
お知らせ版
広報ひおき 第　２６２　号

　平成 28年４月７日発行
日置市役所　総務企画部　総務課

※市役所各課の電話番号は全て直通になっています。お掛け間違いのないようお気を付けください。

≪ 建設課から≫
【日置市住宅リフォーム支援事業について】

　市では、既存住宅の長寿命化、地域経済の活性化を図るため、市民が市内の業者を利用して個人の住宅リフォー
ムを行う場合に、その費用の一部を補助します。また、今年度は新たに、誰もが活躍できる環境を形成するための
三世代同居の推進を図るため、三世代同居世帯を設けました。
補助内容

　(1) 一般世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象工事費の10％、上限15万円
　(2) 子育て世帯（高校生以下の子どもと同居している世帯）　対象工事費の20％、上限30万円
　(3) 三世代同居世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象工事費の30％、上限50万円
　　（子育て世帯とその親世帯が同一の住宅に同居または実績報告書の提出期限の日までに同居する予定の世帯）
対象工事　増改築、屋根・外壁・内装の改修など20万円以上の工事
※三世代同居世帯の申請に限り、過去に補助を受けた方でも、その交付額を差引いて補助を受けることができます。
受付開始日　４月26日(火)　受付時間　９時～ 17時15分　※受付には申請書類をご持参ください。
受付場所　４月26日のみ　市中央公民館 中ホール
　　　　　４月27日以降　本庁建設課（旧合同庁舎２階）
※補助を受けるにはさまざまな条件があります。詳しくはお問い合わせください（ホームページにも詳細を掲載）。
【お問い合わせ先】 本庁建設課建築係  TEL273-8871
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【市営住宅入居者の募集について】
　吹上地域永吉地区に永吉中央住宅が完成しましたので、入居希望者を次のとおり募集します。
　なお、今回の募集の対象者は、下記募集要件を満たすご家族とします。
募集要件および優先順位　(1)  小学校就学前の子どもがいる世帯または現在校区外の小学生がいる世帯
　　　　　　　　　　　   (2)  これから子どもを産み育てる世帯
募集戸数　３戸(３ＤＫ）　建物構造　鉄筋２階建　家賃　22,100円～ ※家賃は世帯の収入により算定されます。
敷金　入居決定時家賃の３カ月分　共益費　１月当たり3,000円程度(予定)　駐車場使用料　１月１台当たり820円
駐車場保証金　１台につき2,460円　申込期間および受付時間　随時　８時30分～ 17時15分(土、日、祝日除く。)
申込先　本庁建設課および各支所産業建設課(募集案内は、各窓口に用意してあります。)
入居者決定方法　提出された入居申込書から入居資格を審査の上、決定します。　　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】 吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114
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≪ 建設課から≫
【木造住宅耐震診断・耐震改修補助金について】

　市では、木造住宅の耐震化を促進し、地震に対する安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。
受付期限　11月30日(水)（予算に達した時点で終了）
対象となる住宅

　(1)   １戸建ての専用住宅または併用住宅で地上３階建てまでであること
　(2)   昭和56年５月31日以前に建築され、現に人が住んでいる、または住む予定であること
補助率と補助金の額

　耐震診断　補助率２/３　　限度額６万円
　耐震改修　補助率23/100 　限度額30万円
※補助を受けるにはさまざまな条件があります。詳しくはお問い合わせください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 本庁建設課建築係  TEL273-8871

