
　原子力防災対策に係る関係機関相互の連携強化や
地域住民の防災意識の向上を図るため、川内原子力
発電所での事故を想定し、県や周辺市町村（９市町）
が共同して原子力防災訓練を実施します。
　訓練では、緊急通信、避難所設置、避難訓練等を
行います。
　また、当日は、防災行政無線、携帯電話のエリア
メール・防災情報メール、広報車等を利用した広報
訓練も行います。携帯電話に直接情報が配信されま
すので、十分ご注意ください。皆様のご理解、ご協
力をお願いします。
●訓練日時
　２月 11日（土・祝）７：00～ 18：00
●訓練内容
・屋内退避訓練
・放射線防護施設運営訓練
・広域避難訓練（バス等）
・避難退域時検査及び除染訓練
・災害対策本部設置、運営等訓練
・�防災行政無線や広報車、エリアメール、LINE な
どを使っての広報訓練等

●問　合　せ　まちづくり防災課　☎ 33-5631

　市では新婚世帯の住居費等を支援します。
●対　象　者　以下の全てに該当する世帯
・�令和 4年 1月 1日から令和 5年 2月 28日までの
間に婚姻届を提出した世帯
・�令和 5年 2月 28 日までに結婚を機に本市に住居
を新たに購入・賃借した世帯
・�世帯の所得が 400 万円未満で、夫婦共に婚姻日
における年齢が 39歳以下の世帯

※その他、詳細は市ホームページをご覧ください。
●対象経費
・�結婚を機に新たに住宅を取得・賃借・リフォーム
する際に要した費用
・結婚に伴う引越の費用
●補　助　金　１世帯当たり上限 24万円
※予算に達し次第終了
●申請方法　申請書等を企画政策課へ提出
※�用紙は、企画政策課窓口または市ホームページか
らダウンロードできます。
●申請期限　3月 15日（水）
●問　合　せ　企画政策課　☎ 33-5628

　４月１日採用の会計年度任用職員を募集します。
　募集に関する情報は、順次、市ホームページでお
知らせします。

●任用期間　�１会計年度の範囲で設定（採用から１
月は条件付採用期間）

●勤務場所　串木野庁舎または市来庁舎など
●報酬及び勤務時間　職種により異なる
●通勤費用　一定の要件を満たす場合に支給
　　　　　　（勤務日数に応じて支給）
●期末手当　一定の要件を満たす場合に支給
　　　　　　（最大 1.35 月 / 年）
●休　暇　等　年次有給休暇等
●各種保険　�勤務形態に応じて、共済保険・雇用保

険に加入
●申込期限　２月９日（木）
　　　　　　（郵送必着）
●問　合　せ　総務課　☎ 33-5625

　「笑顔あふれるプレミアム付商品券」の換金は、
２月 17 日（金）までです。登録事業者の皆様は、
期限内に換金をお願いします。
●問　合　せ　いちき串木野商工会議所　☎ 32-2049

原子力防災訓練を行います

新婚さんの新生活を応援します

令和５年度会計年度任用職員募集

主な募集職種　※一部のみ抜粋 募集人数

電話交換手（身体障害者手帳あり） １名
一般事務職員（窓口対応） 複数名
一般事務職員（パソコン業務） 複数名
事務補助職員（文書発送、資料作成） 複数名
土木作業員 複数名
公用自動車運転手（大型免許） ２名
国保レセプト点検員 ２名
文化施設管理人 複数名
【その他の職種も募集します】
○子育て支援
　子育て支援員、家庭児童相談員、保健師、助産師
○高齢者等支援
　介護認定調査員、介護支援専門員
○教育関連
　特別支援教育支援員、教育支援センター職員、
　学校主事

