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≪ 総務課から ≫
【平成28年度日置市民間企業等職務経験者職員採用試験について】

試験区分　一般事務、土木技師、電気技師　受付期間　６月16日(木) ～６月30日(木)　※閉庁日を除く
試験日　第１次試験　８月13日(土)、14日(日)
受験資格　(1) 昭和50年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた者
　　　　　(2) 民間企業等における職務経験を５年以上有する者（平成28年５月31日現在）
　　　　　(3) 「土木技師」および「電気技師」については、高校等において必要な学科を専攻し、技術職員として
　　　　　　 の知識・技能を有する者
その他　 詳細は、「平成28年度日置市民間企業等職務経験者職員採用試験案内」をご覧ください。
　　　　試験案内については､市ホームぺージからダウンロードできます。
　　　　直接受領を希望の場合は、市役所（本庁総務課・各支所地域振興課）へお越しください。
　　　　郵便による送付を希望の場合は、住所氏名を記入した140円分の切手を貼った返信用封筒
　　　（Ａ４版封入可能）を同封の上、本庁総務課人事給与係へ「日置市民間企業等職務経験者職
　　　員採用試験案内希望（試験区分名）」と明記し、送付してください。
【提出先 ・ お問い合わせ先】 本庁総務課人事給与係 TEL 248-9438

≪ 総務課から ≫
【防災行政無線戸別受信機の整備について】

　平成24年度から、防災行政無線の統合と更新を年次的に行い、防災行政無線の整備と地域コミュニティ無線（自
治会放送に利用可能）の整備を進めています。地域コミュニティ無線の整備により各家庭に設置してある戸別
受信機が新しくなります。新しい戸別受信機の特徴は次のとおりです。
　１．自治会放送に活用できる。
　２．市役所からの放送や自治会放送がそれぞれ５件まで録音されいつでも再生できる。
　３．  ＦＭラジオの受信機能がある（市役所からの放送や自治会放送が優先されます）。
　４．時計表示機能がある（夜間は自動で暗くなります）。
※設置した戸別受信機に不具合が発生した場合は、市役所まで連絡ください。
　また、１年に１回は新しい乾電池に交換してください。

【お問い合わせ先】 本庁総務課防災係 TEL 248-9401 または各支所地域振興課総務係

【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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≪ 社会教育課から ≫

【チャリティ講演会 「戦国島津と肥後国」 開催について】
　熊本地震の被災地の歴史を知り、復興を願ってチャリティ講演会を開催します。
　日置市とゆかりの深い戦国島津氏は、肥後国（熊本県）と密接な関係でした。現地を治めていた相良氏、阿蘇氏、
小西氏、加藤氏などと切磋琢磨しながら戦国時代を彩ってきたのです。また一時期、敵中突破で知られる島津義弘
は、熊本を治めていました。被災地と戦国島津との結びつきを学び、多くの方々と復興を願う機会にすることができ
ればと考えております。このほか、当日は日置武者バンドによる「妙円寺詣りの歌 ROCK Ver.」も演奏されます。
日時　６月11日(土)13時30分～ 15時　場所　市中央公民館１階中ホール　受講料　無料
講師　岩川拓夫（市教育委員会社会教育課文化係専門員）　定員　110人（予約不要、当日先着）
その他　当日会場入り口に募金箱を用意しています。熊本地震被災地への募金にご協力ください。
【お問い合わせ先】 本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432

デジタル防災行政無線整備

地域コミュニティ無線整備

年度 H25 H26 H27 H28 H29
全地域

日吉・吹上
東市来

伊集院

伊集院北地区、土橋地区、
妙円寺地区、飯牟礼地区※完成した地域から順次

　自治会放送の運用を開始

※全地域整備済

伊集院地区

≪ 農林水産課から ≫
【松くい虫航空防除について】

　吹上浜公園、吹上地域および日吉地域一部の吹上浜
海岸松林の松くい虫航空防除を、次の日程で実施しま
す。散布期間中は、ヘリコプターの離発着など大変危
険ですので、散布地域内に立ち入らないでください。
また散布時間内は、ジョギングやウオーキング、海岸
での釣りなどもご遠慮ください。なお散布区域内で交
通規制を行いますので、ご注意ください。皆さまのご
協力をお願いします。
実施期間および場所