≪ 社会教育課から≫
【日置市青少年海外派遣事業参加者募集について】

派遣先　アメリカ合衆国（西海岸を中心とした選定された地域）
日程　平成28年７月下旬～８月中旬までの24日間（日程は出発日によって異なります)
対象者　市内に居住する研修意欲のある中学生または高校生で本事業の未経験者
　　　　※事前研修、事後研修等を受講できること。
募集人数　６人（派遣者については、選考委員会で決定）
選考方法　書類審査（作文を含む）、面接
面接日　５月17日(火) 18時30分から　面接会場　市中央公民館
研修費用　負担額 249,000円（予定）
　※上記研修費用のほかにパスポート取得経費や空港施設使用料、燃油サーチャージ料、任意の海外旅行保険など、
　　個人的経費が別途かかります。
申込方法　本庁社会教育課・各支所教育振興課に備え付けの「参加申込書（学校長の承認印が必要)」「作文用紙」
　　　　  「健康調査票」に記入のうえ、下記へお申込みください。
申込期限　４月28日(木)　※期限厳守
　※諸般の国際情勢等により、やむを得ず事業が中止になることがあります。あらかじめご了承ください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 本庁社会教育課 TEL 248-9432　東市来支所教育振興課 TEL 274-2115
　　　　　　　　　　　　 日吉支所教育振興課 TEL 292-2115　吹上支所教育振興課 TEL 296-2115

≪ 吹上支所地域振興課から≫
【日置市・マレーシア親善大使の募集について】

　市が国際交流を進めているマレーシアとの友好親善を深めるために派遣する親善大使を募集します。
　常夏の国マレーシアは、心と心の交流が体験できるとても親日的な国です。ホームステイなどを通じて、生活や
文化を体験しながら交流を深めてみませんか。
募集定員　８人（中・高校生、一般）　※ただし、中学生は２年生以上に限る
募集対象　国際交流に関心のある日置市在住の方で、帰国後も関連事業に協力していただける方
期間　８月17日(水) ～ 24日(水)　７泊８日（予定）
助成　渡航必要経費の50％を上限に予算の範囲内で助成します（パスポート取得等個人経費は自己負担）。
申込方法　参加申込書に応募の動機や国際交流についての作文（800 ～ 1200字程度）を添えて申し込みください。
申込期限　５月31日(火)
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112 または本庁企画課企画統計係、各支所地域振興課自治振興係

 

≪ 福祉課から≫
【ゆすいん工芸教室の受講生募集について】

　伊集院健康づくり複合施設ゆすいんでは、次のとおり受講生を募集します。

対象者　市内に居住する人。ただし、学生を除く。
申込期限　５月６日(金)　受講期間　６月から平成29年３月まで
受講料　無料。ただし、教材費については自己負担となります。
その他　申し込み多数の場合は抽選となります。
【申込先 ・ お問い合わせ先】　本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416 または各支所市民課福祉係

教室名

木工教室
竹工教室
陶芸教室

対象

初心者

開催日

隔週土曜日

隔週水曜日

開催時間

９時 30 分～正午

　　　　　　　　　　受講内容

日用品、盛器、飾り物､差し物等作成
花器、台所用品等作成
湯のみ、花器等作成

募集人員

30 人
10 人
30 人



伊集院地域

４月17日　本庄病院　　　　　　　　TEL 273-2135
　　　　　清田耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1333
４月24日　野口クリニック　　　　　TEL 272-3211
　　　　　せきやま皮膚科　　　　　TEL 273-1000
４月29日　うちやま眼科　　　　　　TEL 273-1616
　　　　　 守屋病院　　　　　　　　TEL 273-3195
東市来地域

４月17日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
４月24日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
４月29日　大石医院　　　　　　　　TEL 274-3211
日吉･吹上地域

４月17日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
４月24日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
４月29日　しいの内科クリニック　　TEL 296-3111
　※診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。
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≪ 市民生活課から ≫
【年金相談の開催について】

日時　５月13日(金) 10時～ 15時
場所　市中央公民館　中ホール
内容　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金をもら
　　う手続き、年金の仕組み、保険料のことなど、年金
　　についてのご相談にお答えしますので、お気軽にお
　　越しください。なお、相談の際は、本人確認のため
　　に公的機関の顔写真付き証明と年金手帳などの関係
　　書類をご持参ください。
【お問い合わせ先】 本庁市民生活課年金係 TEL 248-9414

