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月号

２０２０年（令和２年）

Ｎo.171

新型コロナウイルス感染症関連の支援等 P2-5

P6-7

P8

新 し い 生 活 様 式 と は？

奄美市新型コロナ緊急対策事業（第２弾）

P24

P9

歌 詞 が 決 定し まし た

７ 月 12 日 は 鹿 児 島 県 知 事 選 挙 投 票 日

奄美市民歌

奄美地区の新川こどもまつり実行委員会と地域支え合い
協議体により、新川にこいのぼりが設置されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により今年のこどもま
つりは中止となりましたが、こいのぼりや横断幕が道行く
人々を元気付けていました。

特別定額給付金（10 万円）
の申請について
新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意しつつ、的確に家計への支援を行います。

【支給対象者】
令和 2 年 4 月 27 日に奄美市の住民基本台帳に記録されている方

【給付金額】１人につき 10 万円

【申請期間】8 月 31 日（月）まで（必着）
【給付時期】申請を受け付け次第、順次お振込みします。

【申請方法】感染拡大防止のため、原則窓口での申請は受付け
ていません。5 月下旬に申請書を全世帯の世帯主宛に郵送し
ています。同封の返信用封筒により、
郵送申請されてください。

※配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により４月
27 日までに奄美市に住所を移すことができなかった方は、
「申出
書」を提出することで特別定額給付金の申請・受給が可能となり
ます。詳しくはお問い合わせください。

特別定額給付金（１０万円 ）

①申請書が届いたら、
内容をご確認のうえ、記入・押印してください。

記入済みの

申請書

※必須項目に漏れがあると、支給が遅くなることがあります。
※連絡先電話番号も必ずご記入ください。

※記入漏れが
ないかご確認
ください。

▼
②世帯主の本人確認書類のコピーと、
通帳など振込口座が確認できる書類のコピー
をご用意ください。
※世帯主の方の本人確認書類・口座のコピーです。
※コピーでお困りの場合は、お電話でご相談ください。

本人確認書類
のコピー
※運転免許証や
保険証等のコピー
※現 物 は 送 ら な
いでください。

振込先口座
確認書類
のコピー
※銀行の通帳や
キャッシュカード

などのコピー

※郵送で提出となります！

▼
③同封されていた返信用封筒に、
（ア）特別定額給付金申請書
（イ）申請者（世帯主）本人確認書類のコピー
（ウ）通帳など振込口座が確認できる書類のコピー

郵便

〒
POST

を封入のうえ、郵送で提出してください。
※感染症予防対策のため、窓口での申請書提出はご遠慮ください。

▼

④申請完了！
市役所で書類や口座の確認後に、支給の手続きを行います。
※特別な事情により上記の申請が難しい場合は、奄美市特別定額給付金担当室（52-1479）までご相談ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請も可能です。詳細はホームページをご確認ください。

【よくある質問】※詳細はホームページにも掲載しています。
Q：4 月 27 日に生まれた子どもは給付対象となりますか。
A：給付対象となります。4 月 28 日以後に生まれたお子さん
は対象者となりません。
Q：給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A：その方の属する世帯の世帯主の方となります。
Q：給付金はどのように受け取るのですか。
A：原則として、本人名義の銀行口座への振込みとなります。
Q：生活保護受給世帯の人は給付金の対象となりますか。
A：給付対象となります。なお、収入とは認定しない取扱いと
する方針です。

特別定額給付金を装った詐欺に注意！
市役所や総務省などが「現金自動預払機（ATM）の操
作をお願いすること」
「受給にあたり、手数料の振込みを
求めること」
「メールを送り、URL をクリックして申請手

Q：申請にはマイナンバーカードが必ず必要ですか？
A：ご自宅に届いた書類の郵送で大丈夫です。
マイナンバーカー
ドをお持ちであれば、カードリーダーをつないだパソコン
やスマートフォン（一部の機種）から申請ができます。
Q：マイナンバーカードは、市役所ですぐに発行されますか？
A：市役所での発行はありません。カードの発行申請を受けて、
全市町村のデータを管理する機関が発行します。現在のと
ころ 1 か月以上の期間がかかっています。
名瀬：福祉政策課 特別定額給付金担当室 ☎ 52-1479（直通）
住用：市民福祉課 ☎ 69-2111（内線 2320）
笠利：地域総務課 ☎ 63-1111

き、
少しでも「怪しいな」
「もしかして、
詐欺かも」などと思っ
たら遠慮なくご相談ください。
いやや

消費者ホットライン ☎ 188（局番なしの３桁）
新型コロナウイルス給付金関連 消費者ホットライン
いやや

（フリーダイヤル）0120-213-188
特別定額給付金に関する書類やショートメート等が届 奄美市消費生活センター ☎ 52-1111（内線 5264）
警察相談専用電話 ♯ 9110 奄美警察署 ☎ 53-0110

続きを求めること」は絶対にありません。

令和２年６月号

奄美市だより
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※今月号に掲載している情報は５月 日時点のものとなります。ホームページ等をご確認のうえ、最新の情報にご注意ください。

新型コロナウイルス感染症関連の支援窓口一覧
生活支援
対策事業名

市

お問い合わせ先

本市に令和２年４月 27 日現在で住民登録されている方へ一律 10 万円を支給
（原則として世帯主の口座に一括して振込）
※詳細は右のペー ※ D
 V 被害により奄美市へ避難されている方は、必要な手続きを行うことで
ジをご覧ください。
世帯主（配偶者など）とは別に支給を受けられます

福祉政策課
52-1479

子育て世代
臨時特別給付金

児童手当を受給する世帯へ１万円を追加給付
※申請は不要 ※国家公務員・地方公務員は別途申請が必要

福祉政策課
52-1160

ひとり親世帯応援
給付金

児童扶養手当を受給する世帯へ５万円を給付 ※申請は不要

福祉政策課
52-1160

特別定額給付金

給食費減免措置

【対象】市内小中学生
【内容】小・中学校及び赤木名幼稚園の令和２年４・５月分の給食費を全額減免
あさひ幼稚園は５月分のみ全額減免（５月から給食開始のため）

住居確保給付金

離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、住居を失う恐れが
ある方を対象に、原則３か月（最大９か月）家賃額（上限あり）を家主に支給

19
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概要

学校給食センター
55-7222
笠利学校給食センター
63-0270
保護課 生活支援係
52-1111（内線 5120）

加入者が感染または発熱等の症状で感染が疑われることで会社等を休み、事業
主から十分な給与等が受けられない場合に支給
【支給対象者】次の４つの条件をすべて満たす方

名瀬：国保年金課
52-1111（内線 5241）
①国民健康保険・後期高齢者医療保険のどちらかに加入しており、給与の支払いを受けている方
傷病手当金
②新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため 名瀬：高齢者福祉課
労務に服することができなくなった方
52-1111（内線 5023）
（国民健康保険・後期
③ ②により４日間以上連続して仕事を休まれた方
住用：市民福祉課
④給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方
高齢者医療保険の被
69-2111（内線 2301）
保険者の皆様）
【申請方法】市ホームページから下記申請書をダウンロードして提出（郵送可）
▼国民健康保険 傷病手当金支給申請書【世帯主用・被保険者用・事業主用・医療機関用 計４枚】 笠利：市民課
・事業主用・医療機関用 計４枚】
▼後期高齢者医療保険 傷病手当金支給申請書【被保険者用（２枚）
63-1111（内線 3031）
申請される方は、必ず事前に右記の担当課へご連絡ください。

緊急経済対策
商品券給付事業
緊急対策
プレミアム商品券

【対象】すべての市民 ※利用可能店舗は「ほーらしゃ券」に準ずる
【内容】７月ごろから使用できる 5,000 円分の商品券を配布
登録した飲食店で利用できる商品券を発行（プレミアム率 66％）
※ 3,000 円で 5,000 円分の商品券を購入可
休業された方など緊急かつ一時的に生活維持が困難となった方へ費用を貸付
【貸付上限】特例 20 万円・その他 10 万円以内 据置１年・償還２年以内 無利子

緊急小口資金
社 総合支援資金
協 （生活支援費）

生活支援
特例貸付金

失業された方などへ生活再建までに必要な費用を貸付
据置１年・償還 10 年以内 無利子
上記「緊急小口資金」
「総合支援資金」利用者へ資金を貸付（上限 30 万円）
据置１年・償還２年以内 無利子

商工情報課
52-1127
奄美大島商工会議所
52-6111

奄美市
社会福祉協議会
52-7601

携帯・固定電話・インター
ネット料金等の支払期限の
延長等

総務省からの要請に伴い、料金の支払い期限を延長している事業者

各契約事業者へお問い
合わせください

遠隔授業等を活用した学習
のための携帯電話通信容量
超過分の無償化等の措置

総務省の要請に伴い、学生等に対して携帯電話の通信容量超過分の無償化等を実施
している事業者

各契約事業者へお問い
合わせください

NHK 受信料 支払相談窓口

NHK 受信料の支払いに関する相談窓口

NHK 鹿児島放送局
099-805-7077

電気料金 支払相談窓口

経済産業省の要請に伴う電気料金の支払いに関する相談窓口

九州電力送配電㈱
奄美配電事業所
0120-986-808

ガス料金 支払相談窓口

経済産業省の要請に伴うガス料金の支払いに関する相談窓口

大島石油㈱ 53-5305
大洋産業㈱ 54-0111
南海ガス㈱ 52-3511
吉田商事㈱ 52-3151

自動車検査証（車検証）
有効期間満了の延長

車検証の有効期間満了日が令和２年 2 月 28 日～ 6 月 30 日の車両を対象に、有効期
間を令和２年７月１日まで延長

九州運輸局自動車技術
安全部技術課
092-472-2539

運転免許 有効期間の延長
※手続きが必要

感染または感染のおそれを理由に運転免許証の更新手続きを受けられない、受けら
奄美警察署
れなかった方を対象に、県内の各警察署・幹部派出所などで手続きを行うことで、
53-0110
免許証の有効期間の末日から 3 か月間運転が可能になります

奄美市だより

令和２年６月号

市税・保険料・水道料金等の納付相談
相談内容

相談の概要

担当課 / 窓口

電話番号

市

市税

個人市県民税、法人市民税、固
定資産税、軽自動車税等の徴収・ 税務課 納税係 / ２階８番
換価の猶予等

国

所得税、個人事業者
の消費税、贈与税

申告・納期の延長

熊本国税局
猶予相談センター

096-206-9996

-

厚生年金保険料

納付猶予

奄美大島年金事務所

52-4341

労働保険料

収入に相当の減少があった事業主
の方を対象に、納付を１年間猶予

鹿児島労働局

099-223-8276

県税

自動車税、法人県民税等の納付猶予

大島支庁県税課

57-7225

国民健康保険税

減免等

国保年金課 国保税係 / ２階９番

52-1117

介護保険料

納付猶予等

後期高齢者医療保険料

納付猶予等

高齢者福祉課 資格審査係 /
２階 16 番

52-1155

水道料金

水道料金・下水道使用料

名瀬：水道課 業務係 / ３階
笠利：建設課 / １階

52-1176
63-1112

市営住宅

家賃の徴収猶予・減免

名瀬：建築住宅課 / ４階
住用：産業建設課 / ３階
笠利：建設課 / １階

52-1122
69-2111（内線 2411）
63-1111（内線 3052）

定住促進住宅

家賃の徴収猶予・減免

名瀬：プロジェクト推進課 / ４階
住用：地域総務課 / ３階
笠利：地域総務課 / ２階

69-3186
69-2111（内線 2201）
63-1111（内線 3006）

奨学資金

返還猶予・返還計画見直し

教育委員会 総務課 / ６階

52-5133

県

市

（申請が必要）

52-1115

雇用の維持・休業支援
対策事業名

国

県

市

概要

お問い合わせ先

持続化給付金

特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるため事
業全般に使える給付金を支給（法人 200 万円以内 / 個人事業主 100 万円
以内）※申請はインターネットのみ（5/19 現在）

中小企業庁
金融・給付金相談窓口
0120-115-570

雇用調整助成金

一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の
一部を助成 緊急対応期間：6/30 まで

鹿児島労働局
099-219-8713

小学校等の臨時休業に
伴う保護者の休暇取得
支援（事業所向け）

小学校等が臨時休業した場合等に、労働者の休業に伴い有給の休暇を
取得させた企業に対する助成金
休暇中に支払った賃金相当額× 10 分の 10（日額上限 8,330 円）
対象期間：2/27 ～ 6/30 申請期限：9/30