　５月24日(火)伊作川より北側(一部日吉地域含む)
　５月25日(水)伊作川より南側
　※天候不良の場合は順延となります。
散布時間　５時から正午ごろまで
【お問い合わせ先】

  本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

≪ 企画課から ≫
【平成28年経済センサス－活動調査について】

　６月１日 から全国すべての事業所・企業を対象に活動調査を実施します。
　詳細については「経済センサス－活動調査キャンペーンサイト」をご覧ください。　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】

  本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403 または各支所地域振興課自治振興係

≪ 東市来図書館から ≫
【初夏の楽しいおはなし会について】

　東市来図書館では、「こどもの読書週間」にあわせ
て、おはなし会を行います。親子でゆっくりと、お話
の世界を楽しみませんか。皆さまのご来館をお待ちし
ています。
日時　５月28日(土)14時～ 15時
会場　東市来図書館視聴覚室
内容　おはなしボランティアグループ
　　　「こけけ読み聞かせたい」のおはなし会
　　　絵本や紙芝居、シアター、わらべうたなど。
その他　どなたでも参加できます。
※10名以上の団体の場合は、事前にご連絡ください。
【お問い合わせ先】 東市来図書館 TEL 274-9610



伊集院地域

５月22日　藤井内科小児科　　　　　TEL 273-1658
５月29日　いじゅういん脳神経外科　TEL 246-5550
東市来地域

５月22日　石神胃腸科内科医院　　　TEL 274-3110
５月29日　伊作田診療所　　　　　　TEL 274-8480
日吉･吹上地域

５月22日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
５月29日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
　※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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≪ 総務課から ≫
【行政相談所の開設について】

　市担当の行政相談委員が、国や身近な行政の仕事につ
いての疑問や要望などの相談に応じます。相談は無料で、
秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
　　伊集院地域　日時　５月26日(木)９時～正午
　　　　　　　　場所　市中央公民館
　　日吉地域　　 日時　５月26日(木)９時～正午
　　　　　　　　場所　日吉中央公民館
　　吹上地域　　日時　５月27日(金)９時～正午
　　　　　　　　場所　吹上中央公民館
　　東市来地域　日時　５月27日(金)13時～ 16時
　　　　　　　　場所　東市来支所
【お問い合わせ先】

  本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401
  または各支所地域振興課自治振興係

≪ 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　６月１日(水) 10時～ 15時
開設場所　市中央公民館
【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
東市来支所 ３階 応接室

５月24日(火)
13時～ 16時

吹上支所 ２階 第１会議室
６月28日(火)

≪ 健康保険課・福祉課から ≫
 【こころの健康相談の開催について】

　こころの健康について、医師による相談会を開催しま
す。対象は、うつ病や気分障がいなどのこころの健康で
お悩みのご本人やご家族の方です。相談会は予約制で行
いますので、相談会の前日までにお申し込みください。
　※相談内容および個人情報については、固く守られ
　　ます。原則、保健師が同席します。
日時　６月９日(木)10時～正午、14時～ 16時
場所　吹上中央公民館(午前)、市中央公民館(午後)
相談時間　１人あたり１時間
【お問い合わせ先】 本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416
　　　　　 本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421

≪ 建設課から ≫
【河川愛護作業について】

　地域を流れる河川を大切にし、きれいにする機運を高
めるとともに、良好な河川環境の保全を図るため、地域
内における河川愛護作業にご理解ご協力をよろしくお願
いします。
河川愛護期間　５月１日(日) ～６月30日(木)
【お問い合わせ先】 本庁建設課管理係 TEL 273-8871
　 東市来支所産業建設課建設管理係 TEL 274-2114
　 日吉支所産業建設課建設管理係　 TEL 292-2114
　 吹上支所産業建設課建設管理係　 TEL 296-2114

