
お知らせ版
広報ひおき 第　２６５　号

　平成 28年 5月 26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。

　　　　　　　内　　　容
健康体操
元気なりもんそ教室

日置市教育委員会定例会
健康体操
健康体操
健康相談
年金相談
健康体操
健康お楽しみクラブ
元気なりもんそ教室
育児相談
母子手帳交付

第８回日置市子ども読書活動推進大会

農業委員会定例総会
健康体操
健康体操
健康体操

　　時　　間
９：30 ～ 11：00
10：00 ～ 11：30

13：30 ～
13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 15：00
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
９：30 ～ 11：00
受付13：20 ～ 13：30
交付　　　  ～ 15：00
13：00 ～

９：00 ～ 12：00
13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
９：30 ～ 11：00

　　   場　　所
吹上保健センター
市中央公民館

市中央公民館
市中央公民館
日吉保健センター
ゆすいん
日吉中央公民館会議室
吹上中央公民館
東市来B&G海洋センター
日吉保健センター
市中央公民館
市中央公民館

伊集院文化会館

東市来支所第４会議室
市中央公民館
日吉保健センター
吹上保健センター

くらしのカレンダー  ６月下半期お知らせ
版

【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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≪ 日吉支所地域振興課から ≫
【「せっぺとべ行事」の開催について】

　日置市無形民俗文化財のお田植え踊りが奉納されます。
日時　６月５日(日)　吉利鬼丸神社　御神田　10時～
　　　　　　　　　   日置八幡神社　御神田　10時30分～
【せっぺとべ弓道大会】

日時　６月５日(日)９時～
場所　日吉運動公園弓道場
【せっぺとべイベント】

日時　６月５日(日)　11時～ 14時
場所　日吉運動公園多目的広場
出演　五ツ太鼓、舞踊、鎌踊り、笹踊り、虚無僧踊り　ほか
販売　うどん、たこ焼き、野菜　ほか
【お問い合わせ先】

  日吉支所地域振興課自治振興係 TEL 292-2112

≪ 総務課から ≫
【「KKBふるさとCM大賞」制作者募集について】
　KKBの主催する「KKBふるさとCM大賞」に出展する日
置市のCM制作者を募集しています。詳しくは次にお問
い合わせください。
応募資格　映像制作経験のある方
募集締切　６月10日(金)
【お問い合わせ先】 本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401

≪ 健康保険課から ≫
【ＨＩＶ検査普及週間について】

　６月１日から７日はＨＩＶ検査普及週間です。ＨＩＶ
感染者・エイズ患者の早期発見のため、県内保健所にお
いて、休日および平日夜間にＨＩＶ検査を実施します。
なお、夜間検査は事前に予約が必要です。詳細について
は次にお問い合わせください。
伊集院保健所　　６月２日(木)　17時～ 19時
鹿児島市保健所　６月５日(日)　13時～ 16時※予約不要
【お問い合わせ先】 伊集院保健所 TEL 273-2332

≪ 健康保険課から ≫
【熱中症予防について】

　５～６月は、まだ体が暑さに慣れていないため、少し
暑くなっただけでも多くの方が熱中症になっています。
予防のために、
 (1) こまめな水分補給
 (2) 帽子や日傘で暑さを避け、涼しい素材の服を着る
 (3) 天気に注意し暑いときは無理をしない
などを心掛け、周りにも声をかけ合い、快適にこれから
の時期を過ごしましょう。
【お問い合わせ先】

  本庁健康保険課保険予防係 TEL 248-9421

≪ 商工観光課から ≫
【労働保険料の「年度更新」申告・納付期間について】
　６月１日(水)から７月11日(月)までは労働保険料の
「年度更新」申告・納付期間です。
１　６月はじめに送付されます労働保険料申告書・納付
　書により期間中に申告・納付を行っていただきますよ
　うお願いします。
２　平成23年度から、年度更新の審査業務が外部委託さ
　れ、申告書の受付は原則として記入漏れ等のチェック
　をするだけの確認作業になります。このため、申告書
　に記入誤り・漏れがないように自主的な記入・申告を
　お願いします。
３　電子政府の総合窓口（e-Gov）からも電子申請によ
　る年度更新ができます。
【お問い合わせ先】