小学校等の臨時休業に
対応する保護者支援
（フリーランス向け）

小学校等の臨時休業等に伴い、契約した仕事ができなくなっている子育
て世代の支援 就業できなかった日の 1 日当たり 4,100 円（定額）
対象期間：2/27 ～ 6/30 申請期限：9/30

新型コロナウイルス
感染症対策休業協力金

休業や営業時間短縮を要請されている施設が県の要請に応じて休業した
際の協力金（中小企業 20 万円 / 個人事業主 10 万円）
対象期間：4/25 ～ 5/6（計 12 日間） 申請期限：6/30

厚生労働省休業助成金・
支援金、雇用調整助成
金相談コールセンター
0120-60-3999

県中小企業支援課
099-286-2580

県外からの宿泊予約者 県外からの宿泊予約者に対して、予約の延期やキャンセルを行った宿泊
へのキャンセル又は変 事業者への協力金 1 人泊当たり宿泊料金（上限 5,000 円）を乗じた額
（上限 10 万円） 対象期間：4/29 ～ 5/6 申請期限：6/30
更依頼への協力金

県観光課
099-286-2997

フリーランス
生活安定支援事業

フリーランスの方に対し、国の定額支援に上乗せ助成
1 日 1,000 円の上乗せ助成 対象期間：国が定める期間

県商工政策課
099-286-2935

事業継続支援金

特定の条件を満たした県内の中小企業（個人事業主を含む）に最大 20
万円の支援 申請期限：6/30

専用ダイヤル
099-286-2580

働きやすい職場づくり
応援助成金

門家へのコンサル経費、テレワークに関する経費、人材確保に向けた経費等の支援）

雇用支援制度活用
サポート事業

休業を行う事業所が厚生労働省の各種補助制度を申請する際に、社会
保険労務士への代理申請手数料を一部補助
上限 10 万円（申請手数料の 3 分の 2 以内）
対象期間：4/1 ～ 6/30 間に休業を実施 申請期限：令和３年 3/31

雇用維持に向けた
副業応援助成金

新型コロナウイルスの影響で休業される方を、一時的に副業として受け
入れる事業所への助成金（日額 2,500 円）
※副業受入可能な事業所を随時募集中
※副業先をお探しの方はお気軽にご相談ください

事業所支援給付金

国の持続化給付金の対象とならない事業者に、事業継続に必要な費用の
一部を緊急的に支援（一律 30 万円） 申請期限：8/31

商工情報課
52-1111

水道・下水道基本料金
の減免

売上が前年同月比 20％以上 50％未満の事業所に対し、水道・下水道基本
料金を全額減免（２か月分）※事業所支援給付金の申請内容で審査

水道課
52-1111

給食食材に関する支援

学校給食の食材キャンセル費等への支援

学校給食センター
55-7222

働きやすい職場環境改善に積極的に取り組む市内企業等の支援（外部専

上限 20 万円（対象経費の 3 分の 2 以内）申請期限：令和２年度末

ご不明な点は市ホーム
ページまたは下記にてご
確認ください
商工情報課 情報労政係
52-1127

令和２年６月号

奄美市だより
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※今月号に掲載している情報は５月 日時点のものとなります。ホームページ等をご確認のうえ、最新の情報にご注意ください。

融資・返済の相談
対策事業名
市

概要

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け （独）奄美群島振興開発
ている、または受ける恐れのある事業者の方の相談
基金 52-4511

融資・返済の相談
「セーフティネット保証制度」や
「危機関連保証制度」の認定

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証
の拡充や危機関連保証の発動に伴う認定事務

商工情報課 商工振興係
52-1127

新事業・サービス支援
対策事業名

概要

持続化補助金
（コロナ特別対応型）

（例）店内飲食のみであった飲食店が出前注文を受け付けるための web サイトを作成し、来店
しない顧客への販売を開始（例）旅館が自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供等

小規模事業者が新型コロナの影響を乗り越えるために行う取組を支援
補助上限：100 万円  補助率：３分の２

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

テレワークマネージャー派遣（NTT データ経営研究所）

03-5213-4032

働き方改革推進支援助成金（テレワーク相談センター）

0120-91-6479

IT 導入補助（サービスデザイン推進協議会）

0570-666-424

デリバリー・テイク
アウト参入支援事業

飲食店等が新たにデリバリーやテイクアウトに取り組むための初期費用を補助
上限 10 万円（対象経費の 2 分の 1 以内）対象期間：2/1 ～ 7/31 申請期限：8/31

県商工政策課
099-286-2939

観 光事 業 者 ブラッ
シュアップ助成事業

観光事業者のサービス向上・レベルアップにつなげる取組を助成

市民向け宿泊・体験
プログラム助成金

島外からの来島を控えていただく中、島内でできる取組として、市民向け
の宿泊や体験プログラムの利用を助成し、島内での支援の輪を広げる

紬観光課 52-1148
あまみ大島観光物産連盟
53-3240

全国商工会連合会
小規模事業者持続化補助金
（コロナ対応特別型）

新型コロナが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策（サプ
ライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルの転換、テレワーク環境の整備）に取

国
テレワーク
導入支援策
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お問い合わせ先

県

市

鹿児島県商工会連合会

り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、
099-226-3773
※経済産業省の「持続化給付 その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の 3 分の 2 を補助
金」とは異なります。
（※住用・笠利地区の小規模事業者等が対象）

日本商工会議所
※同上

同上（※名瀬地区の小規模事業者等が対象）

令和２年度 市県民税の減免申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年（令和２年）
中の収入の減額が見込まれる場合、下記要件に該当する方は、
令和２年度市県民税の減免を受けることができます。
今年中の減収が見込まれる場合は、期限までに減免申請の手
続きをお済ませください。その際、納税猶予の制度についても
ご案内させていただきます。
申請書は各支所税務担当課で交付するほか、奄美市ホーム
ページ「申請書ダウンロード」から印刷できます。
【要件】令和２年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所
得金額の 10 分の５以下に減収すると認められる者で、前年中
の合計所得金額が 400 万円以下で、納税が著しく困難なもの
当該年中の合計所得金額等の見積額が
前年中の合計所得金額の

10 分の３を超え
10 分の３
10 分の５以下の場合 以下の場合

200 万円以下の場合

２分の１

全部

300 万円以下の場合

４分の１

２分の１

400 万円以下の場合

８分の１

４分の１

【期限】市県民税納期限まで
※令和２年度の第１期納期限は 令和２年６月 30 日

5

税務課 課税係 ☎ 52-1111（内線 5213・5212）
〒 894-8555 奄美市名瀬幸町 25 番８号

奄美市だより

新型コロナウイルス感染症における
固定資産税の軽減措置
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固
定資産税について、令和３年度課税の１年分に限り、税の軽減
を受けることができます。
【軽減を受ける要件】
令和２年２月から 10 月までの任意の３ヶ月間
の売上高が前年の同期間と比べて
30％以上減少している場合
50％以上減少している場合

軽減割合
２分の１
全額

【申請時期等】詳細が分かり次第広報紙等で周知しますので、
ご確認ください。
税務課 固定資産税係 ☎ 52-1111（内線 5217・5218・5216）

【減額または免除の額】

前年中の合計所得金額

奄美大島商工会議所
52-6111
日本商工会議所
03-6447-5485

令和２年６月号

水道料金・下水道等使用料
支払の猶予について
新型コロナウイルスの影響により収入が減り、支払が厳しい
場合は、水道課業務係、笠利支所建設課までご連絡ください。
現在、水道料金・下水道等使用料の支払の猶予を行っています。
現在の状況（主な収入源、職種、収入の減少状況等）をお伺い
したうえで、期間や額等の相談に応じています。
※あくまでも支払いの猶予であるため、今後の支払いが厳しく
ならないようご協力をお願いします。
名瀬・住用：水道課 業務係 ☎ 52-1111
笠利：建設課 ☎ 63-1111

● 日常生活

• まめに手洗い 手指消毒
• せきエチケットの徹底
• こまめに換気
• 身体的距離の確保
• ３密の回避（密集 密接
密閉）
• 毎朝の体温測定 健康チェック 発熱また
はかぜの症状がある場合は無理せず自
宅で療養

● 買い物

• １人または少人数で
すいた時間に
• 電子決済の利用
• 計画を立てて素早く
済ます
• サンプルなど展示品
への接触は控えめに
• レジに並ぶときは前後にスペース

• 屋外空間で気持ちよく
• 大皿は避けて料理は
個々に
• 対面ではなく横並びで座ろう
• お酌 グラスやお猪口の回し飲み
は避けて

● 娯楽 スポーツ等

• 公園はすいた時間や場所を選ぶ
• 筋トレやヨガは自宅で動画を活用

新しい生活様式とは？

• 地域の感染状況に注意する

● 食事
• 持ち帰りや出前 デリ
バリーも

新型コロナウイルス感染症の対策において、再び感染が拡大しないよう長丁場に備えて「新しい

• 発症したときのため誰とどこで会ったか
をメモにする

生活様式」に切り替える必要があるとして国から具体的な実践例が示されました。

• 徒歩や自転車利用も併用する

• 混んでいる時間帯は避けて

ここで掲載しているものは、あくまで示された一例で、実践が難しいものもあり、ご家庭の環境や

• 帰省や旅行はひかえめに 出張はやむを
得ない場合に

地域の状況、お仕事の内容等により注意することは異なってきますが、参考にしていただき、日頃

● 公共交通機関の利用
• 会話は控えめに

の感染症予防や、健康的な生活環境づくり・免疫力の向上を心がけましょう。

● 移動に関する感染対策
• 感染が流行している地域からの移動、感
染が流行している地域への移動は控える

感染防止の３つの基本

①身体的距離の確保
②マスクの着用
③手洗い

ル（最低１メートル）空ける

● 人との間隔はできるだけ２メート

を選ぶ

● 遊 び に 行 く な ら、 屋 内 よ り 屋 外

新しい生活様式の例

● 会話をする際は可能な限り真正面
を避ける

● 外出時、屋内にいるときや会話を
するときは症状がなくてもマスク
を着用

● 家に 帰ったらま ず 手 や 顔 を 洗う、
できるだけすぐに着替える、シャ
ワーを浴びる

● 手洗いは 秒程度かけて水と石け
んで丁寧に洗う（手指消毒薬の使
用も可）

※高齢者や持病のあるような重症化
リスクの高い人と会う際には体調
管理をより厳重にする

30

• ジョギングは少人数で
• すれ違うときは距離をとるマナー
• 予約制を利用してゆったりと
• 狭い部屋での長居は無用
• 歌や応援は十分な距離かオンライン

● 冠婚葬祭などの親族行事
• 会話の距離に注意する
• 発熱やかぜの症状がある場合
は参加しない
（参考）厚生労働省資料より抜粋（一部編集）

接触感染予防のためにご家庭でできる対策

（奄美市環境対策課より）

▼マスク等の捨て方
①ごみ箱にごみ袋をかぶせます。いっぱいになる前に早
めにごみ袋をしばって封をしましょう。
②マスク等のごみに直接触れることないようしっかりし
ばりましょう。

※万一、感染した疑いのあるごみが袋の外に触れた場合
は、二重にごみ袋に入れてください。
③ごみを捨てた後は石鹸を使って、流水で手をよく洗い
ましょう。

▼ペットボトル（資源ごみ）の出し方
①ラ ベル（燃えるごみ）
、ふた（金属：燃えないごみ /
プラスチック：燃えるごみ）を外す
②ペットボトルを洗浄する
▼ビン（資源ごみ）の出し方
①ふた（金属：燃えないごみ / プラス
チック：燃えるごみ）を外す
②ビンを洗浄する
環境対策課 ☎ 52-1111（内線 5325）
令和２年６月号

