
　　　　　　記載されている死没者の配偶者及び三親
　　　　　　等以内の遺族
〇募集人員　県下で９名（申し込み多数の場合選考）
〇申込期限　８月 31 日（水）
〇申込方法　申込書を福祉課もしくは、市来庁舎市
　　　　　　民課へ提出してください。
〇問 合 せ　県社会福祉課　☎ 099-286-2840

農地の適正な管理にご協力ください

8月は人権同和問題啓発強調月間です

令和４年度戦没者を追悼し平和を祈念する式

救命入門コースの受講者募集

「鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式」
参列遺族の募集

インターネット等による人権侵害
～画面の向こうにはあなたと同じ感情を持った

人がいること、忘れないで～
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インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内
インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合

「まもろうよ こころ」（厚生労働省）
hhttttppss::////wwwwww..mmhhllww..ggoo..jjpp//mmaammoorroouuyyookkookkoorroo

・解決策がわからない
・書き込みを削除したい

書き込んだ人に
賠償等を求めたい

最寄りの警察署や都道府県警察
本部のサイバー犯罪相談窓口

hhttttppss::////wwwwww..nnppaa..ggoo..jjpp//ccyybbeerr//ssoouuddaann..hhttmmll

弁護士に相談
または 法テラス

hhttttppss::////wwwwww..hhoouutteerraassuu..oorr..jjpp

・自分で削除依頼できない
・自分の代わりに削除要請してほしい

・まずアドバイスがほしい
・自分で迅速に削除依頼したい

国の機関に
相談したい

人権問題の専門機関に
相談したい

ネットトラブルの
専門家に相談したい

「違法・有害情報相談センター」
（総務省）

◎相談者自身で行う削除依頼の方法などを
迅速にアドバイスします。

◎インターネットに関する技術や制度等の
専門知識や経験を有する相談員が対応

◎人権侵害に限らず、様々な事案に対して
幅広なアドバイスが可能

◎インターネットで相談の受付や
相談のやりとりを行います。

「誹謗中傷ホットライン」
（セーファーインターネット協会）

◎インターネット上の誹謗中傷について、
連絡を受け付け、一定の基準に該当
すると判断したものについては、
国内外のプロバイダに各社の利用規約
等に沿った対応を促す連絡を行います。

◎インターネット企業有志によって運営
されるセーファーインターネット協会
（SIA）が運営しています。

◎インターネットで連絡を受付し、
やりとりはメールで行います。

迅速な助言 プロバイダへの連絡

hhttttppss::////wwwwww..ssaaffeerriinntteerrnneett..
oorr..jjpp//bbuullllyyiinngg

hhttttppss::////wwwwww..

iihhaahhoo..jjpp

※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です

「人権相談」
（法務省）

◎相談者自身で行う削除依頼の方法など
の助言に加え、法務局が事案に応じて
プロバイダ等に対する削除要請を行い
ます。

◎削除要請は、専門的知見を有する法務
局が違法性を判断した上で行います。

◎全国の法務局における面談のほか、
電話やインターネットでも相談を
行います（外国語にも対応）。

hhttttppss::////wwwwww..jjiinnkkeenn..ggoo..jjpp

「みんなの人権110番」
0570-003-110

※違法性の判断に時間を要する場合があります ※プロバイダへの連絡を行わない場合もあります

削除要請・助言

◎悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相談
できる窓口を紹介しています。電話、メール、チャット、
SNSなど、様々な方法による相談が可能です。

民間機関に
相談したい

※上記のほか、学校や地方公共団体にある相談窓口も活用してください。

・身の危険を感じる
・犯人を処罰してほしい

解決策について相談したい 悩みや不安を聞いてほしい

5



　20 歳を迎える方を対象とした「二十歳の集い」（旧
成人式）を令和５年１月３日（火）に開催する予定で
す。市では開催にあたり実行委員を募集します。
　式典を皆さんの力で盛り上げたい方をお待ちしてい
ます。
〇対象者　平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日
　　　　　までに生まれた市内在住の方
〇申込・問合せ
　８月 26 日（金）までに、社会教育課（☎ 21-5128）
　へご連絡ください。