  鹿児島労働局労働保険徴収室適用係 TEL 223-8276

≪ 企画課から ≫
【日置市まちづくり研究会６期生の募集について】

　日置市では将来に向けて魅力あるまちづくりを進めるため、次世代を担う市民と市職員が協働して研究・実践する
「日置市まちづくり研究会」の委員について期間を延長して公募します。
募集人数　15人程度（市民と市職員を合わせた数）
任期　平成28年７月～平成30年３月末（原則：２年間）
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)　日置市民または、日置市内の事業所等に勤務する方
 (2)　原則として45歳以下
 (3)　月１回程度の定例会へ参加できる方（平日夜間を予定）
 (4)　２年間の任期を通して参加できる方
報酬　なし
申込期限　６月30日(木)
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、Eメール、FAXまたは、郵送にてお申込みください。応募用紙は
　　　　市ホームページからダウンロードできます。また、日置市役所２Ｆ企画課でもお渡しします。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403　FAX 273-3063
  Eメールアドレス　kikaku@city.hioki.lg.jp

≪ 福祉課から ≫
【移動援護相談について】

　鹿児島県では、移動援護相談を実施します。
　これは、戦傷病者や戦没者のご遺族等に対する援護や軍人恩給などに関する疑問について、県庁社会福祉課の職員
が、直接相談に応じます。事前の申し込みは必要ありませんので、この機会に遠慮なくご相談ください。
日時　６月16日(木)　10時30分から14時30分まで（受付締切 14時まで）
会場　市中央公民館
相談内容 (1)　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
　　　　 (2)　戦傷病者や戦没者等の妻に対する特別給付金
　　　　 (3)　援護年金
　　　　 (4)　旧軍人の恩給や扶助料
　　　　 (5)　その他、援護や恩給に関して、日頃から疑問に思っていること
その他　相談内容に関する資料をお持ちの方は、当日ご持参ください。
【お問い合わせ先】 鹿児島県庁社会福祉課恩給係 TEL 286-2828



伊集院地域

６月５日　野口クリニック　　　　　TEL 272-3211
６月12日　鹿児島こども病院　　　　TEL 272-2001
　　　　　せきやま皮膚科　　　　　TEL 273-1000
東市来地域

６月５日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
６月12日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
日吉･吹上地域

６月５日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
６月12日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
　※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　６月22日(水) 10時～ 15時
場所　日吉中央公民館　会議室
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】 日吉支所市民課市民係 TEL 292-2113

≪ 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

６月13日(月)
６月27日(月)

９時30分～正午 市中央公民館 講座１６月８日(水)
６月22日(水)

６月７日(火)
６月21日(火)

６月９日(木)
６月23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】

６月８日(水)
６月22日(水)
６月９日(木)
６月11日(土)
６月27日(月)
６月９日(木)

　　　【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

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
東市来総合福祉センター 相談室

≪ 中央図書館から ≫
【第８回日置市子ども読書活動推進大会について】
　小さなお子さまから大人まで楽しめる会です。ぜひお
越しください。
日時　６月25日(土)13時～ 16時（受付開始12時30分～）
場所　日置市伊集院文化会館
内容

 (1)　オープニング「日置市ジュニアオーケストラ演奏」
 (2)　200冊リスト達成者表彰
 (3)　各団体の発表
　　   ・住吉小学校親子読書会
　　   ・県立図書館ボランティアグループ「さざなみ」
 (4)　講演　フリーアナウンサー　岡本安代氏
　　  「世界でたった一つの物語～アナタは私の宝物」
【お問い合わせ先】