奄美市だより
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10

ることやお口の健康を保つことが大
切です。

・３食欠かさずバランスよく食べて、
規則正しい生活を心がける。

・毎食後、寝る前に歯磨きをする。

・しっかり噛んで食
べる、一人で歌の練
習をする、早口言葉
を言うなど、お口周
りの筋肉を保つ。

● 人との交流を

孤 独を防 ぎ、心 身の健 康を保つ
ために、人との交流や助け合いが大
切です。

・家族や友人と電話で話す。

・家族や友人と手紙やメール、スマー
トフォンなどを活用し交流する。

・買い物や移動など困ったときに助
けを呼べる相手を考えておく。

（参考）厚生労働省ホームページ「新型コロ
ナウイルス感染症への対応について（高齢者
の皆さまへ）
」

日 々 の健 康 を 維 持 す る た め に

（高齢者のみなさまへ）

新 型コロナウイルス 感染 症に気
をつけつつ、健康を維持していくこ
とも重要です。
健康な身体を維持し、
免疫を高めるためにも、日々の生活
を大切にしましょう。
（ ページの
「健康あまみ 」もご覧ください。
）

● 運動をしよう

「動かない」
（生活が不活発な）状
態が続くことにより、心身の機能が
低下して「動けなくなる」ことが懸
念されます。

また、転倒などを予防するために
も、日頃からの運動が大切です。

・人混みを避けて、一人や限られた
人数で散歩する。

・ 家 の 中 や 庭 な どで
できる 運 動（ラジオ
体操、自治体のオリ
ジナル体操、
スクワッ
トなど）を行う。

・家事（庭いじりや片付け、立位を
保持した調理など）や農作業などで
身体を動かす。

・座っている時間を減らし、足踏み
をするなど身体を動かす。

● 食生活・口腔ケアをしっかりと

低栄 養を予防し、免 疫力を低下
させないために、しっかり栄養をと

事業者における感染対策の例

21

●ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する

【休憩スペース】

※業種ごとに異なってきますので、基本的な予防として参
（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する）
考にしてください。
●一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしな
●入口および施設内の手指の消毒設備の設置
いようにする
●施設の換気
●共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する
●他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して
●従業員が使用する際は、入退
最低限にする
室の前後に手洗いをする
●複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する

●手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に
洗浄消毒するなど特段の対応を図る
●ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する
※美容院や理容、マッサージなどで顧客の体に触れる場合は、手洗い
をよりこまめにするなどにより接触感染対策を行う（手袋は医療機
関でなければ特に必要はなく、こまめな手洗いを主とする）

【トイレ】

（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する）
●便器内は、通常の清掃でよい
●不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う

【ゴミの廃棄】

●鼻水、だ液などが付いたごみ
は、ビニール袋に入れて密閉
して縛る
●ゴミを回収する人は、マスク
や手袋を着用する
●マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石けんと流水で手を洗う

【清掃・消毒】

●市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用い
て清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境
表面を始業前・始業後に清拭消毒することが重要。手が
触れることがない床や壁は、通常の清掃でよい。
（参考）厚生労働省資料より抜粋

新型コロナ関係の相談の目安が変わりました

◎息苦しさ（呼吸困難）
、強いだるさ、高熱等の強い症状
のいずれかがある場合は、すぐに相談をしてください。
◎高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不全等）のある方や妊
婦の方は、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場
合はすぐに相談してください。
◎上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が
続く場合

7
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令和２年６月号

（４日以上続く場合は必ずご相談ください。個人差が
ありますので強い症状だと思う場合には、すぐに相談
をしてください。解熱剤を飲み続けなければならない
場合も同様です）
＊これらに該当しない場合も相談は可能です。

相談先：名瀬保健所 ℡ 0997-52-5411

平日 8：30 ～ 17：15（時間外は自動応答メッセージにて対応）

奄美市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業（第２弾）
地元の声や地域の実情、そして国や県の支援制度の動向等を踏まえ、感染拡大防止対策や市民の
生活支援に加え、事業所へのさらなる支援や、今できる観光等の取組を進める「市の支援策」とし
て組み立てたものです。詳細につきましては、奄美市のホームページをご覧いただくか、支援事業
につきましてはそれぞれのお問い合わせ先までご相談ください。

事業費

5 億 4,648 万円

【事業概要】
■感染拡大防止対策		

1,625 万円

○引き続き必要とされる物品の確保
○「３密」回避のための通学バスなどの追加借り上げ
○お年寄りへ配布する「敬老祝い金」を振込へ

■生活支援			

1 億 523 万円

○住居確保給付金の支給
→保護課 生活支援係 52-1111（内線 5120）
○生活維持や事業継続のための資金貸付支援
（一定の要件あり）
→奄美市社会福祉協議会 52-7601

■事業所支援			

4 億 100 万円

○学校給食の食材についてのキャンセル費等への支援
→学校給食センター 55-7222
○国・県支援策の対象とならない事業所への給付金
→商工情報課 商工振興係 52-1127
上記給付金対象者の水道料金・下水道料金の減免
（一定の要件あり）
→水道課 業務係 52-1176
○観光事業者の事業継続を後押しする支援
→紬観光課 観光政策係 52-1148
→あまみ大島観光物産連盟 53-3240

■経済対策（飲食店応援）

2,400 万円

○登録した飲食店で利用できる
「緊急対策プレミアム商品券」の発行
→奄美大島商工会議所 52-6111

デリバリー・テイクアウトによる
食品の提供を行う飲食店等の皆様へ
デリバリーサービスの場合、調理から喫食までの時間が長く
なり、食中毒のリスクが高まるため、食中毒のリスクと食中毒
予防の三原則を十分に理解した上で行うことが重要です。

【注意事項】
○飲食店営業許可の範囲内で、弁当等のデリバリーサービスは
可能です。その他菓子製造業等の許可範囲内で当該食品のデ
リバリーは取り扱えます。
○冷ました状態の弁当（仕出し弁当等）のデリバリーは、区画
された放冷および詰め合わせ場所で行ってください。
○温かい状態のままデリバリーする弁当は、十分な広さの詰め
合わせ場所で行ってください。

対象者へ郵送します「ご長寿応援券」
新型コロナウイルス感染予防のため、75 歳以上の対象
者に郵送でご長寿応援券をお届けします。
70 歳以上 74 歳以下の奄美市民で運転免許証自主返納
者は、例年通り窓口での申請になります。
【各対象者の受取方法】
※令和２年４月１日現在奄美市民の方

受取開始日

【食中毒予防三原則】食中毒菌を…
①付 けない 十分な手洗い / 食材
の洗浄 / 調理器具の洗浄消毒

②増やさない 冷蔵・冷凍 / 保存
調理は迅速に / 早く食べる

③やっつける

十
 分な加熱（中心温度が 75℃で１
分以上）※ノロウイルスの場合、中心温度が 85 ～ 90℃
で 90 秒以上

鹿児島県くらし保健福祉部 ☎ 099-286-2786

70 ～ 74 歳の
運転免許証自主返納者

7 月上旬

７月１日（水）～

申請場所

各支所高齢者担当窓口

受付時間

9:00 ～ 16:30

○温かい料理（ラーメン・ピザ等）のデリバリーは、食品衛生上、
適切な受注管理をして調理してください。
○調理から喫食までの時間を短くするために、消費者に対して
早めに喫食してもらう等の工夫をしてください。

75 歳以上

申請に
必要なもの

自宅へ郵送
（申請の必要は
ありません）

①本人が申請

・ 自主返納を証明するもの
・本
 人確認書類（※）

②代理人が申請

・ 代理人の本人確認書類（※）
・ 本人の自主返納を証明するもの
（※）保険証・マイナンバーカード等

【補助券】5,000 円分（100 円× 50 枚）
【対象事業所】登録された市内のバス・
タクシーおよび高齢者向けの健康づくり
関連施設
【使用期限】令和３年３月末まで
名瀬：高齢者福祉課 ☎ 52-1111（内線 5030・5029）
住用：市民福祉課 ☎ 69-2111（内線 2320・2330）
笠利：いきいき健康課 ☎ 63-2299
令和２年６月号

奄美市だより
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７月12 日（日）は
鹿 児島 県 知事 選 挙 投 票日 です
【投票日】７月 12 日（日）【投票時間】午前７時～午後６時 【告示日】６月 25 日（木）

■期日前投票（16 日間）
６月 26 日（金）～７月 11 日（土）

選挙日当日に仕事や旅行等の所用で投票に行けない方は期日前
投票ができます。本人が「期日前投票宣誓書」に氏名などを記入
する必要があります。

期日前投票所

投票時間

奄美市役所２階 市民行政情報コーナー

午前８時 30 分～午後８時

住用総合支所 ３階大会議室
笠利総合支所 １階防災関係資料室

午前８時 30 分～午後６時

▼投票できる人
平成 14 年７月 13 日までに生まれた人で、今年３月 24
日までに住民登録をし、引き続き本市に住んでいる人（選挙
人名簿に登録されている人）
令和２年３月 25 日以降に県内への転出届け出を行った人
も奄美市で投票することになりますので、期日前投票や不在
（※）
者投票をご利用ください。
（※）投票の際、次の方法で県内に住所を有することの確認が必要
①奄美市または転出先の市町村が発行する引き続き証明書を持参
②引き続き県内に住所を有することを確認したい旨の申請を行い、住民
基本台帳担当課に照会

▼新型コロナウイルス感染症対策
次のとおり感染防止対策に取り組みます。投票される皆様に
おかれても、ご理解・ご協力をお願いします。
▼投票所で行う対策
・投票管理者、立会人、投票所職員はマスクを着用
・投票所に手指用アルコール消毒液を設置
・定期的に投票所の換気を行う
・投票用紙記載台、鉛筆等を定期的に消毒
▼投票に来られる皆様へお願いする対策
・鉛筆を持参し投票用紙に記載することができます。
・咳エチケット、来場前後に手洗いうがいをお願いします。
・周囲の方との距離を保つようにお願いします。
▼過去の選挙における期日前投票所の投票状況
下表は、令和元年７月に執行された参議院議員通常選挙の期
日前投票所の投票状況です。新型コロナウイルス感染症対策と
して期日前投票を利用できますので、混雑しない期日及び時間
帯での投票をご検討ください。

▼市内間で住民異動届け出を行った人
・６月 16 日までに届け出：新しい住所地の投票所で投票
・６月 17 日以降に届け出：前の住所地の投票所で投票
▼不在者投票制度
・仕事や旅行等で本市以外の市区町村に滞在している人
  ⇒滞在先の市区町村の選挙管理委員会
・指定施設や病院等に入所・入院等している人⇒施設内
・身体等に障害があり一定の要件に該当される人⇒郵便で投
票可（※事前登録が必要）
※詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

▼投票所入場券
６月 22 日（月）以降、
世帯単位にハガキで郵送します（同
一世帯３人までは連記）
。
破損・紛失等により入場券を持参できない場合でも、選挙
人名簿に登録されていれば投票できますので、
身分証明書（運
転免許証や健康保険証など）を投票所にお持ちください。
※入場券は再発行いたしません。他人の入場券では投票できません。

▼車イスの配置
期日前投票期間、投票日当日ともに車イスを配置していま
すのでご利用ください。
む

奄美市選挙管理委員会事務局 ☎ 52-1111（内線 5801・5802・5803）

いはん

６月 1 8 日は選挙無違反の日
昭和 59 年６月 18 日に当時の過激な選挙を憂い「贈らな
い、求めない、受け取らない、選挙風土の確立を目指し、明
るい選挙の実現に努力する」選挙浄化市民宣言が市議会で
採択されたことを受けて、毎年６月 18 日を選挙無違反の日
と定めています。
市民の皆様のご理解ご協力のもと、明るい選挙の実現に
向け歩みを進めていますが、近年の投票率は低下傾向にあ
ります。
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令和２年６月号

「贈らない、求めない、受け取らな
い」の三ない運動に「棄権しない」
を加えた四ない運動の実践で、明る
い選挙が行われるよう、引き続きご
協力をお願いします。
今年の選挙予定
鹿児島県知事選挙