≪ 市民生活課から ≫
【特設人権相談所の開設について】

　人権擁護委員が、人権問題等についての相談に応じま
す。相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相
談ください。
開設日時　５月11日(水) 10時～ 15時
開設場所　日吉支所第一会議室
【お問い合わせ先】  本庁市民生活課戸籍係 TEL 248-9414
　　　　　　　　または各支所市民課市民係

≪ 総務課から ≫
【司法書士による登記･法律相談所(無料)開設】
日時　６月２日(木)  13時～ 16時
場所　市中央公民館 ３階 講座３
相談従事者　鹿児島県司法書士会鹿児島支部会員
相談内容　不動産登記全般(権利関係)、民事一般、
　　　　後見、多重債務
予約先　県司法書士会事務局 TEL 256-0335
　　　　※事前予約の方を優先します。
　　　　※相談時間は１人当たり30分
【お問い合わせ先】

  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335

相談従事者　鹿児島県行政書士会日置支部会員
相談内容　相続、後見、公正証書、離婚、その他生活相談
予約先　種子島行政書士事務所  TEL272-2405
　　　　※事前予約の方を優先とします。
　　　　※相談時間は１人当たり30分以内
【お問い合わせ先】

  髙柿俊美行政書士事務所 TEL 080-6476-3924

　　　【行政書士による無料相談会の開催】
日　時 場　所

13時～ 16時
吹上支所 ２階 第１会議室

４月26日(火)
13時～ 16時

市中央公民館 ２階 小会議室
５月24日(火)

≪ 介護保険課から≫
【高齢者元気度アップ・ポイント事業（個人）について】

　高齢者の健康づくりやボランティア活動による社会参加活動を通じて介護予防を推進するため、高齢者元気度
アップ・ポイント事業を実施しています。
内容　介護予防教室等の参加やボランティア活動の実績に応じてポイントを加算し、そのポイントを地域商品券と
　　して交換できる事業
対象者　市内在住の65歳以上で、介護予防ボランティアとして登録申請し研修会を受講した方
申請先　地域包括支援センター、各支所市民課および日置市社会福祉協議会
介護予防ボランティア研修会日程

　(1) ４月27日(水) 14時～　市中央公民館　大会議室
　(2) ４月28日(木) 14時～　東市来保健センター
　※都合のよい会場で１度受講すれば登録できます。
申請締切　当日申請も受け付けます。　持参する物　筆記用具
その他　平成28年３月に介護予防ボランティア研修会を受講された方は、受講する必要はありません。
【お問い合わせ先】 地域包括支援センター TEL 248-9423　日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪ 介護保険課から≫
【高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業（グループ）について】

　地域の互助活動の活性化と高齢者等を地域で支える地域包括ケアの推進のため、65歳以上の方を含む任意のグ
ループが、ボランティア活動等（高齢者支援や地域活性化活動）を行うことにより、ポイントを付与し、貯まった
ポイントを地域商品券（とくとくひおき券）に交換できる「高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業」を実施し
ています。
対象者　65歳以上（日置市第１号被保険者）の方が半数以上で、かつ３人以上のグループ
内容　市に登録したグループが、継続的で１日１時間以上のボランティア活動等を実施することにより１ポイント
　　加算され、そのポイントにより地域商品券（とくとくひおき券）と交換できます。  ※１ポイント＝1,000円分
申請先　日置市地域包括支援センター
その他　詳細や申請方法については、日置市地域包括支援センターまでご連絡ください。
【お問い合わせ先】 日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

≪ 図書館から ≫
【市立中央図書館日吉分館の休館について】

　市立中央図書館日吉分館は、移転準備のため休館しま
す。ご不便をおかけしますが、新規開館までお待ちくだ
さい。休館中は、中央図書館や東市来図書館、ふきあげ
図書館をご利用ください。
期間　４月25日(月)から
【お問い合わせ先】

