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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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≪ 福祉課から ≫
【高齢者向け（年金生活者等支援）臨時福祉給付金について】

高齢者向け （年金生活者等支援） 臨時福祉給付金とは

　賃金の引上げの恩恵が及びにくい低所得者の高齢者を支援し、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう
に、高齢者向け（年金生活者等支援）臨時福祉給付金を支給するものです。
支給対象者

　平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方（昭和27年４月１日以前に生まれ
た方）が対象となります。
給付額　支給対象者１人につき３万円（１回のみの支給となります。）
申請書受付期限　８月22日(月)まで
　※郵送の場合は、８月22日(月)の消印まで有効となります。
　※原則として、受付期間を過ぎると申請は受け付けられませんのでご注意ください。
【提出先 ・ お問い合わせ先】 本庁福祉課福祉政策係 TEL 248-9416

≪ 税務課から ≫
【軽自動車税の減免申請について】

　障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件を満たすものは、軽自動車税の減免を受けることが
できます。
減免の対象となる軽自動車

 (1)　障がい者本人、または障がい者と生計を一にする方の名義の軽自動車等で、障がい者本人、障がい者と生計を
　 一にする方または障がい者を常時介護する方が運転するもの
　 ※自動車の減免は障がい者１人につき１台です。普通車の自動車税の減免を受けている場合は対象になりません。
 (2)　障がい者の利用に供するための構造の軽自動車
必要な書類

 (1)　身体障害者手帳、戦病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの原本
 (2)　運転免許証　(3)　車検証（４輪に限る）
 (4)　平成28年度軽自動車納税通知書　(5)　印鑑
 (6)　常時介護を証明するもの（通院証明書、通学証明書、通所証明書など）※常時介護する方が運転する場合
 (7)　マイナンバーがわかる通知カードまたは個人番号カード
減免申請の提出期限　５月24日(火)まで
【提出先 ・ お問い合わせ先】　本庁税務課市民税係 TEL 248-9412 または各支所地域振興課市民税係

≪ 福祉課から ≫
【障害者差別解消法の施行について】

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」が平成28年４月１日に施行さ
れました。この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつ
くることを目指し、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供等を求めています。
　地域ぐるみでの理解と配慮が必要となりますので、ご協力くださるようお願いします。
不当な差別的取扱いの禁止とは

　国、県、市町村などの行政機関や会社、店舗等の事業者が障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理
由として差別することを禁止しています。
合理的配慮の提供とは

　国、県、市町村などの行政機関や会社、店舗等の事業者に対して、障がいのある人から何らかの対応を必要として
いるとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者は対応に努めること)を求めています。
【お問い合わせ先】 本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 および各支所市民課福祉係

≪ 市民生活課から ≫
【吹上浜クリーン作戦の参加について】

　吹上浜の環境美化活動の一環として、市民ボランティアによる「吹上浜クリーン作戦」を実施します。
東市来地域　日時　５月15日(日)７時から（少雨決行）　集合場所　江口蓬莱館前
日吉地域　　日時　５月15日(日)７時から（少雨決行）　集合場所　次の中で参加しやすい場所
　　　　　　　(1) 二潟海岸　(2) 下原海岸　(3) 古の山海岸　(4) 天神ヶ尾海岸　(5) 大川河口（吉利海岸側）
　　　　　　　(6) 吉利松山海岸　(7) 吉利冷水海岸
吹上地域　　日時　５月15日(日)７時から（少雨決行）　集合場所　次の中で参加しやすい場所
　　　　　　　(1) 旧佑心会入口　(2) 浜田墓地海岸　(3) 小野浜海岸　(4) 花熟里海岸　(5) キャンプ村ロータリー
　　　　　　　(6) 砂丘荘下ロータリー　(7) 入来浜駐車場
※ごみ袋・軍手は、各集合場所に準備してありますが、帽子・火ばさみなどは各自ご用意ください。
※雨天による延期の場合は５月29日(日)に延期することとし、防災無線で６時30分に放送します。
【お問い合わせ先】 本庁市民生活課環境１係 TEL 248-9414

≪ 中央図書館から ≫
【図書館利用者カードの登録事項変更について】

　図書館利用者カードについて、登録してある内容（住所や氏名、連絡先等）に変更があった場合は、登録事項変更
の手続きが必要です。ご来館の際に変更内容がわかるもの（免許証の裏書等）をご持参のうえ、手続きください。
【お問い合わせ先】 中央図書館 TEL 273-6886　東市来図書館 TEL 274-9610
　　　　　　　　 日吉分館 TEL 292-2001　ふきあげ図書館 TEL 245-1711