選挙期日
令和２年７月 12 日

奄美市選挙管理委員会 ☎ 52-1111（内線 5801 ～ 5803）
奄美市明るい選挙推進協議会

みんなで取り組もう！ 健康あまみ21 （第２次）～休養 ・こころ～

などの余暇活動を過ごすことは、健康の

また、趣味やスポーツ、ボランティア

え込まず、信頼できる相手や専門機関に

自分一人で解決できな い時は一人で抱

とることで重症化を防ぐことにつながり

ちろん周囲の人が気づき、適切な対応を

「健康あまみ 」では、市民一人ひとり
が主体的に健康づくりに取り組めるよう

ます。外見からはわかりづらいため、偏

見をもたれやすいこともあります。周囲

相談しましょう。不安な気持ちを言葉に

することで、客観的にとらえることがで

の人は当事者の辛い気持ちを理解し、温

こころの病気の一つとして「うつ病」が

③誰も
 が心地よく過ごせるよう
地域や職場で支えあおう

□３
 時間前には携帯オフ

【寝室編】

□ 寝室を片づける

□ 心地いい寝具選び

奄美市の自殺率（人口 万人あたり）は

うつ病は自殺の重要なリスク要因で、

ります。市役所にも相談窓口があります。 かく見守りましょう。

き、解決の糸口が見つかることにつなが

潜在能力を高め、人生を豊かにします。

②気軽 に相 談 できる人 や場 を
見つけよう

９つの領域（① 栄養・食生活 ② 身体活
動・運動 ③休養 ・こころ ④たばこ ⑤ア
ルコール ⑥歯・口腔の健康 ⑦健康管理
⑧はぐくみ・育ち ⑨つながり・支えあい）
仕事や子育て、家族関係など、私たち
はいろいろなところでストレスを感じて
います。そんな時、
私たちはついつい「メ
ンタルが弱い」と感じがちです。

あります。脳のエネルギーが不足して神

□バ
 スタイムで
リラックス

県・国よりも高い状況です。大切な命を

失わないために、市では小中学生に「Ｓ

ＯＳの出し方教育」を行い、児童生徒が

様々な悩みを抱えたときに「誰かに助け

を求めてもよいこと」
「相談窓口があるこ

と」を周知していきます。

また、悩んでいる人に気づき、周囲の

人が必要な支援につなげ見守ることがで

きるよう「ゲートキーパー（命の門番）

□リ
 ラックススポットを
作る（アロマオイルや
花 や 好 きな 場 所 の 写
真、何度も読み返したい本など）

のが楽しめない）
」などの症状が２週間以上

□３
 分間のゆったり
呼吸

続くと、うつ病の可能性があります。

【夜間編】
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を推進していきます。
今月は「休養・こころ」を取り上げます。
「こころの健康づくり」に関する領域につ
いて、心を健やかに保つために大切な３

よく「メンタルが強い」といわれる代

彼らが本番で勝負強さを発揮するために

つの点をご紹介します。

①十分 な 休 養 と余 暇 活 動で
上手にストレス解消しよう

は「メンタルが安定する」ことが大事だ

表格にオリンピック選手やプロスポーツ 経伝達物質の働きがうまくいっていない
「不眠・食欲不振 （過食過眠もあり
選手といった一流のアスリートがいます。 状態で、

「十分な休養」に欠かせないのは質の

といわれています。逆に何がメンタルを

あらゆる年代（いじめや思春期、受験、

□ 適度にリラックス

ます）
」
「だるさや意欲低下 （以前楽しめたも

良い睡眠です。睡眠は疲労回復にとって

不安定にさせるかといえばそれは「不安」

▲ 奄 美 市ホームページ

大事なのはもちろんですが美容と健康に

□ からだを動かす

養成講座」を実施していきますのでぜひ

（ 健 康あまみ21）

徳田 淳子

就職、出産、病気、大切な人の死別など）

□自
 分 なりの パ ワー
スポットをもつ（心が落ち着ける
場所など）

参加をお願いします。

今月の保健師

だと言われています。
この
「不安」
にもちゃ

【日中編】

とっても無視できないものです。質のい

快眠のためにできること

でかかる可能性があります。治療が遅れ

□ベ
 ッドのなかでも
携帯（スマホ）を
見ている

んと理由があることを認識し、原因とな

□寝
 る直前までメール
やＬＩＮＥをチェック
している

い睡眠を妨げる悪習慣を減らし、快眠の

□深
 夜までお酒を飲ん
でいる

ると回復に時間がかかるので、本人はも

□お
 風呂に入らず
シャワーだけ

る「不安」を減らしましょう。

□仕
 事を家に持ち
帰ってしまう

奄美市だより 10

令和２年６月号

21

□夕
 食の時間が遅い

ためにできるいい行動を増やしましょう。

×質のいい睡眠を妨げる
悪習慣

２種混合予防接種を受けましょう

（ジフテリア・破傷風）

【対象】小学校６年生（4 月下旬に予診票を送付済）
【料金】無料
【期間】13 歳の誕生日前日まで

高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう
①令和２年度内に 65、70、75、80、85、90、95、100 歳にな
る方（これまでに肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外）
65 歳
70 歳
75 歳
80 歳

S30.4/2 ～ S31.4/1 生
S25.4/2 ～ S26.4/1 生
S20.4/2 ～ S21.4/1 生
S15.4/2 ～ S16.4/1 生

85 歳
90 歳
95 歳
100 歳

S10.4/2 ～ S11.4/1 生
S5.4/2 ～ S6.4/1 生
T14.4/2 ～ T15.4/1 生
T9.4/2 ～ T10.4/1 生

※医療機関により受けられる日程が異なりますので、事前に
②6
 0 ～ 64 歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全のうち
ご予約のうえ接種してください。
いずれかが身体障害者手帳１級に該当する方（市へ申請が必要）
※予診票を紛失された場合は、
市役所の窓口で再発行します。
【料金】3,000 円（生活保護・中国残留邦人の方は受給証明書の添付で無料）
【期間】令和３年３月
31 日まで（期間を過ぎたら全額自費）
ジフテリア
【感染経路】せきやくしゃみ等によるジフテリア菌の飛散
※感染しても 90％は何の症状もなく保菌者となりその人を通じて感染す
ることもある
【症状】高熱・のどの痛み・犬が吠える様なせき・嘔吐など（のどの腫れ
のため、まれに窒息死や心筋炎の発症もある）

※医療機関にご予約のうえ、お早目に接種されてください。
※予診票を紛失された場合は、市役所の窓口で再発行します。

肺炎を防ぐには
・食事・運動・睡眠等の生活リズムを整える
・手洗い・うがい等による予防と予防接種が効果的

破傷風

【感染経路】土の中の破傷風菌が傷口から体内に侵入（自分で気づかな
い程度の軽い傷が原因でおこることも）日本中のどこでも感染する恐れ
がある（処置が遅れると命に関わることも）
※他人からは感染せず、予防接種でのみ免疫をもつことができる
【症状】けいれんや口が開かないなど

名瀬：健康増進課 ☎ 52-1111（内線 5058）
住用：市民福祉課 ☎ 69-2111
笠利：いきいき健康課 ☎ 63-2299

児童手当受給者の皆様へ重要なお知らせ

児童手当の現況届は６月中に
児童手当の現況届の時期は毎年６月となっています。提出
が必要な方へは６月初旬にお知らせを郵送しますので、お早
めに手続きをお願いします。※現況届を提出していない方は、
児童手当の受給ができなくなります。

【提出期限】６月 30 日（火）
【提出・お問い合わせ先】
名瀬：福祉政策課 こども未来係 ☎ 52-1111（内線 5014）
住用：市民福祉課 福祉係 ☎ 69-2111（内線 2324）
笠利：いきいき健康課 介護福祉係 ☎ 63-2299（内線 3131）

肺炎にかかると 発熱、咳、呼吸困難や胸の痛み等の症状が現れ、特に
高齢の方は重症化しやすいです。

名瀬：健康増進課 ☎ 52-1111（内線 5058）
住用：市民福祉課 ☎ 69-2111
笠利：いきいき健康課 ☎ 63-2299

ハンセン病問題を正しく理解する週間
問題解決促進のため、県では「ハンセン病問題を正し
を定めています。誤っ
く理解する週間」
（６月 21日～ 27 日）
た隔離政策により長い間偏見や差別に苦しめられた方々
が平穏に安心して生活できる地域づくりのために、一人
ひとりが問題を正しく理解することが大切です。

ハンセン病問題に関する知識
▼らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。感染力は弱く、
非常にうつりにくい病気です。
早期発見と早期治療により短期間で完治し、
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。
▼「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給に関する法律」により、
対象となる方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を
ご確認ください。

厚生労働省 ☎ 03-3595-2262
偶数月掲載

Vol.8

ピーマンとこんにゃくのきんぴら

＜材料 （２人分） ＞

［

・ピーマン ....... ２個半（100g） A ・しょうゆ ............ 小さじ２
・砂糖 ...................... 小さじ１
・こんにゃく .......................70g
..........
・酒 ........................... 大さじ１
・えのき茸
1/2 個（50g）
.......................
・みりん ........... 大さじ 1/2
・ごま油
小さじ１
・白ごま ........................ 小さじ１

＜作り方＞

メニュー考案：名瀬保健所管内行政栄養士連絡会
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①ピ
 ーマンとこんにゃくは５mm 幅のせん切りにし、えのき
茸は４cm に切る。
②え
 のき茸とこんにゃくをごま油で炒め、Ａを入れてさらに
炒める。
③煮
 汁が半分程度になったらピーマンを加え、しんなりする
まで炒める。
④ 最後に白ごまを振りかける。

お 知 ら せ の ペー ジ
市民農園 入園者募集
（公財）奄美市農業研究センター事務局
奄美市名瀬大字朝戸１４８９番地

 ‐９００１
市民が花や野菜の栽培を通じて自然
に親しむ場 として 市民 農園 を設置し、
下記のとおり入園者を募集します。
【募集
 区画数】１区画 約 ㎡
朝戸地区（ 区画）※内２区画は障がい者用

名瀬勝地区（ 区画）
【資格
 】市内に住所を有し、農業または
園芸関係の職業に従事していないこと

【事業対象地区】名瀬・住用・笠利地区
【提出書類】
・申込書（各支所担当課にて取得）
・耕作証明書（農業委員会から取得）
・イノシシ被害の写真
【注意事項】
・本人
 名義以外の農地に設置する際は
借地契約が必要です。

を残しておく必要があります。

・事業導入予定地ごとに被害状況写真
・定額
場合（申請状況）
 補助事業であり、
により農家負担が一部発生する可能性

があります。
る場合、別で手続きが発生します。確

・既に
 柵を囲んでいる農地が隣接してい

交通遺児育英会 奨学生募集

（公財）交通遺児等育成基金

 ０１２０‐１６‐３６１１（平日９時～

時）

義務教育前の交通遺児を有する特に

学業のための資金の給付及び緊急時見

生活困窮度が高い家庭へ、生活および
舞金の給付を行います。

【事業 内 容 】進 学 等 支 援 金・緊 急時見

舞金・越年資金・入学支度金

戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定の実施

０３‐５２５３‐１１１１

厚生労働省 社会・援護局事業課 鑑定
調整室

うことになりました。

厚生労働省の審査後、ＤＮＡ鑑定を行

申請用紙等は厚生労働省にご請求い

ただくか、厚生労働省のホームページ

からダウンロードできます。

あまみ若者サポートステーション

事務所移転のお知らせ

あまみ若者サポートステーション

奄美市名瀬港町５‐ （長浜町から移転）

‐０００１

‐８９８８

amami-saposute@roukyou.gr.jp

サポステは、働くことに踏みだした

鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課

までを全面的にバックアップする厚生

い若者たちと向き合い、職場定着する

  時～ 時（守秘義務・相談無料）

【相談受付】月～金（土日祝除く）

労働省委託の支援機関です。

０９９‐２８６‐２８３０

びキリバス共和国ギルバート諸島タラ

12
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令和２年６月号

詳しくは各担当窓口へ
ご確認ください。

国 民 健 康 保 険 に 加 入 している
皆様（名瀬地区）へ
国保年金課 国保年金係
‐１１１１（内線５２４２・５２４３）

令和２年６月１日から支給方法が口座
振込に変わります
【利用
 期間】令和２年８月１日～令和４年

調査援護係

「出産育児一時金」
・
「 葬祭費」
・
「 高額
療養費」支給対象の方について、名瀬

没者遺骨の身元特定のため、硫黄島及

自己負担とする】朝戸地区６，０００円・

遺留品などの手掛かり資料がない戦

７月 日（２年間）
認のうえ申込ください。
支所では窓口での現金支給にも対応し
６月１日
（月）
～７月 日
（金） 【申込締切】８月 日（月）
 期間】
ていましたが、令和２年６月１日から 【募集
【利用
 料（ ２ヵ年分） ※耕作にかかる費用は