笑顔あふれるプレミアム付商品券の換金期限

お知らせ版お知らせ版
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　子どもが明るく健やかに成長していくためには、
温かい家庭が大切です。
　県では、子どもの養育に理解と熱意、そして豊か
な愛情をお持ちで里親となっていただける方を募集
しています。
●日　時　２月３日（金）14：00～ 16：00
●場　所　串木野庁舎　地下大会議室
●内　容　紹介ビデオ上映（10分）
　　　　　概要説明（40分）
　　　　　個別相談（希望者のみ）（60分）
●問合せ　県中央児童相談所　地域支援指導課
　　　　　☎ 099-264-3003

里親制度とは？
　親の事故や病気等さまざまな事情により自分の
家庭で暮らすことのできない子どもを家族の一員
として迎え入れ、児童福祉法に基づいて里親に養
育をお願いする制度です。

●出願期間　１月 18日（水）～ 2月 1日（水）
　　　　　　正午必着
●募集内容　・普通科　　　　　　　８人
　　　　　　・保健理療科　　　　　８人
　　　　　　・専攻科　理療科　　　８人
　　　　　　・専攻科　保健理療科　８人
●選　考　日　２月 27日（月）、28日（火）
●そ　の　他　�出願資格、出願方法、選考方法等は、

お問い合わせください。
●問　合　せ　県立鹿児島盲学校　☎ 099-263-6660

　ご自宅や職場で書き損じたハガキを集めていま
す。集まったハガキを郵便局で切手に変え、交換し
た切手分を「赤い羽根共同募金」へ寄付します。市
民の皆様方のご協力をよろしくお願いします。
●回収箱設置場所
・市役所（串木野庁舎玄関・市来庁舎玄関）
・串木野高齢者福祉センター玄関（新生町）
●回収するハガキ
　�未投函であれば書き損じでも未使用分でも構いま
せん。今年以外の「年賀ハガキ」や「かもメール」
など、また額面が 63 円以外でも構いません。プ
ライバシーは厳守しますが、気になる方は、書き
損じたハガキの氏名部分等を黒マジック等で塗り
つぶして回収箱に入れてください。
●回収期間　３月末日まで
●問　合　せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　日常的に困りごとを抱えた方々を対象に食料品支
援を実施します。あわせて市民の皆様からの食料品
の寄付を募集します。
●食料品支援
・支援日時　２月 13日（月）、14日（火）
　　　　　　９：00～ 17：00
※日時の都合が悪い場合は、相談に応じます。
・配付食料品（予定）　米、カップ麺、缶詰等
・対　象　者　様々な事情でお困りの方（先着 80名）
・場　　所　串木野高齢者福祉センター
・申込方法　�食料品準備の都合上、２月８日（水）

までに社会福祉協議会に電話でお申し
込みください。

・配付方法　�社会福祉協議会窓口で直接配付します。
ただし、お体の不自由な方等の場合は
医療福祉等の関係者の方々が代理で受
け取り可能ですので申し込みの際にお
伝えください。

※�配付する食料品の一部は皆様からいただいた共同
募金から購入しています。
●食料品寄付の募集
・募集する食料品　�上記の配付食料品等（予定）の

食料品で常温保存ができ、賞味
期限が２月 17日以降の食料品。
ただし、保存方法等や量によっ
ては受け取れない場合がありま
す。

・募集期日　�２月８日（水）までに社会福祉協議会
へお持ちください。

●問　合　せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　２月４日（立春）から３月 21 日（春分の日）ま
での期間、低気圧前線に向かって吹き込む強い風
「春一番」の影響で、荒天となり海の事故が発生し
やすくなります。船舶の運航やマリンレジャー活動
の際は最新の気象情報を確認し、荒天が予想される
場合は活動を控えましょう。
●問合せ　串木野海上保安部　☎ 32-2362

　家族間の問題、財産・相続等の問題、差別、いじ
めなどの問題でお困りの方は、気軽にご相談くださ
い。相談は無料で、秘密は固く守られます。
●日　時　２月２日（木）10：00～ 15：00
●場　所　中央公民館
●相談員　いちき串木野市人権擁護委員�
●問合せ　鹿児島地方法務局川内支局　☎ 22-2300