〇主 催　市スポーツ協会・ゴルフ協会
〇日 時　９月４日（日）８：00 スタート
〇場 所　チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース
〇参 加 料　1,000 円（プレー代は各自負担）
〇参加資格　市民または市内事業所に勤務する方
〇募集定員　120 名（定員になり次第締切）
〇申込方法　個人またはグループ（４名１組）で、所
　　　　　　定の書式にて FAX または郵送で事務局
　　　　　　へお申し込みください。
〇申込期限　８月 27 日（土）
〇申込・問合せ　
　市ゴルフ協会　事務局　上小鶴
　☎ 080-1734-9572　FAX 32-0226
※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。

　新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により、国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
〇対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者（国保の場合
　は世帯）　
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入等の金額が前年の当該収入
　金額から 10 分の３以上の減少が見込まれる被保険者（国保の場合は世帯）
※主たる生計維持者の前年の所得の合計額が 1,000 万円を越える場合（国保・後期）や収入減少が見込まれる     
　種類の所得以外の前年所得の合計額が 400 万円を越える場合は対象外
〇減免額の算定方法
　対象者①の場合：全額
　対象者②の場合：減免額＝減免対象保険税（料）額（Ａ×Ｂ / Ｃ）×前年の合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
　・減免対象保険税（料）額（Ａ×Ｂ / Ｃ）
　Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税（料）額（介護・後期の場合は該当の被保険者）
　Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
　Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額（介護の場合は主たる生計維持者のみ）
　※ B が０円（マイナスを含む）の場合は減免額が０円になります。
　・前年の合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
　◎国保税・後期保険料　　　　　　　　　　　　◎介護保険料
　　事業等の廃止・失業：全額（10 分の 10）　　　　事業等の廃止・失業：全額（10 分の 10）
　　300 万円以下の場合：全額（10 分の 10）　　　　210 万円以下の場合：全額（10 分の 10）
　　400 万円以下の場合：10 分の８　　　　　　　　210 万円を超える場合：10 分の８
　　550 万円以下の場合：10 分の６
　　750 万円以下の場合：10 分の４
　　1,000 万円以下の場合：10 分の２
※審査の結果、減免することが決定した方で、国保税、介護保険料、後期保険料を納付済の場合、後日還付します。
※申請に必要な書類等の詳細は、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。
〇対象期間　令和４年度全期分の保険税（料）
〇問 合 せ　税務課　☎ 33-5616

「二十歳の集い」実行委員募集 第17回いちき串木野市民ゴルフ大会

新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免
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　吹上高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づ
いて設置されている県立の職業能力開発校です。
　現在、令和５年度入校生を募集しています。
〇募集科目
　・自動車工学科　20 名　・金属加工科　20 名
　・機械整備科　　10 名
〇訓練期間　自動車工学科、金属加工科　２年
　　　　　　機械整備科　１年
〇募集締切　令和５年２月 27 日（月）（最終締切）
〇応募資格
　・自動車工学科及び機械整備科は高等学校卒業もしく
　は同等以上の学力を有すると認められる方
　・金属加工科は義務教育修了もしくは同等以上の学力
　を有すると認められる方
〇選考方法　筆記試験及び面接
〇問 合 せ　県立吹上高等技術専門校
　　　　　　☎ 099-296-2050

　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

　市の水道事業は、市民の皆様が納めた水道料金で運営されています。このため、水道料金の未納が多くなると
水道事業の運営に支障をきたすことになります。水道料金は、水道を利用するすべての方に公平に負担していた
だくものですので、市としては不公平が生じないよう未納者からの料金徴収を一層強化します。
　公平を期するための、やむを得ない措置であることをご理解ください。
〇未納対策の流れ
　納入期限までに支払いがなかった場合、次の手順で支払いを未納者に促しています。

※書面や訪問による支払いの催促に応じない場合、給水条例に基づき給水を停止します。
※給水停止により、損害が生じても市はその責を負いません。
※入金が困難な場合や、分割入金を希望する場合は、まずご連絡ください。
〇支払い方法
　料金のお支払いは、安心で便利な口座振替の利用を推進しています。
　通帳と届出印を持って、市内の各金融機関でお申し込みください。
〇問合せ　上下水道課　☎ 21-5155

　釣りをするときは、港などで立入禁止のある場所へ
は立ち入らないようにしましょう。また、漁業者や港
で仕事をしている人の迷惑にならないようにし、ゴミ
は必ず持ち帰るようにしましょう。
　また、イセエビは５月１日から８月 20 日まで禁漁
とし、産卵期の保護をしています。違反すると罰則が
あります。
〇問合せ　水産商工課　☎ 33-5637