≪ ふきあげ図書館から ≫
【ふきあげ図書館の臨時休館について】

　ふきあげ図書館では、蔵書点検のため臨時休館しま
す。期間中の返本は、入口横の返却ポストか市内の図書
館をご利用ください。
休館期間　５月30日(月) ～６月６日(月)
【お問い合わせ先】 ふきあげ図書館 TEL 245-1711

≪ 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 （予定）　８月17日(水) ～ 24日(水)　７泊８日
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）を添えてお申し込みください。
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

≪ 社会教育課から ≫
【伊集院総合運動公園プール監視人 ・受付人の募集について】

職種　プール監視人および受付人
募集人員　(1) 監視人　10人程度　(2) 受付人　６人程度
勤務内容　(1) 監視人　総合運動公園プール監視　(2) 受付人　プール利用者受付、入場料徴収
応募資格　18歳以上の方（高校生不可、監視人については泳げる方）
　　　　　６月19日(日)９時からの救急講習会に参加できる方
雇用期間　７月１日(金)から８月31日(水)
勤務体制　８時30分～ 18時のうち５～ 7.5時間　週３～５日の勤務　※土・日・祝日、お盆の出勤あり
賃金形態　時間額750円
提出書類　市所定の履歴書１部（写真添付）に希望する職種を記入してください。
　※履歴書は、伊集院総合体育館、伊集院総合運動公園、チェスト小鶴ドーム、各支所教育振興課窓口にあります。
提出期限　６月３日(金)　※期間厳守（応募多数の場合は、書類選考により決定）
【提出先 ・ お問い合わせ先】 本庁社会教育課スポーツ振興係（伊集院総合体育館内） TEL 248-9434

≪ 伊集院学校給食センターから ≫
【給食調理員の募集について】

募集人員　若干名
応募資格　日置市在住の方で50歳未満の方
勤務日数　月14日以内
勤務時間　８時30分～ 16時のうち6.5時間
勤務条件　労働保険（労災）有
賃金形態    時間額810円
応募方法    履歴書１部提出（写真貼付）
　　　　　※履歴書は本庁教育総務課および伊集院学校
　　　　　給食センターに準備してあります。
選考方法　書類審査および面接
提出期限　５月31日(火)17時まで
【提出先 ・ お問い合わせ先】

  伊集院学校給食センター TEL 273-0316

≪ 社会教育課から ≫
【アナウンス講習会受講生の募集について】

～プロのアナウンサーによる実技指導～

　声の出し方や相手に伝わる放送原稿の読み方などを丁
寧に指導してくださいます。放送を担当する児童・生徒
および学生の皆さんはもちろん、「話し方」に興味のあ
る方ならどなたでも参加できます。
　この機会にアナウンスの基礎を学習してみませんか。
講師　中村朋美氏（フリーアナウンサー）
日時　６月４日(土)９時30分～正午
場所　市中央公民館３階　研修室２・３
対象者　小学５年生から高校生まで
内容

　声の出し方、原稿の読み方、相手に伝わる話し方など
受講料　無料
【お問い合わせ先】

  本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432

≪ 福祉課から ≫
【障害者委託訓練生の募集について】

　鹿児島障害者職業能力開発校では、障がい者の方の就職に際し役立つ技能を習得していただくために、訓練生を募
集しています。
パソコン事務科

　定員　　　　　　　　　　訓練場所
　13人　特定非営利活動法人　eワーカーズ鹿児島（鹿児島校）
　　　　鹿児島市新屋敷町16番（鹿児島公社ビル４Ｆ417号室）
募集期間　10月１日(木)から30日(金)まで
訓練期間　12月16日(水)から平成28年３月10日(木)まで
対象者　障がいのある方で、早期の就職や再就職を目指す方
　　　  （就労支援事業所等で支援を受けられている方も受講可能）
訓練内容　パソコンを利用した訓練
　　　　  （ワード、エクセルの基本操作、写真加工やデザイン、ホームページ作成等の応用操作等）
特典　授業料は無料で、給付金が支給される場合があります。
【お問い合わせ先】 鹿児島障害者職業能力開発校 TEL 0996-44-2206 FAX 0996-44-2207
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