里親募集説明会の開催

令和５年度県立鹿児島盲学校
高等部入学者募集

書き損じハガキ・未投函ハガキを
集めています！

食料品支援のお知らせと食料品寄付の募集

「春一番」南風（はえんかぜ）に注意

特設人権相談所の開設
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　高年齢者（おおむね 55歳以上）の方々を対象に、
「おしごと合同企業面談会」「就職支援セミナー」を
開催します。
　就職へのきっかけ作りにつながる機会です。ぜひ
ご参加ください。
【おしごと合同企業面談会】
●日　　時　１月 31日（火）14：00～ 15：30
●場　　所　いちきアクアホール
●対　象　者　おおむね 55歳以上の方
●参加企業　10社（予定）
●定　　員　20名
【就職支援セミナー】
●日　　時　２月９日（木）14：00～ 15：30
●場　　所　ホテルアクシアくしきの
●対　象　者　おおむね 55歳以上の方
●内　　容　
（１部）再就職された高年齢者の体験発表
（２部）就職活動の進め方
　　　　履歴書・職務経歴書の書き方　ハローワーク伊集院
（３部）企業による仕事説明会　㈲勘場蒲鉾店
●定　　員　20名
●申込・問合せ　市生涯現役促進協議会　☎ 26-1197

高年齢者の「いきいき人材の森バンク」
登録者募集

　市生涯現役促進協議会では、高年齢者（55 歳
以上）の皆さんが培ってきた技術や資格をお持ち
の方に、「人材の森バンク」として登録してもら
い、市立ハローワークと連携のうえ、企業との
マッチング支援を行っています。登録は無料で
す。皆さんの登録をお待ちしています。

　令和５年度から６年間、男女共同参画社会を形成
する推進施策の計画案について、市民の皆様の意見
を募集しています。
●募集期間　２月３日（金）まで
●閲覧場所　企画政策課、市来庁舎市民課、
　　　　　　市ホームページ
●意見の提出場所
・�意見、住所、氏名を記載し、担当課へ持参、郵送、
FAX、メールのいずれかで提出してください。様
式は自由です。
・�寄せられた意見へ個別回答は行いません。また意
見は個人情報を除き公開が前提となります。
●送　付　先　企画政策課　FAX�32-3124
　メール�seisaku5@city.ichikikushikino.lg.jp
●問　合　せ　企画政策課　☎ 33-5628

　市の物品調達や建設工事などの入札に参加を希望
する方は、次のとおり受付期間内に申請書及び関係
書類を提出してください。
　資格要件・提出書類等の詳細は、財政課にある申
請書、または、右下の二次元コードから市のホーム
ページをご覧ください。申請書様式もダウンロード
できます。
【物品調達等（令和５・６年度分受付）】
・対象となる入札
　物品の調達、役務等
・入札参加資格有効期間
　４月１日～令和７年３月 31日
【建設工事等（令和 5年度分追加受付）】
・対象となる入札
　�建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質
調査業務及び補償コンサルタント業務等
・入札参加資格有効期間
　８月１日～令和６年７月 31日
※�令和４・５年度分の入札参加資格申請を提出され
ている方は、有効期間が２年間（Ｒ４. ８. １～Ｒ
６. ７.31）なので、今回は提出する必要はありま
せん。
●受付期間　２月３日（金）～３月３日（金）必着
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
　　　　　　９：00～ 12：00、13：00～ 16：30
●提出方法　郵送（本市の事業者は持参可）
●提出・問合せ　財政課　☎ 33-5629

　農林水産省は、本年の節分の日に向けて恵方巻き
ロス削減に取り組む食品小売業者を募集し、応募い
ただいた事業者名等を公表します。
　この取組の一環として、消費者の皆様に恵方巻き
の予約購入を呼びかける時に使用する PR 資材を食
品小売業者に提供します。
●募集期間　２月３日（金）17：00まで
※�応募等詳しくは右の二次元コード
からご覧ください。