吹上高等技術専門校入校生の募集

中小企業退職金共済(中退共)制度のお知らせ

強化します！水道料金の未納対策強化します！水道料金の未納対策

釣りの注意
～イセエビの禁漁期間～

督
促
状
の
発
送

給
水
停
止

催
告
状
の
発
送

通
知
書
の
発
送

給
水
停
止
処
分

⇨ ⇨ ⇨

～給水停止になると～
・水道が使用できなくなります。
・未納料金の全額支払い後、給水を再開します。
　なお、土日祝日（年末・年始の閉庁日含む）及び　
　平日の 17：15 以降は、翌営業日の開栓となります。
・給水停止処分中に無断使用すると、罰金が科せられ
　ます。
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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・浜西・荒川住宅は 2 台まで）
　・連帯保証人（１名）緊急連絡先（１名）
〇申込期限　８月 19 日（金）必着
〇抽選日時　８月 25 日（木）10：00　
　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　９月９日（金）から
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）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

市営酔之尾東
団地（１階、
高齢者向け）

昭和 55 年度
１戸

耐火５階建
３DK

水洗トイレ
不可

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 10 年度
１戸

木造２階建
３LDK

水洗トイレ
不可

荒川住宅
（ 荒 川 小 学
校近く）

平成 16 年度
１戸

木造平屋建
３LDK

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）３LDK

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 17 年度
１戸

耐火３階建
（１階）３DK

水洗トイレ
不可

　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、市来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　８月 18 日（木）８：30 ～ 11：00
〇回 収 場 所　さつま日置農協北部営農センタ－
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
　にお願いします。
　・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　さつま日置農協市来支所　☎ 36-2311
　　　　　　　農政課　　　　　　　　　☎ 21-5121

　販路を拡大したい、SNS を活用したいけどやり方が
わからないなど、事業所で抱える経営課題を解決する
ため、副業人材を活用してみませんか。
〇日 時　９月１日（木）18：30 ～ 19：30　
　　　　　※受付 18：00 ～
〇場 所　いちき串木野商工会議所　２階会議室
〇内 容　テーマ「副業人材の活用の仕方」
　　　　　・副業人材ってどんな人？
　　　　　・副業人材を活用した事例
　　　　　・採用、選考ノウハウなど
〇定 員　30 名（１社２名まで）
〇問合せ　いちき串木野商工会議所　☎ 32-2049
　　　　　市来商工会　　　　　　　☎ 36-2145

　屋外広告業の業務主任者になろうとする方などを対
象に、講習会を開催します。
〇日 時　８月 31 日（水）
〇場 所　かごしま県民交流センター
〇定 員　40 名
〇受 講 料　2,200 円
〇申込期限　８月 16 日（火）
〇問 合 せ　県都市計画課　☎ 099-286-3676

市営住宅入居者募集

農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）

副業人材活用セミナー開催

令和４年度鹿児島県屋外広告物講習会
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　購入希望者は車両を確認のうえ、見積書を提出してください。

※最低売却価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。これ未満の額の見積もりは無効。
〇車両確認期間　８月８日（月）～ 19 日（金）の平日９：00 ～ 16：00（12：00 ～ 13：00 を除く）
　　　　　　　　※事前に所管課へ連絡してください。
〇購入申込
　８月 25 日（木）までに財政課へ見積書と市税の滞納がないことを確認できる書類を提出してください。見積
　書様式は、財政課と市来庁舎市民課にあり、市ホームページからもダウンロードできます。
〇その他の申込条件　
　・市税の滞納がないこと。
　・売却代金の納入及び名義変更等全ての手続を購入者負担で行い、手続完了を確認後、車両の引渡しをする。
　・車両の引渡しは、保管場所での現状引渡し。既に不調や故障、車検切れ等の車両についてもそのまま引渡しと
　なり、移動および引渡し後に生じる一切の経費は購入者が負担のこと。
　・車両に表示してある「市名」等の抹消を購入者が行い、確認のため抹消前後の写真を提出すること。
〇購入者の決定　
　最高の価格で有効な見積もりをした方を購入者とします。なお、結果につきましては、申込期限後５日程度
　（土日除く）で購入決定者にのみご連絡します。
〇問 合 せ　財政課　☎ 33-5629