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【ひまわり館誕生祭について】

　ひまわり館で「ひまわり館誕生祭」を開催します。和
田小学校児童による竹太鼓演奏、新鮮野菜・魚介類の販
売、ポニーによる乗馬体験、ひまわりの苗の無料配布、
餅つきや芋餅の振る舞いなど盛りだくさんの催しが行わ
れます。多数のご来場をお待ちしています。
日時　５月１日(日)９時～ 15時　※雨天決行
場所　日置市農産物直売所ひまわり館
【お問い合わせ先】 日置市農産物直売所ひまわり館
  TEL 296-2519 FAX 296-2519

≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【平鹿倉ニジマス釣り大会について】

　廃校になった平鹿倉小学校のプールを利用して「平鹿倉
ニジマス釣り大会」を開催します。時間内は釣り放題。簡
単な仕掛けから本格的な磯釣まで、多くの釣り愛好者に親
しまれる内容となっています。ぜひご参加ください。
日時　５月１日(日)９時～ 11時（受付：８時30分）
場所　平鹿倉地区公民館
入場料　釣竿１本につき1,500円
その他　(1) 道具・えさは各自での準備が必要
　　　    (2) サビキやルアーは禁止
【お問い合わせ先】 平鹿倉地区公民館 TEL 296-2889



伊集院地域

５月１日　永浜小児科内科　　　　　TEL 272-2829
５月３日　じんごあん整形　　　　　TEL 272-5151
５月４日　たもつクリニック　　　　TEL 246-5850
５月５日　黒岩内科　　　　　　　　TEL 272-2330
　　　　　黒岩眼科　　　　　　　　TEL 272-2332
５月８日　はやしだ整形外科　　　　TEL 272-2121
　　　　　橋本耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1811
５月15日　久保内科医院　　　　　　TEL 272-2527
東市来地域

５月１日　新山皮膚泌尿器科　　　　TEL 274-1775
５月３日　浅谷小児科医院　　　　　TEL 274-3088
５月４日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
５月５日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
５月８日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
５月15日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
日吉･吹上地域

５月１日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
５月３日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
５月４日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
５月５日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
５月８日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
５月15日　しいの内科クリニック　　TEL 299-3111
　※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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≪ 福祉課から ≫

【お問い合わせ先】

  日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

相談従事者　日置市社会福祉協議会心配ごと相談員
相談内容　日常生活における心配ごと相談
相談料　無料
　※相談を希望される方は直接会場へお越しください。

日時 場所

東市来総合福祉センター
相談室５月17日(火)

９時30分～正午 市中央公民館 講座１５月11日(水)
５月25日(水)

５月９日(月)
５月23日(月)

５月12日(木)
５月26日(木)

13時30分～ 16時 

９時30分～正午

日吉老人福祉センター
相談室

吹上中央公民館
第３会議室

９時30分～正午

【心配ごと相談の開催】

５月10日(火)
５月11日(水)
５月25日(水)
５月12日(木)
５月14日(土)
５月23日(月)

　　　【弁護士による無料法律相談の開催】

相談従事者　ひまわりの会
相談内容　相続・後見・公正証書・その他生活相談
その他　 事前の予約が必要です。
　　　　予約先　ひまわりの会 TEL 227-0041
　　　　※相談時間は１人30分程度

日時 場所

13時～ 15時

東市来総合福祉センター 相談室
市中央公民館 講座１

吹上支所２階
日吉老人福祉センター
相談室

≪ 介護保険課から ≫
【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～について】

　この会は、ご家族を介護されている方や介護に関心のある方が集
まって、情報交換や、介護のコツなどを学びあう場です。今回は、管
理栄養士による手軽に作れる食事についての講話と交流会を行いま
す。お気軽にご参加ください。
日時　４月25日(月)13時30分～ 15時　伊作地区公民館（吹上）
　　    ５月18日(水)13時30分～ 15時　妙円寺地区公民館（伊集院）
対象者　ご家族を介護している方、介護に関心のある方
内容　手軽に作れるバランスの良い食事についての講話および交流会
【お問い合わせ先】 日置市地域地域包括支援センター TEL 248-9423

≪ 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　日置市在住の65歳以上（第１号被保険者）の方で、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　日置市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　※都合のよい会場で１度受講すれば登録できます。
　⑴ ５月11日(水)14時～　日吉老人福祉センター
　⑵ ５月12日(木)14時～　吹上保健センター
研修会申請締切　当日申請も受け付けます。　持参する物　筆記用具
その他　今年度、すでに平成28年度用の介護予防ボランティア手帳を交付された方は、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

≪ 福祉課から ≫
【土橋児童クラブの指導員の募集について】

業務内容　児童の健全な育成のため適切な遊びや生活など見守り指導を行う。
募集人員　若干名　応募資格　業務内容ができる方　勤務先　土橋地区公民館
勤務形態　月曜日～金曜日　　　　　　15時～ 18時（延長18時30分）
　　　　　土曜日および長期休暇期間　８時～ 18時（延長18時30分）
　　　　　時間内でのシフト勤務　※勤務時間は要相談
賃金形態　時間額750円（資格有）、時間額700円（資格なし）
　　　　　資格　保育士、社会福祉士、幼稚園、小・中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格等
提出書類　履歴書１部（写真貼付）　提出締切　５月12日(木)17時まで
【提出先 ・ お問い合せ先】 土橋地区公民館 TEL 273-9130