高年齢者のための「おしごと合同企業面談会」
「就職支援セミナー」開催のおしらせ

『男女共同参画基本計画（案）』に
対する意見を募集します

入札参加資格審査申請について

2023年「恵方巻きロス」削減に
取り組む事業者を募集します
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●年金所得者の確定申告書等作成相談会
　収入が公的年金のみで確定申告等が必要な方を対
象に、確定申告書等作成相談会を開催します。
※�公的年金以外の所得がある方は、出張申告会場の
開設日や 2月 16 日（木）から始まる通常の申告
期間中に申告してください。

●所得税・市県民税の出張申告
　所得税・市県民税の出張申告所を開設します。

●お願い・お知らせ
・�確定申告をする方で税務署の受付印（日付印）が
必要な方は、直接、税務署で申告してください。
・�円滑に申告が進むよう、必要な領収書や帳簿は事
前に整理してきてください。医療費の領収書を持
参する方は、必ず「医療を受けた人」、「病院・薬
局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１月～ 12
月）に支払った金額を集計してきてください。
　�また、支払った医療費に対して、健康保険の高額

療養費や生命保険金等で補てんされた金額があっ
た場合も、必ず金額を控えてきてください。
・�令和４年中の収入が遺族年金など非課税年金だけ
の方や無収入の方などは郵送でも受け付けます。
申告書の合計欄に 0を記入し、生活の状況欄、氏
名、電話番号を記入してください。（電話番号に
ついては記入された内容について確認させていた
だく場合があるため、必ず記入してください）
●問合せ　税務課　☎ 33-5616

　各種税目の申告期間は、次のとおりです。
　また、確定申告は、右の二次元コー
ドからパソコン、スマートフォンに
より作成できます。ぜひご利用くだ
さい。
●申告期間
・令和４年分所得税及び復興特別所得税確定申告
　２月 16日（木）～３月 15日（水）
・令和４年分消費税及び地方消費税確定申告
　３月 31日（金）
・令和４年分贈与税申告
　２月１日（水）～３月 15日（水）
※�申告相談会場で申告する際は、マイナンバーカー
ドを必ずお持ちください。
●受付時間　９：00～ 16：00　※土日祝日を除く。
●問　合　せ　伊集院税務署　☎ 099-273-2541（自動音声案内）

　麓土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧を次の
日程で行います。
●縦覧期間　１月 24日（火）～２月６日（月）
　　　　　　（土・日曜日を含む）
●縦覧時間　８：30～ 17：15
●縦覧場所　市来庁舎　都市建設課
　　　　　　串木野庁舎　土木総合窓口係
※ただし、土・日曜日は串木野庁舎のみ行います。
●問　合　せ　都市建設課　☎ 21-5153