車種
ニッサン

（小型貨物・バン）

トヨタ
（小型乗用・ステー

ションワゴン）

マツダ
（小型乗用・ステー

ションワゴン）

スズキ
（小型乗用・箱型）

スズキ
（普通乗用・ステー

ションワゴン）

型式
／シフト

R-VFY10
/MT

E-EE104G
/MT

GF-ＤＷ３Ｗ
/３AT

UA-HT51S　
/AT

LA-TL52W
/AT

乗車定員 ２（５）人 ５人 ５人 ５人 ５人

初年度登録年月 平成７年５月 平成７年９月 平成11年３月 平成15年８月 平成15年７月

走行距離数 104,675㎞ 135,130㎞ 186,887㎞ 239,860㎞ 208,371㎞

車検有効期間
満了日等

令和４年５月23日
※車検切れ

令和４年９月19日 令和４年３月14日
※車検切れ

令和４年８月19日
※車検切れ

令和４年７月14日
※車検切れ

所管課
総務課

☎33-5626
シティセールス課

☎33-5640
市来庁舎市民課

☎21-5111
農政課

☎21-5121
都市建設課
☎21-5112

最低売却価格※ 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

市有公用車を売却します

9



〇募集対象　市内在住、または、市内に勤務している成人
〇受 講 料　無料
〇申込受付
　・右の二次元コードから申し込み　　　　　　二次元コードでの申し込みはこちら→
　・市ホームページから申し込み
　・社会教育課、中央公民館、アクアホールにある申込用紙に記入して、ポストに投函
　・氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名を記入し、FAX で申し込み（Fax 36-5044）
※電話での申し込みは受け付けていません。
〇申込締切　８月 19 日（金）
※定員を超えた場合は、締切後、抽選をします。申込結果はご本人に８月 24 日頃までに通知します。
　（申込者が少ない場合は開講しない場合があります。）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5128

講　座　名 内　　　　容 実施日・時間 人数 会場

これからの暮らしを
考えるマネー講座

～保険・資産運用・年金～

　人生100年時代と言われる今日。
保険・資産運用・税金・年金・相続
など、知って得するお金の知識につ
いて、ファイナンシャルプランナー
を講師に迎え、わかりやすくお話を
します。
　無駄をなくして、使えるお金を増
やすコツを学びましょう。

　９/　８（木）
　９/21（水）
10/13（木）
10/27（木）
11/10（木）
11/24（木）
（全６回）

19：00　　　
　　～20：30

15名 中央公民館

いきいきリフレッシュ！
３Ｂ体操講座

　用具を使い、様々な音楽に合わせ
て行う体操です。体に無理なく、気
軽に誰でも楽しめる健康体操を学
び、これからの健康づくりに生かし
ていきましょう。（用具は無料貸し
出し）

　９/　６（火）
　９/20（火）
10/　４（火）
10/18（火）
11/　１（火）
11/15（火）
（全６回）

13：30　　　
　　～14：30

15名
市来地域
公民館

　市では、地域の人々が「学校支援ボランティア」と
して学校の様々な支援活動を行っていただく学校支援
活動に取り組んでいます。
　学校支援ボランティアに登録いただいた方々は、児
童、生徒の学習支援や環境整備、登下校時の見守り等
の手助けをしていただきます。
　学校支援ボランティアについて、もっと知りたい方
や興味のある方、ボランティアとして活動してみたい
方は、社会教育課までご連絡ください。
　学校支援ボランティアの活動の一部は、高齢者元気
度アップ・ポイント事業の対象となります。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

　生活学校は、身近な暮らしの中の問題や課題（マイ
バック運動の推進や食品ロスなど）を学び、調べなが
ら行政やほかのグループとも協力し合い、実践活動の
なかで解決を目指しています。
　生活学校では、一緒に活動していただける仲間を募
集しています。あなたの思いや技術、知恵を地域で活
かしてみませんか。
　もっと知りたい方や興味のある方、ボランティアと
して活動してみたい方は、社会教育課までご連絡くだ
さい。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

生涯学習講座　(短期講座) 受講生募集

始めてみませんか！学校支援活動！ 生活学校の仲間を募集しています！
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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　８月 10 日（水）～ 17 日（水）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、変更もしくは中止となる場合があります。