≪ 福祉課から ≫
【平成28年全国戦没者追悼式参列遺族の募集について】

日時　８月15日(月)　※前日からの団体行動になります。　場所　日本武道館
対象者　(1) 戦没者の配偶者および三親等内の遺族
　　　　(2) 一般戦災死没者の配偶者および三親等内の遺族
　※過去に参列したことがない方を優先します。
　※「次世代への継承」という観点から「18歳未満の遺族」についても募集します。
申込期間　５月２日(月) ～ 31日(火)　募集人員　65人　※申し込み多数の場合は選考となります。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 県庁社会福祉課 TEL 286-2830
　　　　　　　　　　　　 本庁福祉課長寿福祉係 TEL248-9416 および各支所市民課福祉係

≪ 社会教育課から ≫
【ジュニア ・ リーダークラブ 「チェスト」 および 「ひおきコンシェルジュ Jr.」 活動生募集について】

ジュニア ・ リーダークラブ 「チェスト」

　市のジュニア・リーダーとして、子ども会活動で運営補助およびレクリエーション指導や各イベントへの支援・
協力活動を行います。
ひおきコンシェルジュ Jr.

　地域の自慢できる名所、魅力ある歴史・文化を学び、多くの方々に紹介するガイド役として活動します。
対象者　市内在住または通学する小学校５・６年生、中学生、高校生　募集人数　各10人
申込先　本庁社会教育課または各支所教育振興課　締切　定員になり次第、受付を終了させていただきます。
【お問い合わせ先】本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432

≪ 商工観光課から ≫
【平成28年度委託訓練 「介護 ・福祉科 （初任者研修）Ｍ③」 訓練生募集について】

　初任者研修とは　ヘルパー２級養成課程に代わるもので、介護職の入口の研修として位置づけられ、就労後に従
来のヘルパー養成課程に加えて認知症、障がい者への対応、医療・看護との連携が図られています。
訓練内容　講義と演習による介護技術・知識の習得とともに、福祉住環境コーディネーターとしての知識・技術も
　　　　あわせて習得。コミュニケーション能力、ビジネスマナー等の就職支援の講義も行います。
応募資格　再就職への意欲が高く、ハローワークに求職の申込みをし、公共職業安定所長の受講推薦等が受けられ
　　　　る方。ただし、訓練生の選考に際しては、雇用保険の方が優先されます。また、この訓練は実技を伴いま
　　　　すので、これに支障のない方。
定員　20人　訓練期間　６月14日(火) ～９月13日(火)　※月～金　９時～ 16時
訓練場所　市中央公民館　受講料等　無料　※テキスト代10,860円は自己負担　募集期間　５月24日(火)まで
選考試験　５月31日(火)９時30分　市中央公民館に集合　申込先　最寄りのハローワーク
【お問い合わせ先】 鹿児島県立宮之城高等技術専門校 TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993

≪ 企画課から ≫
【市総合計画審議会委員 （公募委員） を募集について】
　市では、総合計画等の策定に必要な調査および審議を
行うため、日置市総合計画審議会を設置しています。
市総合計画の推進にあたり、市民の皆さまからの意見を
反映させていくため、次のとおり公募委員を募集します。
募集人員　４人以内
任期　平成28年６月１日～平成29年３月31日
応募資格　応募日現在で次のすべての条件を満たすこと
　(1) 日置市に住所を有する年齢満20歳以上の方
　(2) 原則、平日に開催される会議に出席できる方
　　（年間１～３回）
　(3) 日置市議会議員および日置市職員でない方
報酬　市条例で定められている額をお支払いします。
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、本
　　　　庁企画課または各支所地域振興課に持参するか
　　　　郵送してください。応募用紙は本庁企画課およ
　　　　び各支所地域振興課に置いてあるほか、日置市
　　　　ホームページからもダウンロードできます。　
　　　　（http://www.city.hioki.kagoshima.jp/）
　　　　※申込書については、返却しません。
募集期間　５月23日(月)17時必着（郵送も同じ）
選考方法　応募資格を満たした方の中から、動機や意見
　　　　等の内容を審査し、公平に審査します。
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403

≪ 農業委員会から ≫
【お詫びと訂正】

　平成28年４月発行の「日置市農業委員会
だより」で、日置市農業委員の紹介（２頁）
の表中、留盛浩一郎委員の自宅の電話番号
に誤りがありましたので、次のとおり訂正
し、お詫びします。
　　（誤）　　　　　　(正)
　274-7199　⇒　274-1799
【お問い合わせ先】

  農業委員会事務局 TEL 274-2124
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