  日置市立中央図書館 TEL 273-6886 または各地域図書館

≪ 東市来支所産業建設課から ≫
【尾木場めだかの里米作り体験について】

　「めだかの里　尾木場」の棚田で米作り体験をしませんか。１年を通して米の成長過程や農村の四季を満喫できる
プランとなっています。皆さんのお越しを地元住民一同お待ちしています。
体験内容 （日程）　田植え　６月19日(日)
　　　　　　　　  稲刈り　10月16日(日)
体験料　１組13,000円（収穫された籾約33kg含む）
　　　　※昼食代は別途徴収します。
募集定員　20組 （１組４名程度）定員になり次第締め切ります。
申込方法　電話またはFAX　申込期限　６月９日(木)まで
その他　それぞれの体験を実施する前に、案内通知をお送りします。
その他　募集定員の申込状況や天候等により日程を変更・中止する場合があります。
　　　    詳細は、次にまでお問い合わせください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 東市来支所産業建設課農林水産係 TEL 274-2114　FAX 274-4079

≪ 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
　８人　職業訓練法人　川内能力開発協会　川内技術開発センター
　　　　薩摩川内市青山町4597
募集期間　６月１日(水) ～ 24日(金)　訓練期間　８月２日(火) ～ 10月28日(金)　訓練時間　９時25分～ 15時40分
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

≪ 商工観光課から ≫
【就労支援（出張相談）について】

　若者サポートステーション（厚生労働省委託事業）では、若年者の就職に向けた自立へのチャレンジを支援しま
す。かごしま若者ステーション（かごしま相談室）およびハローワーク伊集院でも出張相談を実施していますので、
お気軽にご相談ください。なお、相談者の個人情報は、相談業務にのみ利用され、秘密は厳守されます。
対象者　おおむね15歳から39歳の若者とその家族、支援関係者
会場　ハローワーク伊集院
日時　第２・４水曜日　13時～ 15時
相談料　無料
相談内容　高校卒業時や中退時に進路が決まっていない、働いた経験はあるけど就労経験はない、一定期間仕事に就
　　　　いていない、など。
【お問い合わせ先】 かごしま若者サポートステーション TEL 297-6431

≪ 社会教育課から ≫
【放送大学10月入学生募集について】

　放送大学では、テレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業し
たい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い年代の方が学んでいます。
　平成28年10月入学生を次のとおり募集しています。詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問い合わせくださ
い。
募集学生の種類

　教養学部　科目履修生（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　　　　　　選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
　　　　　　全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
　大学院　　修士科目生（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　　　　　　修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
出願期間　第１回　６月15日(水) ～８月31日(水)　第２回　９月１日(木) ～ 20日(火)
【お問い合わせ先】〒892-8790 鹿児島市山下町14-50（かごしま県民交流センター西棟４階）
  放送大学鹿児島学習センター TEL 239-3811　放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp

≪ 健康保険課から ≫
【受動喫煙のない社会を目指して】
～たばこの煙から子ども達をまもろう～

　禁煙は喫煙者だけではなく、周囲にも健康被害を与え
ます。喫煙及び受動喫煙による健康被害について考えて
みましょう。
世界禁煙デー　 ５月31日(火)
禁煙週間　　　５月31日(火) ～６月６日(月)
【お問い合わせ先】

  本庁健康保険課健康づくり係  TEL 248-9421

≪ 健康保険課から ≫
【子ども医療費助成制度の対象年齢引き上げについて】

　子ども医療費助成制度の対象年齢を「小学校卒業まで」から「中学校卒業まで」に引き上げます。
　手続きに必要な登録申請書を中学生（平成13年４月２日～平成16年４月１日生まれ）の子どもがいる世帯の世帯
主宛に５月下旬に送付します。返信用封筒を同封しますので、郵便での申請にご協力をお願いします。
提出期限　６月30日(木)
　※その他の医療費扶助を受けている子どもは対象外です。
【お問い合わせ先】 本庁健康保険課保健予防係 TEL 248-9421
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