  市立中央図書館日吉分館 TEL 292-2115

≪ 農地整備課から ≫
【市嘱託登記事務臨時職員の募集について】

　市では農業基盤整備事業に係る嘱託登記事務の臨時職
員を次のとおり募集します。
職種　嘱託登記事務　
募集人員　１人
応募資格　65歳未満（平成28年４月１日時点）で
　　　　　登記事務の経験がある方
勤務先　本庁農地整備課（旧合同庁舎２階）
勤務形態　月曜日～金曜日（月11日）
　　　　　８時30分～ 17時（うち7.5時間）
賃金形態　時間額1,030円
雇用期間　５月から平成29年３月まで
提出書類　履歴書１部（写真貼付）
申込締切　4月21日(木) 17時まで
※選考のため、面接をします。
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  農地整備課農地整備１係 TEL 273-8873

≪ 市民生活課から ≫
【マイナンバーカード休日交付について】

　マイナンバーカードは、交付通知書（ハガキ）が届いた方が、本人確認書類をお住まいの地域の市民係へお持ちの
うえ、本人が受け取ることになっています。平日に来庁できない方については、次の日程で休日のカード交付を行い
ます。また、マイナンバーカードは本人受取りが原則ですが、本人が病気、身体の障がいなどで交付場所に来れない
場合に限り代理人交付ができます。代理人交付をご希望の場合は事前にご連絡ください。
　交付通知書（ハガキ）の内容をよく読み、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
窓口開設日時　４月24日(日)　９時30分～正午
開設する窓口　日置市役所本庁、東市来支所、日吉支所、吹上支所
【お問い合わせ先】 本庁市民生活課市民係 TEL 248-9414　東市来支所市民係 TEL 274-2113
　　　　　　　　 日吉支所市民係 TEL 292-2113　吹上支所市民係 TEL 296-2113

≪ 企画課から ≫
【からいも交流 ・ 夏 ホストファミリー募集について】
　香港、マカオ、台湾の大学で日本語を勉強している大
学生を、ホストファミリーとして受け入れてみません
か？
受入期間　７月10日(日)から24日(日)まで
申込締切　５月15日(日)
【お問い合わせ先】  NPO法人からいも交流
  南薩ブロック担当：黒田 TEL 090-1166-5404

≪ 上下水道課から ≫
【水道の使用開始の届出について】

　引っ越しや家を新築するなど、新たに水道を使用する
場合には、水道を設置している各地域の水道管理係へ必
ず届出が必要となります。
【お問い合わせ先】

  本庁上下水道課水道管理係　 TEL 272-2336
  または各支所上下水道課水道分室水道管理係
　　　　　　　  東市来支所　 TEL 274-2114
　　　　　　　  日吉支所　　 TEL 292-2114
　　　　　　　  吹上支所　　 TEL 296-2114

≪ 社会教育課から ≫
【小松帯刀の路 「せっぺウォーク」 について】

　歴史と伝統文化に触れる “まち歩き” を開催します。
　文化担当職員が「お田植え踊せっぺとべ」のほか、日
吉地域の史跡等を案内します。
日時　６月５日(日) 午前中
集合場所　市中央公民館
集合時間　８時20分（日吉支所までバスで送迎）
　※現地集合の場合は、日吉支所に８時50分に集合
募集定員　40人(先着順)　※参加費無料
申込方法　社会教育課まで電話でお申し込みください。
その他　当日は「お田植え踊せっぺとべ祭」が開催され
　　　ます。お車でお越しの際は、係員の案内に従って
　　　ください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  本庁社会教育課 TEL 248-9432

≪ 商工観光課から ≫
【公共職業訓練パソコン実務科訓練生募集ついて】
　パソコンの基礎を学んで再就職を目指しませんか。
訓練期間　６月16日(木) ～９月15日(木)
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
募集期間　４月８日(金) ～５月26日(木)
開催場所　東市来文化交流センター
　　　　　（ＪＲ東市来駅下車徒歩10分）
【お問い合わせ先】

  伊集院ハローワーク TEL 273-3161
  県立宮之城高等技術専門校 TEL 0996-53-0207


	H28.04.07発行(262号)_vol1
	H28.04.07発行(262号)_vol2