年金所得者の確定申告書等作成相談会およ
び所得税・市県民税の出張申告について

受付日時 対象地区 場　所

１月 30日
（月） �９：00～

11：30、

13：00 ～
16：00

本浦、照島
中央、野平
旭、荒川 串木野庁舎

地下会議室
１月 31日
（火）

冠岳、生福
上名、大原
羽島・土川

２月１日
（水）

市来地域
全域

市来庁舎
３階会議室

受付日時 場　　所
２月２日
（木）

�９：00～ 11：30
13：00 ～ 16：00 市来庁舎 3階会議室

２月６日
（月）

�９：00～ 11：30
13：00 ～ 16：00 羽島交流センター

14：00～ 15：30 土川交流センター

２月７日
（火） �９：00～ 12：00

冠岳交流センター

旭交流センター

２月８日
（水） �９：00～ 14：00

生福交流センター

荒川交流センター

２月９日
（木）

�９：00～ 11：30
13：00 ～ 16：00 川北交流センター

２月 10日
（金）

�９：00～ 11：30
川南交流センター

13：00～ 16：00

２月 13日
（月）

�９：00～ 11：30
13：00 ～ 16：00

活性化センター
（旧�川上地域館）
湊交流センター
（旧�森林組合）

確定申告は正しくお早めに

麓土地区画整理事業の
事業計画変更の縦覧
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　当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々 50円割引される「早割制度」や、現金納付より
割引額が大きい「２年前納」、「１年前納」、「６か月前納」もあり、大変お得です。
●手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・通帳　・金融機関届出印
●手続き先　金融機関、川内年金事務所、市民生活課及び市来庁舎市民課
●手続き期限（当月末振替以外）
・「２年前納」及び「１年前納」　��　……２月末まで
・「６か月前納」（４月分～９月分）　�……２月末まで
・「６か月前納」（10月分～ 3月分）……８月末まで
※クレジット納付もお得です。詳しくはお問合せください。
【納付書でのお支払いなら Pay-easy が便利！】
　自宅や外出先から、夜間や休日でも納付できます。納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納
付番号」、「確認番号」を Pay-easy（ペイジー）対応の ATMやインターネットバンキング、モバイルバンキ
ングの画面に入力するだけです。
※�コンビニエンスストア内に設置されている、複数の金融機関に対応している ATMではご利用いただけま
せん。
●問合せ　川内年金事務所　☎ 22-5276、市民生活課　☎ 33-5612、市来庁舎市民課　☎ 21-5111

●ヤンバルトサカヤスデとは？
　ヤンバルトサカヤスデは台湾原産の外来生物です。県内では本市を含め、現在 31市町村で発生が確認さ
れています。
　農作物や人に害を及ぼすことはありませんが、繁殖力が強く、おびただしい数で集団移動したり、ブロッ
ク塀や壁をよじのぼったり、家屋の中に侵入したりすることから、強い不快感を与えるものです。

【ヤンバルトサカヤスデの防除方法】
●環境整備
　�ヤスデは、餌となる落葉や日当たりの悪い湿気を好みます。土手の草払いや、側溝の掃除をこまめに行い、
ヤスデの棲息しにくい環境作りに努めましょう。
●侵入防止
　�ヤスデは表面がツルツルした所は進めません。養生テープやステンレス板を家屋の周り（柱や壁など）に
貼る〈ヤスデ返し〉も効果があります。
●駆除方法
　ヤスデは、農作物に被害を与えたり、人に害を及ぼしたりしません。
　�ヤスデの幼体は成体と比べ、日光や乾燥、体への刺激に対しても弱いので、幼体の多い時期（１月～８月）
に田畑の掘り起こしや下草払いを行いましょう。
　�薬剤散布時期は、ヤスデが地表で活動する７月頃が効果的ですが、近隣の農耕地に薬剤が飛散しないよう
に注意しましょう。
　また河川や用水路（側溝）に薬剤が入らないよう十分な注意が必要です。
●問合せ
　市民生活課　☎ 33-5614

国民年金保険料は口座振替がお得です！

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止にご協力ください

ヤスデは外界から刺激を受けるとシア
ン化合物を含むガスを発生するといわ
れています。焼いたり、熱湯をかけた
りするのはやめましょう。
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　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くださ
い。秘密は厳守されます。相談する方はマスクの着
用をお願いします。

※�『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予
約してください。（定員６名）
　その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

※納期限内の納付にご協力ください。
　今月の口座振替日は、１月 25 日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
≪納付書でお支払いの方へ、口座振替がおすすめ≫
　手続きは次のとおりです。（①または②）
①税務課または市来庁舎市民課での手続き
　�振替希望の金融機関（鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、
南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金
庫）のキャッシュカードをお持ちください。