支給方法を一律口座振込へ移行させて

いただきます。

※ 歳代の方やご家族からのご相談も
お受けしています。

名瀬：スポーツ推進課 ☎ 52-1111
住用：地域教育課 ☎ 69-2111 / 笠利：地域教育課 ☎ 63-1111

遺族だと思われる方からの申請を募り、

０１００

【保険期間】2020 年４月１日～ 2021 年３月 31 日
※４月１日以降の申込は掛金振込日の翌日午前０時から有効

ワ環礁の戦没者の御遺骨について、ご

800 円

（公財）交通遺児育英会

 ０１２０‐５２‐１２８６（平日９時～ 時半）
経済的理由で高等学校以上の就学が
困難な交通遺児への奨学金貸与等を行
います。
後遺障害となった家庭のお子様

【対象
 】保護者が交通事故で死亡・重度

短期
スポーツ
教室

名瀬勝地区２，０００円
【入園
 者の決定】応募者が農園の区画数

‐１１１１

【奨学
 金】月額２～ 万円（大学等は一

※「海外語学研修」制度あり（本会が費用負担）

17

11,000 円

なお、今 まで どおり

名瀬：農林水産課

‐２１１１
‐１１１１

住用：産業建設課
笠利：農林水産課

部給付あり）
農作物等のイノシシ被害を防止する
ため、イノシシの侵入防止柵（金網柵） 【入学
 一時金】 ～ 万円（１年次１回
限り・全額貸与）
の助成事業を行います。

※無利子、返還は最長 年

向け制度あり

58 31

17

スポーツ活動の指導・
B
1,200 円
審判
大人
（65 歳～）
※高校生 ※年齢により区分が異なります
以上
文化・ボランティア・

申 請 手 続 を 窓口で 行っ

イノシシ被害でお困りの農家の皆様へ

を超えた場合は抽選します。

振 込 と な り ま す の で、

イノシシ侵入防止柵の助成

て い た だい た う え で の
ご理解ご協力をよろしくお願いします。

‐１１２８

17

「家賃補助」等、大学生・専修生
※「学
 生寮」

交通遺児等育成基金支援事業

C
1,850 円
（～ 64 歳）

AW

踊り含む）

教科書展示会（法定展示）
学校教育課
この機会に学校でどのような教科書
が使われているのかをご覧になりませ
んか？どうぞお気軽にお越しください。

・３名以上の組合が作れること

【事業対象者】
・自分で柵の設置ができる方
・販売 農 家であること（販 売の証明 が
とれること）

スポーツ安全保険に加入しましょう

10

54

54

31

※新規で就農される方はご相談ください。

800 円
1,450 円

A1

団体活動全般
団体及び個人活動全般
スポーツ活動（ダンス・

3

を除く

【場所】奄美市立名瀬小学校内
【期間】６月 日（金）～ 日（木）
※この期間は土日も閲覧可能です。
※右記
 以外の期間も閲覧可能ですが、土日や
祝日等の閲覧はできません。

【展示時間】８時 分～ 時 分

アマチュアスポーツ（一般・少年団等）や文化・ボラ
ンティア・地域活動等を行う４名以上の団体を構成員と
して加入できます。※加入区分で補償内容が異なります。

9

Web 限定 （開催期間３か月以内の活動）
全年齢 ※危険度の高いスポーツ活動

掛金（年間）
１人当たり
区分
団体

D

24

26

©Amami City

【大島地区消防組合】普通救命講習会（応急手当の実技講習会）を定期開催しています。毎月第 日曜日 時～（ 時間程度） 警防課救急係
2

40 10

50

63 69 52

31

10

80

20

800 円

52
－

45

A2

全年齢

25

16

対象

子ども

12

20

52

30

地域活動
準備・片付け・応 援・
団体員の送迎
危険度の高いスポーツ
活動
短期スポーツ教室

52

奄美市水道課では、期間中下記のとおり相談窓口を
開設します。お気軽にご相談ください。

名瀬地区
住用地区
笠利地区

■こんなときは水道課へ連絡を！
・新しく水道を使う
・水道の使用を止める
・長期間 水道を使用しない
・所有者や使用者が代わる
・納入通知書の郵送先が変わる
・道路などで水漏れを見つけた など

場所 名瀬支所 水道課
9 時～ 15 時
時間
（５日のみ 9 時～ 12 時）
場所 笠利支所 建設課
9 時～ 15 時
時間
（５日のみ 9 時～ 12 時）

【窓口設置期間】
６月１日
（月）
～５日
（金） ■水道工事のお申込み

水道工事は無断で行うことはできません。給水
装置の新設・改造・撤去・修繕の水道工事は、水
道課の指定を受けた奄美市指定給水装置工事事業
者へお申し込みください。
水道の新設・改造・撤去の工事は、奄美市指定
給水装置工事事業者による申請が必要です。

※６日（土）
・７日（日）は休み
※水回りの相談に応じて点検や軽微なパッキン取替等
の修理を行います

■水道施設見学
浄水場等の見学は、当分の間行っておりません。

名瀬総合支所 水道課 ☎ 52-1176 / 笠利分室（建設課内）☎ 63-1111

あなたのお住まいは安全ですか

みんなで防ごう土砂災害

がけ地近接等危険住宅移転事業

６月は土砂災害防止月間

土砂災害による被害を最小限に抑えるため
鹿児島県では、集中豪雨や台風等により多数の土砂災害が
には、一人ひとりが気象情報等に注意して早
発生しています。
めに避難することが大切です。

がけ地の崩壊等の恐れがある土地に建つ危険な住宅の移転
▶災害が起きるとき、家族全員が一緒にいると
を促進するため、移転に要する費用の一部を補助しています
は限りません。普段から家族全員で避難場所
（最大 802 万 9 千円）
。
や避難する道順を決めておきましょう。

象となる住宅は？

▼対象となる住宅

１．右図のような土地に
右図のような土地に建っている危険住宅
で
建つ危険住宅で
昭和４６年８月３１日以前に建築さ
れたもの ①昭 和 46 年 8 月 31
昭和４６年９月１日以降に建築さ
日以前に建築された
れ，特定行政庁から是正勧告を受け
たもの

がけの下端からの水平距離が
がけの下端からの水平距離が
がけの高さの２倍以内
がけの高さの２倍以内

▶土石流は速度が速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつか
れてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に逃げましょう。

もの

２ｍ以上
２ｍ以上

②昭 和 46 年 9 月 1 日
災害危険区域内に建っている危険住
宅で，上記①，②に該当するもの

以降に建築され、特
県が指定した土砂災害特別警戒区域
定行政庁から是正勧
にある危険住宅
告を受けたもの

▶土砂災害の多くは雨が原因で起こります。長雨や大雨で危険と思っ
たら、早めに避難しましょう。１時間 20 ミリ以上または降り始め
てから 100 ミリ以上の降水量になったら十分な注意が必要です。

河川をきれいに、大切に

30
度以上
30度以上

河川愛護運動（5/21 ～ 6/20）

がけの上端からの水平距離が
がけの上端からの水平距離が
がけの高さの２倍以内
がけの高さの２倍以内

河川はみんなの生命・財産を水害から守る大切な公共施設です。
各集落・町内会・青年団等で地域の河川や水路を美しくしましょう。

２．災害危険区域内に建つ危険住宅で上記①②に該当するもの
助の内容は？
３．県が指定した土砂災害特別警戒区域にある危険住宅

危険住宅の撤去及び移転に要する費用
限度額：▼補助の内容
78万円
危険住宅に代わる住宅の建設（購入），土地取得，敷地造成のため，
１．
危険住宅の撤去及び移転に要する費用：
金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額
限度額：708万円
  

【川に遊びに行くときの注意点】

限度額 80 万２千円

２．危険住宅に代わる住宅の建設（購入）
・土地取得・敷地造
転したいのですが，収入が少ないため融資が受けられません。
成のため金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子
かいい方法がありますか？
相当額：限度額 722 万７千円

険住宅の居住者の親族が，居住者のために住宅を建設（購入）する場合も対象
ります。 ※危険住宅の居住者の親族が居住者のために住宅を建設（購入）

する場合も対象

①決して一人では行かない。
②子供たちだけで行かない。
③川の流れは場所によって違うので注意
して遊ぶこと。
④万 一、流されたときのことを考えて、
滝や落ち込みの上流では遊ばない。
⑤水が濁っているときは、上流部の雨などで増水していることが
多いので、川に入るのはやめること。
⑥サイレンの音が聞こえたら、すぐに川から上がること。サイレ
ンは上流のダムの水を流すという警報なので、とても危険です。

建築住宅課 住宅政策係 ☎ 52-1111（内線 5493）
危険住宅を撤去し，公営住宅に入居したり，親族の住宅に同居する場合も，事業

対象となります。ただし，空き屋の撤去は対象となりません。
県庁建築課監察指導係 ☎ 099-286-2111（内線

13
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令和２年６月号

3739）

住用：産業建設課 ☎ 69-2111
笠利：建設課 ☎ 63-1111

52
－

０１００

険住宅を撤去して，公営住宅等に転居したいのですが，住宅を建
※危険住宅を撤去し、公営住宅への入居や親族の住宅に同居する
しなくても，事業の対象になりますか？
場合も事業の対象（空家の撤去は対象外）
名瀬：土木課 ☎ 52-1111

奄美市消防団員募集中！ 男性・女性ともに募集しています！ 地域のためにあなたの力を発揮してみませんか 大島地区消防組合 警防課消防係

第 62 回水道週間（６月１日～７日）" 飲み水を 未来につなごう ぼくたちで "

設置しています

世界遺産委員会の
開催延期について

奄美大島５市町村で構成する奄美大島自然保護協議会
は、令和２年３月より、希少種の盗掘盗採対策を目的と
して、奄美大島・加計呂麻島・請島各所に「盗掘・盗採
防止センサーカメラ」を設置しました。

「奄美大島、徳之島、沖縄島及び西表島」の
世界自然遺産登録について、６月 29 日から７
月９日に予定されていた「世界遺産委員会（国
際会議）
」が新型コロナウイルスの影響により延
期となりました（会議の中で登録の可否が審議
されます）
。

希少種の盗掘盗採防止カメラを

カメラ付近を通行する車両や人物を
センサーが感知すると、自動で撮影す
ると同時に撮影日時などの情報を記録
します。
協議会では、これまでも実施してい
る希少種保護パトロールに加えカメラ撮影情報の分析を
行いながら、これまで以上に希少種保護への取り組みを
進めてまいります。
プロジェクト推進課 世界自然遺産推進室
☎ 52-1111（内線 5432）

奄美の海岸やきれいな海を守るために

マイクロプラスチック対策

延期後の日程は、５月 19 日現在「ユネスコ
世界遺産センター事務局」で検討されています
ので、新しい情報が入り次第お知らせします。
なお、
今回は「会議の延期」であり、
「登録延期」
の勧告がなされた一昨年とは事情が異なります。
引き続き、世界自然遺産登録
に向けた取組へ皆様のご理解ご
協力をよろしくお願いします。
プロジェクト推進課 ☎ 52-1111
奄美市ホームページ▶

ウミガメを守ろう

※鹿児島県海岸漂流物対策推進協議会では、毎年 6 月～
8 月を海岸等清掃活動の重点実施期間と定めています。

▼マイクロプラスチックとは？
微細なプラスチック類（一般的に
５mm 以下）のことで、食物連鎖に
取り込まれ、生態系に及ぼす影響が
懸念されています。
「プラスチックシートや袋の破片」
や「飲料プラボトル」が長時間漂流
し、砕けて小さくなったものです。

▼私たちにできること
○使い捨てをなくす（マイバック、マイ
ボトルの推奨）
○屋外でプラスチック製品を放置しない
○ごみは所定の場所・時間に、散乱しないように出す
○地域や道路の美化、川や海岸の清掃活動等に参加する
環境対策課 ☎ 52-1111（内線 5325）

奄美の海岸には、世界的に絶滅の危機にある
といわれているウミガメが上陸します。
貴重なウミガメを守るため、皆さんのご協力
をお願いします。
●夜９時以降は、浜辺での花火や大声でのお
しゃべりをやめましょう。
●産卵期間中（５月～９月頃）は夜間の海岸へ
むやみに立ち入らないようにしましょう。
●ウミガメを発見したら近づかずにそっと見守
りましょう。
●ゴミ等を捨てず、美しい浜辺を保ちましょう。
●ウミガメの捕獲や卵の盗掘はやめましょう。
環境対策課 ☎ 52-1111（内線 5322）
令和２年６月号