講　座　名 日　時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

　食卓にハーブを！
料理用ハーブオイル作り

９/ ９（金）
10：00 ～ 12：00

１回 12 名
ローズマリーやローリエ、バジルなどのハーブを
使ってお料理用のハーブオイルを作ります。（材
料費 1,000 円）

気になるアンチエイジング
（美容編）

９/16（金）
10：00 ～ 12：00

１回 10 名
見た目が若い人は体内年齢も若い。頭から足の先
まで、心まで。キラリと輝く人を目指しましょう。

（筆記用具）

布で作る彼岸花
９/13・20（火）
10：00 ～ 12：00

２回 12 名
秋を知らせる “ 彼岸花 ” を布で作りましょう。（は
さみ・定規・筆記道具、材料費 700 円）

　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 者　65 歳以上の市民
〇申込締切　８月 16 日（火）
〇説 明 会
　・日時　８月 23 日（火）10：00（受付９：30 ～）
　・場所　串木野高齢者福祉センター
※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、９月、11 月は第４月曜日に、
　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

　中央公民館３階には歴史民俗資料室があり、本市周
辺で採集されたものを含め２万点の貝殻コレクション
や、民俗資料などが多数展示されています。
　いちきアクアホールには歴史資料室があり、市内で
発掘された出土品などが展示されています。ぜひご覧
ください。
　なお、中央公民館の歴史民俗資料室を見学される場
合には中央公民館事務室にご相談ください。
〇問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

働く女性の家いきいき女性講座

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について）

歴史民俗資料室を見学しませんか
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●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さ
　く表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがありま
　す。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継
　続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。
●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならな
　くなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能
　性があります。
●困ったときは、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）

　市消防本部では、Twitter アカウントを開設してい
ます。
　主に消防行政全般についての情報を提供することで、

「消防」をより身近に感じてもらい、消防行政に対す
る理解と認識を深めていただけるよう、消防に関する
さまざまな情報を発信していますので、皆さまぜひ
フォローをお願いします。
〇アカウント名　いちき串木野市消防本部【公式】
〇ユーザー名　　@ikfd2005
※右の二次元コードを読み取　
　りフォローしてください。
〇問合せ　
　消防本部　☎ 32-0119

見守るくん 

本文イラスト：黒崎 玄 見守り新鮮情報　第425号（2022年7月5日）発行： 独立行政法人国民生活センター 
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しっかり
確認しよう

ひとこと助言 ●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した
表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい
場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の
隅々まで見るなど注意が必要です。

●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、
定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約
内容もしっかり確認しましょう。

●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を
明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により
消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の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）。

　SNS 上 に通 常 約 6 千 円 のシャンプーが

初回 500 円で購入できるとの広告があり、

クレジットカード決済で注文した。再度購入

しようと思い同じ広告を見たところ、注文を

確定する画面の上方に、細かい文字で
「5回継続購入」の記載が一部分
だけ見えているのに気付いた。

画面をスクロールしなければ

全 体 が 表 示 さ れ ず、前 回 は

気 が 付 かなかった。
事業者に解約したいと伝えた
が「5 回 継 続 購 入 の 条 件 は

明 記 さ れ て い る」と 言 わ れ

断られた。
（当事者：60 歳代　男性）

本当にお得？
注文確定の前に

契約内容をしっかり確認

　結婚を希望する独身の方を対象に、婚活アドバイ
ザーによる婚活力アップセミナーを開催します。
〇日 時　８月 28 日（日）
　　　　　　男性　11：00 ～ 12：30
　　　　　　女性　13：30 ～ 15：00
〇場 所　かごしま県民交流センター
〇対 象　いちき串木野市・鹿児島市・日置市・姶
　　　　　　良市に在住または勤務する独身の方
〇定 員　男女各 20 名
〇参 加 料　無料
〇応募締切　８月 10 日（水）
〇申込・問合せ
　マリーサポートかごしま　☎ 099-295-3501

　　　ホームページ　　　申込 WEB フォーム
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本当にお得？
注文確定の前に
契約内容をしっかり確認

SNS 上に通常約６千円のシャンプーが初回 500 円で購入できるとの
広告があり、クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い同

じ広告を見たところ、注文を確定する画面の上方に、細かい文字で

「５回継続購入」の記載が一部分だけ見えているのに気付いた。
画 面 を ス ク ロ ー ル し な け れ ば 全 体 が 表 示 さ れ ず、 前 回 は

気 が 付 か な か っ た。 事 業 者 に 解 約 し た い と
伝 え た が「 ５ 回 継 続 購 入 の 条 件 は 明 記 さ れ て い る 」 と 言 わ れ

断られた。
（当事者：60 歳代  男性）

市消防本部公式Twitter開設中 マリーサポートかごしま婚活応援セミナー開催
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