②各金融機関での手続き
　�納付書・通帳・届出印を各金融機関へお持ちにな
りお手続きください。

ｅ－ｔａｘ　若い世代も　手軽に納税 
（令和３年度「税に関する標語入賞作品」より）

市の職員を名乗る詐欺に注意！！
●問合せ　税務課　☎ 33-5615

２月の心配ごと相談

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別
相　談　日

相談員３日 10日 17日 24日
金曜日

串木野高齢者
福祉センター
�☎32-3183
9：00～12：00

生 活・ 福 祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と

相 談 員
年 金・ 保 険
交 通 事 故 相 談 ○ − ○ ○ 社 会 保 険

労 務 士
財 産 ・
登 記 相 談 ○ − ○ ○ 司 法 書 士�

行 政 書 士
税 金 ・
経 営 相 談 − ○ − − 税 理 士

※ 法 律 相 談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
�☎36-4558
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

７日 14日 21日 −
心 配 ご と
相 談 員火曜日 −

○ ○ ○ −

　12月の５歳児歯科検診において、むし歯
がなかったお子さんをご紹介します。
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　市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で取
り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検診で
むし歯０

ゼ ロ

を目指しましょう！
☆�かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。

　�●問合せ　健康増進センター　☎ 33-3450

人 口 の 動 き
令和４年12月末 前月比

総人口 26,455人（290人） -38人
男 12,473人（112人） -11人
女 13,982人（178人） -27人

世帯数 13,092世帯 -14世帯

市県民税　　　　　　第４期
固定資産税　　　　　第４期 １月31日

１月の市税納期☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

お　く　や　み（12月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

岡田　武義 77 木屋 岡田　 美子

井之上　庄吉 83 平江 井之上　金治

久保　裕明 67 野元 久保　里美

平石　敦子 86 中尾町 大六野　みゆき

日髙　ナル 97 酔之尾 日髙　芳子

秋田　典子 85 春日町 久保田　英夫

西牟礼　笑子 93 川上 西牟礼　智

古川　清行 83 川上 古川　礼子

橋口　純一郎 86 深田上 橋口　秀人

三輪　幸信 75 舟川後 三輪　洋子

中尾　幹夫 99 浦和町 中尾　吉伸

久木野　軍次 89 冠嶽 久木野　健一

羽根田　重夫 92 薩摩山 羽根田　登代子

川口　吉夫 96 浜西 川口　修

天辰　アイ子 95 上名 天辰　興治

宮之原　學 92 春日町 宮之原　吉子

永牧　ミチ子 89 平向 永牧　義一

濵屋　泰子 83 荒川 濵屋　憲生
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届出人が同意した方を
掲載してあります。

また住所欄は公民館、
または住所で掲載しています。

12 月届出分

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

今月のカバー

令和５年二十歳の集い
　特集にもありましたように今月は二十歳の集いが開催され、多くの若者の晴
れやかな姿を見ることができました。
　また、取材を通して、彼ら、彼女らの夢や思いを聞くことができ、今後の活
躍が楽しみです。

久保　奏
かな た
太ちゃん（酔之尾）

⃝名前の思い・由来
礼儀 正しく、 気 配りので きる子 に
なってほしい。
父：将成さん・母：真理梨さん

福満　悠
ゆう
史
し
ちゃん（田中中村）

⃝名前の思い・由来
自分の道を切り開いて、幸せな人生を
歩んでほしい。
父：翔太さん・母：愛子さん

加治屋　凪
なぎ
ちゃん（迫）

⃝名前の思い・由来
穏やかに、周 囲に安らぎ を与えら
れますように。
父：俊さん・母：実咲さん

渡邉　來
らいき
輝ちゃん（湊町）

⃝名前の思い・由来
6 番目くん ‼ ようこそ (^ -^) ♡
未來へ輝け♡
父：順治さん・母：さおりさん

德　帆
ほだか
高ちゃん（塩屋町）

⃝名前の思い・由来
帆を掲 げるように 志 を高くもった
強く逞しい子に育ってね !
父：泰一郎さん・母：朋子さん