奄美市だより
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「ニシキエビの脱皮」

☎ 52-1111（内線 5425）


バスでの送迎もあるよ。

OPEN
O P E N CAMPUS
CA M P U S



６月は２回開催予定

６月は２回開催予定
６月１４日(日)６月２７日(土)

さは ㎝近く伸びています。

【お問い合わせ先】企画調整課広報統計係

月に展示館にやってき

（当選者１人につき 500 円相当額以上）

昨年
エビやカニ、ヤドカリなどの

詳しくは お問い合わせください。

た巨大ニシキエビ。水そうでの

１０時～１３時まで(昼食付)
６月２７日(土)
６月１４日(日)
看護学科

１０時～１３時まで(昼食付)
こども・かいご福祉学科

甲殻類は成長するために脱皮を

学校法人 日章学園

生活にも慣れてきたのか、岩陰
行います。外側の殻を脱ぐと小
さくなってしまうように思える
のですが、どうやって大きくなっ
ていくのでしょうか。脱ぐ殻の
下 には 新しい殻 が出 来ていま
す。その殻はとても柔らかいも
のです。殻の内側にある細胞は、
脱皮の前に縦長に二つに分裂し
ます。そして脱皮後、殻が柔ら

有料広告

有料広告

から姿を見せてくれるようにな
りました。エサにあげるキビナ
ゴを もり もり 食べて元 気で す。
月に一度脱皮をし、今年４月

に展示館に来て二度目の脱皮を
しました。朝、水そうを見ると

「二匹になったのか？」と思うく
らい、きれいに元の形を残した
脱皮殻があります。さらに驚い

かいう ちに一つ一つの細 胞 が横

詳しくはお問い合わせください。

奄美看護福祉専門学校

【ＴＥＬ】

奄美市名瀬小湊３３８－２

〒８９４－０７７１

たのが、展示館にやってきた時

看護学科
こども・かいご福祉学科

奄美看護福祉専門学校



に広がることによって、以前よ

●１度の掲載につき合計５千円相当額以上

縦 65mm ×横 80mm（１枠）19,800 円 / 月

に欠けていた左の触覚が復活し

り一回り体が大きくなるのです。
展示館のニシキエビも、殻の
中でじわじわと触覚を成長させ
て、脱皮の時に大きく伸ばした
のでしょうか。その再生能力に
は驚くばかりです。
この春は、新型コロナ感染予
防対策で、家の中にいなければ
ならない日々が続きました。展
示館も４月半ばから休館しまし
た。大変な時期でしたが、ニシ
キエビを見習い、じっと力を蓄
え、一回り大きく成長するため
の時間だったと思います。少し
新しくなった展示館に、また遊

発行時期：毎月１日ごろ

【お問い合わせ先】企画調整課広報統計係
☎ 52-1111（内線 5425）

ていたのです。第二触覚と呼ば
れ、ちゃんと生えている右は

いだったのですが、今回は、右

の部分が少し伸びたかな？くら

す。一回目の脱皮の時は、根元

㎝以上もある非常に長い触覚で

50

30

びに来てくださいね。

【参考】広報紙配布部数：約２万３千部

11,000 円 / 月
縦 60pixel ×横 120pixel

学校法人 日章学園

令和２年６月号

奄美市だより
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●広報紙掲載料金 無料

●ホームページバナー

●奄美市内の店舗で購入・体験できるもの

●広報紙

10

に比べるとまだ細いものの、長

左の触覚に注目！

広報紙の読者プレゼント
提供事業者を募集しています

広告募集中

11

ニシキエビの抜け殻

かりり

５５- ６０００
奄美海洋展示館

住用地区 ４月末人口 1,235 人 764 世帯 （住民登録月報より）

奄美市地女連住用支部 理事会開催

小中学校等で交通安全教室開催

４月中旬から５月末にかけて、住用町内の各小中学校・保育所
４月 17 日（金）地女連住
用支部理事会が住用公民館で で交通安全教室が行われています。
地域の駐在所と奄美警察署の
行われました。前年度の活動
報告をはじめ、本年度事業等 方々を講師に招き、保育所と小
の計画案を承認、奄美市での 学校低学年の子どもたちは横断
歩道の渡り方を、小学校高学年
相撲競技開催（会場 奄美体験交
流館）が予定されているかごしま国体での「おもてなし」につ から中学校の児童生徒は自転車
での交差点の通行や点検方法を
いても協議がなされました。
また、永年活動に尽力されてきた山田千代子さん、師玉敏代 中心にご指導いただきました。
さんの２名に感謝状が贈呈されました。令和２年度地女連住用 （写真：東城小中学校、東城へき
地保育所）
支部の役員は以下のとおりです（敬称略）。
【支部長】都 八代美 【副支部長】前田 静代
【事務局長兼会計】中山 多恵子
【交通安全部長】染川 和代 【社会福祉部長】宅間 千美代
【体育部長】市田 友美 【監事】弓削 佳世子

▲山田 千代子さん		

▲師玉 敏代さん

東城マスク配布
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東城校ではみ
んなで何かできることはないかと考え、学校でマスク製作にと
りかかりました。昼休みや放課後を利用し、先生方の指導の下、
たくさんの児童生徒の手伝いをもらい、素敵な「東城マスク」
が完成しました。完成したマスクは、メッセージをつけ、4 月
22 日の臨時登校日に児童生徒全員に配布しました。今後も生
徒会を中心にマスク製作を続けていきたいと思います。

絵本の読み聞かせ（市小中学校）
コロナウイルス感染症の影響により、４月は限られた日数での
登校でしたが、学校に登校できた子どもたちは、いきいきと活動
に取り組んでいます。写真は、市校で十数年以上も続いている絵
本の読み聞かせの様子です。毎週金曜日、保護者のボランティア
で小学生に絵本の読み聞かせをしていただいています。

令和２年６月号

奄美市だより 16

住用地区６月行事予定
日

行事名

開始

場所

6/2（火）燃やせるごみ

町内全域

6/3（水）燃やせないごみ

町内全域

6/5（金）燃やせるごみ

町内全域

資源ごみ分別収集
6/6（土）
（ペットボトル）

町内全域

6/8（月）し尿汲み取り

市・戸玉・山間
役勝・西仲間・
石原

し尿汲み取り
6/9（火）
燃やせるごみ

町内全域

古紙類分別収集
6/10（水）
（新聞紙・ダンボール）

町内全域

6/11（木）し尿汲み取り

見里・東仲間・
川内

し尿汲み取り
6/12（金）
燃やせるごみ
燃やせるごみ
6/16（火）
乳幼児健診・歯科検診

町内全域
町内全域
12:30

住用支所
３階大会議室
町内全域

6/19（金）燃やせるごみ

町内全域

6/20（土）資源ごみ分別収集（ビン）

町内全域

燃やせるごみ
6/23（火）
集合徴収

町内全域
9:00 町内全域

古紙類分別収集
6/24（水）
（その他の紙類）

町内全域

6/26（金）燃やせるごみ

町内全域

6/30（火）燃やせるごみ

町内全域

7/1（水）燃やせないごみ

町内全域

7/3（金）燃やせるごみ

町内全域

資源ごみ分別収集
7/4（土）
（ペットボトル）

町内全域

燃やせるごみ ：6 /2、6/5、6/9、6/12、6/16、6/19、
6/23、6/26、6/30、7/3

燃やせないごみ ：6/3、6/17、7/1
※ごみ出しは８時 30 分までに収集場所へ

住用町 ６月 集合徴収日程
６月末は市県民税の第１期分の納期ですので、納期内
の納付をお願いします。未納分と過年度滞納分の市税
も当日会場で納めることができますので、市民の皆様の
ご協力をお願いします。
6/23 （火）

午後
上役勝・西仲間・石原
和瀬・城・摺勝

※当日の詳しい徴収時間は、改めて集落の放送等でご案内します。
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令和２年６月号

３月の臨時休校によって長くなった春休みが明け、生徒たち
も久しぶりに会う級友や、新入生との交流に心を弾ませている
ようでした。約１ヶ月ぶりとなる授業では「いじめ問題を考える
週」の一環として、いじめに関する道徳の授業や緊急時の避難
訓練を行いました。			
  ▼避難訓練
道徳の授業後、生徒たちからは
「相手の気持ちを考えることがいじ
めを少なくすることにつながると
思う」
、
「自分とは違う他人の感じ
方にも共感できることが大事だと
感じた」といった感想が寄せられ
ました。

摺勝・城・和瀬

6/17（水）燃やせないごみ

午前
市・戸玉・山間
川内・東仲間・見里

新年度を迎えて（住用中学校）

花いっぱいに（住用小学校）
職員作業で、プランターを置くための台を補修しきれいにし
ました。道路沿いにもきれいに咲かせた花を並べようと、職員・
子どもたち全員で花を育てています。マリーゴールドやサルビ
アの種が発芽し始め、夏にはたくさんの花が咲くことを楽しみ
にしています。

全校生徒でマスク作り（住用小学校）
４月 10 日（金）全校生徒でマスク作りの練習をしました。
校長先生から、自分や周りの人の命を守るためにマスクをつ
けることが大切であるという話を聞きました。マスクがないと
きや、忘れてしまったときには自分のハンカチでマスクができ
ることも知り、作ってみました。
入学して１週間目の１年生には少し難しかったようですが、全
員が真剣に取り組み、しっかり作ることができました。

笠利地区 ４月末人口 5,522 人 3,086 世帯 （住民登録月報より）

各 小 学 校で 交 通 安 全 教 室
１・２年生と幼稚園児は横断歩道の渡り方、３年生以上は自
転車の安全な乗り方を学習しました。
道路では『は（走らない）あ（遊ばない）と（飛び出さない）』を守っ
て歩くことや、
自転車の安全な乗り方では『ぶ（ブレーキ）た（タ
イヤ）は（ハンドル）しゃ（車体）べる（ベル）
』を合言葉に自転車
を点検し、安全運転することを教わりました。

手 作りマスク贈呈
笠利町在住の女性の方（匿名希望）から、笠利地区の児童へ向
けて、手作りマスクを提供いただきました。
ご本人からの「子どもは宝ですよ」とのメッセージとともに、
町内の小中学校へ贈呈されました。

花咲く前 肥田街 道
前肥田集落の墓地入口附近は島ゆり（テッポウユリの原種）
が今年も咲き、訪れる方や集落民の憩いの場となりました。

各 学 校・保 育 所 へマスク寄 付
５月 12 日（火）山田 秋男氏（赤木名出身）、楠田 哲久氏（土浜
出身）の両名から、新型コロナウイルスの影響で困っている教諭・

児童たちの助けになればと、町内の各学校・保育所あてにマスク
2,000 枚のご寄付をいただきました。

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、マスク等を寄贈い
ただいた皆様に
心より感謝申し
上げます。

令和２年６月号

奄美市だより 18

笠利地区６月行事予定
日
6/1
（月）
6/2
（火）

行事名

介護予防はつらつ教室
（中金久）
〃（崎原）
〃（節田）
〃（外金久）
6/3 〃（喜瀬 1 区）
（水）
駐在員会
6/4
（木）
6/9
（火）

開始 終了
14:00

中金久学舎

13:30
14:00
14:00
14:00

崎原公民館
節田生活館
外金久生活館
喜瀬１区公民館
笠利支所３階
9:00
会議室
介護予防はつらつ教室
城前田へき地
14:00
保健福祉館
（笠利１区）
10:00 12:00 ふれ愛の郷
たんぽぽクラブ
介護予防はつらつ教室
佐仁保健福祉
13:30
館
（佐仁）
10:00
用安公民館
〃（用安）
精神デイケア「ふれ愛会」 10:00 12:00 ふれ愛の郷

6/10
介護予防はつらつ教室
（水）
14:00
（万屋）
6/11
13:30
〃（和野）
（木）
14:00
〃（用）
6/12
（金） 〃（喜瀬３区）
14:00
6/15
〃（辺留）
（月）
〃（笠利３区）
6/16 〃（宇宿）
（火）
〃（手花部）
〃（屋仁）
6/17
（水） 〃（笠利２区）
6/18
（木）
6/23
（火）
6/24
（水）
6/25
（木）

場所

用体験交流館
喜瀬３区コミュ
ニティセンター

14:00
14:00

金久公民館
宇宿生活館
手花部へき地
保健福祉館
屋仁地区振興
センター
大笠利
文化センター
土浜公民館
須野生活館
平集落集会施設
里学舎
打田原集会場

14:00

〃（土浜）
〃（須野）
〃（平）
〃（里）
〃（打田原・前肥田）

14:00
13:30
14:00
14:00
13:30

乳幼児健診

12:30 15:30 ふれ愛の郷

介護予防はつらつ教室
14:00
（喜瀬２区）

４月８日（水）対面式と部活動紹介、
生徒会オリエンテーショ
ンが実施されました。入学した１年生が上級生と初対面する
ことになる対面式では、普通科１年生の植田瑠夏さんが、学
習や部活動、学校行事に励み、北高を盛り上げていきたいと
代表挨拶を行いました。また、部活動紹介においては、各部
が思い思いのパフォーマンスで、新入生の勧誘を行いました。

和野生活館

辺留公民館

14:00

【対面式 ・ 部活動紹介 ・ 生徒会オリエンテーション】

万屋生活館

14:00

13:30

No.245

新入生代表あいさつ
バレー部

バドミントン部
北大島太鼓部

喜瀬２区公民館

【マスク作り講習会】
満一歳になりました。子どもは町の宝。
みんなでこの子たちに誇れる町づくりに努めましょう。

島袋 全寿（ぜんじゅ）ちゃん
令和元年６月 24 日生
涼全（里）

４月 10 日（金）全学年で、ロングホームルームの時間に
マスク作り講習会を行いました。身近にある材料を使って 10
秒でできるマスクの作り方を教わり、実際に作ってみました。
３密を避け、マスクを着用することで、感染予防に努めてい
きましょう。学校における活動中や登下校時のバスの中では、
マスクの着用を忘れずにお願いします。

村田 嘉斗（ひろと）ちゃん
令和元年６月 26 日生
勇平（屋仁）

マスク作り①

西谷 奏汰（そうた）ちゃん
令和元年６月 10 日生
健（屋仁）
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重信 裕和（ゆうと）ちゃん
令和元年６月 18 日生
平和（辺留）

令和２年６月号

マスク作り②

寄附

叶 利美子様

中田 好文様

（中金久） 	   
亡 叶 重盛様

（外金久） 	   
亡 中田 東枝様

●一般寄付

アイショップひおき（募金箱）様 （平松町）

次のみなさまから社会福祉協議会へご寄附をいただきましたので、芳名を記載します。

●香典返し（名瀬）

奥山 久美子様 （和光町） 亡 奥山 末光様
	   
田中 啓子様 （金久町） 	   
亡 朝山 繁様

（朝仁新町）亡 里 泰慶様

がんちゃん様 （宇宿）

※５月号に氏名の誤りがありました。

正しくは「里 泰慶様」です。

お詫びして訂正いたします。

30

里 三智子様

（長浜） 	   
亡 見里 オキエ様

●香典返し（住用）

見里 和俊様

●香典返し（笠利）

（喜瀬 区）亡 里 竜三様

1

里 次則様

4

あ ら ば え

（
新南風俳句会）

こう う

たんぽぽの希 望 の黄 色 明 日 は晴 れ
おち ょぼ口たんぽぽ綿 毛 ふう ふう と
たんぽぽ飛 ぶ煙 たな びく桜 島

（
香雨奄美俳句会）

竹 の子 や素 朴 な 味 の島 料 理
こう
薔 薇 の香 未 知 の病 にかき 消 され
遠 き 日 の記 憶 手 繰 り て草 の笛

６～７月相談日のお知らせ（派遣相談）  ※必ず電話予約が必要です
・６月11日（木）菅 野
・６月18日（木）大 倉
・６月25日（木）山 口
・７月 9日（木）大 倉
・７月16日（木）和 田
・７月30日（木）本 多

浩平
克大
大観
克大
知彦
剛

弁護士（午後1時～4時30分）
弁護士（午前9時30分～11時30分）
弁護士（午前11時～12時、午後1時～3時30分）
弁護士（午後1時～4時30分）
弁護士（午前9時30分～11時30分）
弁護士（午前11時～12時、午後1時～3時30分）

相談時間はひとり30分間です。担当弁護士は予定です。
多くの方にご利用いただくため、原則ひとり年１回とさせていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月16日から電話にて対応
しています。（５月19日現在）

市民協働推進課 市民生活係 ☎ 52-1111（内線 5263）

STOP ！ロードキル

プロジェクト推進課 世界自然遺産推進室
☎ 52-1111（内線 5432）

アマミノクロウサギ交通事故件数 （５月 17 日現在）

４月

４件

ゆっくり走ろう、
奄美の山道。

2020 年累計 ８件

高卒・大卒求人の申込はお早めに
高等学校の令和３年３月卒業予定者を対象とした求人の
申込受付が、６月１日から開始されます。早めの採用計画と
求人提出をお願いします。大学・専門学校等の卒業予定者
を対象とした求人も受付中ですので、ぜひご検討ください。

ハローワーク名瀬 ☎ 52-4611
「国家を守る、公務員」

令和２年 春採用

陸海空 自衛官募集
防衛省 自衛隊 鹿児島地方協力本部
奄美大島駐在員事務所
▶自衛官応募ナビ
☎ 53-9103
自衛官候補生
試験区分

第１回採用試験

第２回採用試験

試験日

9/19（土）午後

10/18（日）

場所
受付期間
応募資格
特別退職
手当
資格

濱浦 眞智子
服部 香
惠
ひろと

島 袋 京子
金 井 百合子
坂江 直 子

７６０１

52
－

～五月詠～

奄美市社会福祉協議会 無料法律相談【日時】６月 日（土）午後 時 分～ 時【担当】和田 知彦 弁護士【要予約】５名まで ※電話相談

20

2

奄美法律相談センター 無料法律相談

大島支庁
7/1（水）～ 9/10（木）

9/11（金）～ 10/9（金）

採用予定月の１日現在  18 歳以上 33 歳未満（男女）
陸上自衛隊
１任期（２年）58 万円支給
２任期（２年）145 万円支給

海上自衛隊・航空自衛隊
１任期（３年）95 万円支給
２任期（２年）151 万円支給

大型２種、自動車整備士、電気工事士、ホームヘルパー、ネイ
リスト等  ※再就職支援として約 50 種類の技能訓練を実施

試験区分

一般曹候補生

１次試験

9/19（土）午前

航空学生
9/22（火祝）

場所

大島支庁

受付期間

7/1（水）～ 9/10（木）

応募資格

採用予定月の１日現在
18 歳以上 33 歳未満

海上：18 歳以上 23 歳未満
航空：18 歳以上 21 歳未満

令和２年６月号

奄美市だより 20

イベントについてのお問い合わせは、それぞれの主催者へお願いします。
※主催者の都合により、 日程や開演時間 ･ 入場方法等が変更になることがあります。
※広報紙配布時期前後のイベントは掲載していないこともあります。 ご了承ください。

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、イベントが中止や延期になる
場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは各主催者へ
お問い合わせください。
※奄美市ホームページに月間行事予定・イベントカレンダー
を掲載しています。随時更新しますので、ご活用ください。

■鹿児島県奄美パーク
〒 894-0504 笠利町節田 1834
奄美パーク・奄美の郷 ☎ 55-2333 田中一村記念美術館 ☎ 55-2635
※開園時間：9:00 ～ 18:00 ※６月休園日：３日（水）
・17 日（水）

日

行事名

終了 入場料

6/18（木）田中一村記念美術館 夏の常設展（9/15 まで） 9:00

18:00 520 円

■奄美文化センター（奄美振興会館）
日

54-1211

行事名

52-6852

時刻

フリーマーケット
6/21（日）
（一万人広場）

料金等

主催

名瀬フリーマー
出店料
ケット市民の
個人 500 円
会（090-3662団体 2,000 円
0110：西）
受付 9:00
あまみ農業協同組
関係者
開会 10:00
合（62-3739）
9:00 ～
12:00

あまみ農業協同組合
6/24（水）
第 14 回通常総代会

■奄美市 AiAi ひろば
〒 894-0027 名瀬末広町 14-10 ☎ 52-1778

日

行事名

時刻

料金等

まーじんまカフェ
6/7（日）
（介護者ゆらい処）

13:30 ～
16:00

無料

ねっせんきゃきばろう会
6/10（水）
（男性体操教室）

13:30 ～
15:30

100 円

ねっせんきゃきばろう会
6/24（水）
（男性体操教室）

13:30 ～
15:30

100 円

【名瀬公民館】
＊『雲を紡ぐ』/ 伊吹 有喜
＊『うちの父が運転をやめません』/
垣谷 美雨
＊『日本を揺るがした三巨頭―黒幕・
政商・宰相』/ 大下 英治
＊『むかしむかしあるところに、死体
がありました。
』/ 青柳 碧人
・・・ほか

【金久分館】

開始

〒 894-0036 名瀬長浜町 517

名瀬公民館
新着図書案内

主催

＊『御社のチャラ男』/ 絲山 秋子
＊『僕は、死なない。
』/ 刀根 健
＊『らくごえほん てんしき』/ 川端 誠
＊『まいごのたまご』/ アレックス・ラ
ティマー
＊『タンタンタンゴはパパふたり』
/ジャ
スティン・リチャードソン＆ピーター・
パーネル
・・・ほか

【四谷分館】
＊『アーモンド』/ ソン・ウォンピョン
＊『戦争は女の顔をしていない』
/スヴェ
トラーナ・アレクシエーヴィチ
＊『女たちのシベリア抑留』/ 小柳
ちひろ
＊『こはるとちはる』/ 白石 一文
・・・ほか

名瀬地域包括支
援センター（551165）

■鹿児島県立奄美図書館

ホームページ

〒 894-0016 名瀬古田町 1-1
52-0244
52-9634
（利用案内）▼
※６月休館日：１日（月）
・８日（月）
・15 日（月）
・22 日（月）
・25 日（木）
・
29 日（月）
※おはなしの森：３日・10 日・17 日・24 日（毎週水曜 15:30 ～ 16:00）

【伊津部分館】
＊『 小 さ な カ フェ の はじ め 方 』/
Business Train
＊『そらいろのてがみ』/ ながしま
ひろみ
＊『おかしなおかしなおかしのはなし』
/ さいとう しのぶ
・・・ほか

奄美市社会福祉協議会 あまみおもちゃ病院（おもちゃ修理）※新型コロナウイルス感染予防のため ６月はお休みします

公共施設等イベントのご案内

※講演会や会議等に研修室を利用できます（申込は原則利用希望の 15 日前まで）
。
※料金等の詳細は当館ホームページ又は右記二次元コードからご確認ください。

行事名

6/3（水）心も体もイキイキ！音読教室①
6/13（土）あまみならでは学舎②
ネリヤカナヤ創作童話コンクール募集開始
6/15（月）
（9/3 締切）

時間

料金

9:30 ～ 10:30

無料

14:00 ～ 15:30

無料

－

－

ボランティア養成講座
6/21（日）
あまみ子どもライブラリーおはなし会

9:10 ～ 12:00

無料

10:10 ～ 11:00

無料

6/27（土）こぐまちゃんおはなし会

14:00 ～ 14:30

無料

※【検診日程】名瀬：23 ページ、住用・笠利：各地区のページをご覧ください。

21

奄美市だより

令和２年６月号

52
－

７６０１

日

名瀬公民館
☎ 52-1816
公式フェイスブック▶

みなさまからのメッセージを掲載するコーナーです。

けることに感謝をしつつ、今の時点

普段通りとまではいきませんが、働

えたいですね。
（ 歳女性）

ね。早く収束して思いっきり夏を迎

着用・手洗い）はしていきたいです

でできる業務は限られてくるので、 が、自分たちにできること（マスク

います。それでも、お嫁さんから送

しいゴールデンウィークを過ごして

る孫に会いに行くことができず、悲

めに自粛生活が始まって、鹿屋にい

イルス）と闘うということは戦争よ

人の意見ですが、
目に見えない敵（ウ

が痛みます…。戦争を体験した一個

いる子や孫たちのことを考えると胸

■新型コロナの影響で内地に住んで

広まらないようにみんなで、予防し

■奄美でこれ以上コロナウィルスが

になってきました。
（ 歳女性）

イクしたりと、暮らしが豊かに快適

や部屋の隅々の掃除、扇風機をリメ

なか出来なかった、プランター菜園

■今までやりたかったけれど、なか

りも恐怖です。子や孫たちを守りた

ましょうね。
（ 歳女性）

なるは ずで す。も う 少 し がん ばり

観 光 客 が 来て く れて、笑 顔の 島に

り切ったら、また奄美にもたくさん

れています。今の状況をみんなで乗

ら れて く る 動画 や写 真 に、心 癒 さ

で自分ができることを全うしていこ
うと思います。
（ 歳女性）

お便りをいただいた方の中から、
抽選でプレゼントがあります。

（ 歳男性）
日でした。

■奄美市から配られたハンカチマス
クの 作 り 方 が とて も 役 に 立 ち ま し
た。簡単に作れるし、ミシンを使わ

いと思うのであれば、まずは自己防

■みな さん、精 神 的にも 身 体 的にも

疲れてると思いますがみんな一緒だと

思って乗り越えましょう（ 歳女性）

■ここぞとばかりに普段しない所の

片付けをしています。
（ 歳女性）

■コロナウイルスで学校が臨時休校に

なってから２週間近く過ぎました。最

初は平日ゴロゴロできるので少し嬉し

かったけど、最近は学校に行ってみん

な と 会いたいし、授 業 や 部 活 が 恋 し

歳男性）

く な り ま し た。早 くいつもの日 常 に

（
戻って欲しいです。

■普段マスクをしないのですが、新

型コロナの影響で、周りの方から紬

やハンカチで手作りしたマスクをい

ただいて、毎日つけています。日々

の生活の中に人の温かさが溢れてい
（ 歳男性）
ます。

校が休校になり、子どもが家でごろ

■新型コロナウィルスの影響で、学

ごろしています。なかなか宿題がは

か どり ません。早 く 学 校 が再 開 し

て欲しいです。
（ 歳女性）

■先日、庭にツツジを植えました。

ました。今は、コロナで大変な時期

とて も 綺 麗で、毎 年 楽 しみになり

だけど、楽しみをみつけてストレス

をためないように生活しようと思

います。
（ 歳女性）

■４月は次男、５月は長男の誕生日

でした。コロナの影響で外食は出来

なかったですが、代わりに盛皿を頼

んで お 祝いしました。自 粛 要 請の

中、弁当やテイクアウトで頑張って

いる飲 食 店の人 達に少しです が貢

献出来て良かったです。
（ 歳女性）

奄美市だより 22

令和２年６月号

身近な出来事、
奄美市役所へのご意見、
広報紙の感想など、
たくさん
の投稿をお待ちしています。

■先日、好天の日、自宅から六・七
分に 住 んでいる母 を北 大 島 付 近へ
ドライブに誘いました。助手席へ乗
せて 車は東シナ 海 を左側にみな が
ないので良かったです。
（ 歳男性）

ましょう！（ 歳女性）

衛に努めたいものです…。（ 歳女性）

■１ 年 生 に なって、色 々 勉 強 が 始
まったのに、コロナになって、学校
がお休みになって、淋しいです。け
ど、お家でお姉ちゃん達とのんびり
すごすのも嬉しいです。世界が平和
になります様に…。
（６歳男性）
■市販マスク入手困難なので４枚ほ
ど布マスク手作りしました。その後
何枚か布マスク購入して使用してい
ます。１日も早いコロナ終息してほ
しいものです。幸い、仕事は続けら
れていますが、公共場がのきなみ閉
鎖され知人の店も大変な日々をすご
に な り、多 少 観

54

56

53

41

34

16

44

60

38

■コロナウイルス感染拡大防止のた

35

してい ま す。

光客らしい人達をみかけますので、
少し不安になります。これ以上奄美
ででませんように！（ 歳女性）
■新型コロナウイルスのニュースば
かりで気分が落ちこんでしまいます

42

80

51

コクトくんとぐりぶーがコラボしたエコバッグ

ら青々とした海が良かったです。車

○送付先：〒 894-8555 鹿児島県奄美市
名瀬幸町 25-8
奄美市役所「奄美市だより お便り」係

36

G
W

でも応募できます。

■社会人になって初めての在宅勤務

（当日消印・送信分まで有効）

は笠利付近と近づき、昼前宇宿へ到

○ハガキかインターネットで、お名前、年齢、性別、
住所、電話番号、メッセージ（ご意見・ご質問・身
の周りの出来事など）
、希望商品をご記入のうえ、
▲インターネット
下記までお送りください。

66

（テレワーク）をしています。自 宅

○締切：６月 12 日

着しました。ここで買ってあった弁

【応募方法】

67

※当選者の発表は商品の発送
をもってかえさせていただき
ます。あらかじめご了承くだ
さい。

※記入した個人情報は、プレ
ゼント発送以外の目的では
使用いたしません。

当を広げて食べました。満足した半

①かごしま国体 PR エコバッグ ： ５名様
②図書カード （ 2 千円分） ： ５名様

※「奄美市だより」では皆さまからのお便りをハガキやインターネットで募集しています。

今 月 の 読 者 お 便 りプ レ ゼ ント

○読者プレゼントをご提供いただける事業者を募集しています。☎ 52-1111（内線 5424）

お誕生日おめでとう
※保護者の承諾を得た方のみ掲載しています。

氏
名
保護者名
田畑

叶夢

進晴

（かなめ）

（ す ばる ）

一樹

進也

和弥

田島

日 和 太 （ひなた）

博高

（４月 届 出 ）

（はくあ）

壮志

清也

亀

博愛

（たお）

裕志

（あんず）

貴則

上原

大桜

（すず）

杏

日 由 羽 （ひゆう ）

政文

安原

鈴

向井

（さん）

順平

有村

大地

西野

燦

（いより ）

法住

（りんか）

法島

一順

（ゆうり）

凜花

川口

優利

牧

伊

裕也

里春

（ たい が ）

莉子

修二

虎河

依 織 良 （いお ら ）

康太郎

屋島

いち 乃 （いちの ）

隆之輔

実

安田

（ みつ き ）

和信

（うた）

東

美月

（ あ おい ）

嵩之

優多

富田

葵

（そうた）

東

江﨑

蒼大

（ りこ）

大王

奄美市だより５月号７ページの訂正
「行政相談委員」の吉田 正さんの氏名に
誤りがありました。お詫びして訂正します。
企画調整課 広報統計係 ☎ 52-1111

消 防 団 員 募 集 中！

奄 美 市の人口

大島地区消防組合

（住民基本台帳）

令和２年
区分

令和２年４月30 日現在

地区

世 帯 数 23,779 世帯

名 瀬
住 用
笠 利
合 計

人口総数 4 2 , 7 6 2 人
男

性 20,589 人

女

性 22,173 人

健診日程
日
6/9（火）
6/19（金）
6/26（金）
6/18（木）
6/25（木）
6/24（水）

名瀬地区

行事名
４か月児健診
７か月児相談
1.6 歳児健診
３歳児健診
母子健康相談

４月

奄美市だより

市長の主な動き
朝山毅 奄美市長の主な動静をご紹介します。

年 計

０
０
０
０
火の用心！

１
０
２
３

☎ 52-1111 内線 5052

開始

終了

備考（対象者など）

12:30 13:00 R2.1/16 ～ 2/15 生
9:30

9:45

12:30 13:00
12:30 13:00

R1.10/16 ～ 11/15 生
H30.12 月生
H30.11 月生
H29.1 月生
H28.12 月生

9:30 10:00 市内に住む親子

会場は奄美市保健センター （名瀬井根町 1-2） です。

23

５ ２ － ０ １０ ０

火災件数

令和２年６月号

コロナウイルスに関する県への要望（５市町村首長）
4/20 ラフィネグループ陸上部
（月） 治郎丸監督表敬

市議会全員協議会
5/1
（金）
4/22 コロナウイルスに関する県への
奄美市民歌 歌詞答申
（水） 要望（5 市町村首長）
4/24 （株）ハトハマオート
（金） マスク寄贈式

5/7
（有）文化清掃社 寄付金贈呈式
（木）

4/27
農業研究センター理事会
（月）

5/8
（株）開運酒造 消毒液代用品試供
（金）

4/30 コロナ対策本部会議
（木） アーダン マスク贈呈式

5/14 100 歳到達者訪問
（木）（敬老祝い金、紬マスク寄贈）

お便りをくださった方の中から抽選で景品をプレゼントします。お便りお待ちしています。

戸籍の窓

広報 奄美市だより

令和２年度「奄美まつり」
「三太郎まつり」
「あやまる祭り」の中止について
ことを、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

奄美の夏の風物詩「奄美まつり」
「三太郎まつり」
「あ
やまる祭り」の市内３大まつりについては、これまで長

感染が早期終息し、来年は安心・安全の中、皆さまに

きにわたり、多くの市民や協賛団体の皆様方のご協力に
編集・発行 / 鹿児島県奄美市役所企画調整課

TEL: 0997-52-1111 FAX: 0997-52-1001

心からまつりを楽しんでいただけるようにしっかりと準

より支えられてきております。

備を図ってまいりますので、引き続きのご支援、ご協力
を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の終息が見
通せない現状を踏まえ、各まつり協賛会および実行委員

奄美まつり協賛会会長
奄 美 市 長
朝 山
毅
三太郎まつり実行委員会会長
奄美市住用総合支所長 弓 削 洋 一
あやまる祭り実行委員会会長
奄美市笠利総合支所長 濱田 洋一郎

会の皆さまとも協議した結果、今年度のまつりについて
は「中止」という苦渋の決断を下すことといたしました。
多くの皆さまが楽しみにされていたイベントを中止と
することは大変残念でございますが、市民の皆さまの健
康と感染の拡大防止を最優先に考えての判断であります

奄美市民歌 歌詞が決定しました
〒 894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町 25 番 8 号

E-MAIL: info@city.amami.lg.jp

５月１日（金）市長応接室にて、奄美市民歌制定
委員会 田丸 友三郎委員長より、決定した奄美市民歌
の歌詞を朝山市長に答申しました。
奄美市民歌の歌詞には、全国から 64 作品の応募
があり、選考委員会にて選出された優秀３点をパブ
リックコメント（意見公募）しました。

選考委員会では、
「末永く後世に歌い継がれていく
歌詞」
「奄美市の情景が想い描けるような歌詞」
「奄
美市の歴史や文化を感じさせる歌詞」等を選定ポイ
ントに審査しました。
なお、歌詞の補作については、作者の理念を尊重し、
最低限の補作を行いました。

奄美市民歌 ～輝く未来へ～
うる

かぐわ

１ 美わし海よ 香し森よ
きら

しま

２ チヂンの響き

いのち燦めく きょらの郷

風に島唄

人と自然が

和になって

豊かな文化の
心うるおす

花ひらく

奄美市は

希望と笑顔に

満ちるまち

やすおか な お き

【最優秀作品者】保岡 直樹氏（東京都・49 歳男性）
八月踊り

夢を呼ぶ

ふな

３ 競う舟こぎ

みなぎる力
わ

虹のしぶきに

沸く港

ネリヤの海から 訪れる

光をつかんで

伸びてゆく

稀人もてなす

大空仰ぐ ガジュマルよ

まれびと

つむ

心を紡ぐ

伝統よ

ともに肩よせ

奄美市は

恵みと平和を

あお

祈るまち

輝く未来へ

奄美市は
進むまち

facebook：https://www.facebook.com/AmamiCity

twitter : https://twitter.com/Amami_City

奄美市ホームページ : https://www.city.amami.lg.jp/

市民交流センター地鎮祭
交通安全教室

▲名瀬地区の小・中学校で４月に交通安全教室を実施し、

▲生涯学習の拠点となる「市民交流センター」の新築工事

正しい交通ルールや交通安全の知識を学びました。交通事

安全祈願祭が建設地（名瀬柳町・旧水道課跡地）で行われました。

故防止へみんなで取り組んでいきましょう。

2021 年５月下旬の完成をめざしています。
（４月 13 日）
令和２年６月号
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