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東市来支所第４会議室
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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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≪ 選挙管理委員会から ≫
【海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請について】

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請の受付を次のとおり行います。漁業・水産業に従事している方に
とって重要な選挙人名簿です。申請漏れのないようにご注意ください。　
申請期間　９月１日(木)から５日(月)まで　※５日間
選挙人名簿登録資格要件

　(1) 平成10年12月６日までに出生した者
　(2) 日置市に住所または事業場を有する者
　(3) １年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕
　  もしくは養殖に従事する者
提出場所　選挙管理委員会事務局または各支所地域振興課
その他　新規申請を希望する方は、選挙管理委員会または各支所地域振興課へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 日置市選挙管理委員会事務局 TEL 248-9437

≪ 消防本部から ≫
【ドクターヘリランデブーポイント（離着陸場）の閉鎖について】

　次の場所のドクターヘリランデブーポイント（離着陸場）を閉鎖します。
場所　伊集院町鹿児島城西高等学校サッカー場東側空地
理由　工場建設のため
　ドクターヘリは市民の救命率向上のため平成23年から運用を始めました。
　ランデブーポイントは、救急車からドクターヘリに患者を収容する重要な場所になります。
　今後とも、指定された事業所におかれましてはご協力をお願いします。
【お問い合わせ先】 消防本部警防課 TEL 272-0119

≪ 商工観光課から ≫
【さつま屋友の会「お買物券」「積立金」の還付手続きのお知らせ】

　さつま屋産業(株)が運営する「さつま屋友の会」について、営業廃止届が提出されたため、友の会発行の「お買物
券」や「積立金」をされていた方に対して返金を行うことになりました。手続きにつきましては、次のとおりです。
債権の申出受付期間　９月７日(水)から11月30日(水)まで
債権の申出方法

　(1) 現地受付の場合　日時　10月３日(月)から５日(水)まで　９時30分～ 18時
　　　　　　　　　　  場所　鹿児島商工会議所ビル４階多目的ホール（鹿児島市千石町１番38号）
　(2) 郵送の場合　申出受付期間内（消印有効）に九州経済産業局産業部消費経済課へ郵送
　(3) 持参の場合　九州経済産業局
その他　関係書類については日置市消費生活センター（日置市役所商工観光課内）にも設置しています。
【郵送先 ・ お問い合わせ先】

  九州経済産業局産業部消費経済課 TEL 092-482-5561
  （〒812-8546　福岡市博多区博多駅東２丁目11-1）

≪ 東市来支所産業建設課から ≫
【「堀内市民農園」利用者の募集について】

　あなたも、小さな自然を満喫してみませんか？市では「家庭菜園等をやってみたいが、農地を持っていない」とい
う方を対象に農園を開園しています。自然に接し、小さな農業を楽しみたい方は、ぜひお申し込みください。
所在地　日置市東市来町湯田1475番地１
運営主体　日置市
募集区画　３区画（全22区画）
貸付料　１区画（約20㎡）あたり年間1,500円　※１年に満たない貸付期間の貸付料は月割
貸付条件　(1) 貸付期間は、毎年４月１日以降、翌年３月31日までの１年以内。
　　　　　(2) 農具（くわ・かま等）は、利用者が準備。
　　　　　(3) 営農を目的としないこと。
申込方法　希望者は東市来支所産業建設課農林水産係に準備してある公有財産貸付申請書を提出ください。
【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

≪ 建設課から ≫
【日置市都市計画基礎調査について】

　市では「都市計画基礎調査」を実施しています。９月初旬より次の委託業者が現況確認調査等のため市内各自治会
内への立ち入りを行いますのでご理解、ご協力をお願いします。なお、委託業者は身分証明書を携帯しておりますの
で、ご確認の際は提示を求めていただきますようお願いします。
委託業者　朝日航洋株式会社鹿児島支店（鹿児島市天保山町21番１号）担当者：尾辻（TEL 255-1332）
委託期間　７月20日(水)から平成29年１月20日(金)まで
【お問い合わせ先】 本庁建設課都市計画係 TEL 273-8871

≪ 社会教育課から ≫
【「ひおき文芸賞」作品募集について】

　日置市文化協会連絡協議会では「第５回ひおき文芸賞」の作品を募集しています。文芸に親しんでいただく機会と
して、お気軽にご応募ください。
募集内容　随筆・詩・短歌・俳句・さつま狂句・川柳
応募資格　市内に在住または勤務されている方
応募規定　１人２種目以内　応募締切　９月30日(金)　応募料　無料
その他　(1) 表彰式を後日開催します。
　　　   (2) 作品は返却しませんのでご了承ください。
【提出先 ・ お問い合わせ】 市教育委員会社会教育課文化係 TEL 248-9432 または各支所教育振興課

≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【第20回吹上青松弓道大会について】

　弓道愛好家の技術向上と親睦・交流を図ることを目的
として、第20回吹上青松弓道大会を開催します。今年は、
20回の節目の大会として、県内各地からの参加のもと、
白熱した的中が繰り広げられます。多くのご観戦をお待
ちしています。
期日　９月４日(日)　９時から
場所　吹上浜公園弓道場（青松日新館）
【お問い合わせ先】 吹上支所教育振興課 TEL 296-2124

≪ 福祉課から ≫
伊集院健康づくり複合施設ゆすいん

【臨時休館について】
　伊集院健康づくり複合施設ゆすいんは、ボイラーの点
検・交換のため、次のとおり全館休館いたします。ご迷
惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願
いします。
臨時休止日　９月14日(水)から16日(金)まで
【お問い合わせ先】 本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416



伊集院地域

９月４日　康生クリニック　　　　　TEL 272-1177
９月11日　たもつクリニック　　　　TEL 246-5850
　　　　　清田耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1333
東市来地域

９月４日　伊作田診療所　　　　　　TEL 274-8480
９月11日　新山皮膚泌尿器科　　　　TEL 274-1775
日吉･吹上地域

９月４日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
９月11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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≪ 市民生活課から ≫
【年金相談の開催について】

日時　９月21日(水) 10時～ 15時
場所　日吉支所会議室
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

９月８日(木) ９時30分～正午

市中央公民館 講座１

９月12日(月)
９月26日(月)

９月６日(火)
９月20日(火)

９月14日(水)
９月28日(水)

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】

９月８日(木)
９月10日(土)
９月26日(月)
９月13日(火)
９月14日(水)
９月28日(水)

　　　【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

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
市中央公民館 講座１

≪ 企画課から≫
【地域公共交通会議の開催について】

日時　９月５日(月)　14時～ 16時
場所　市中央公民館　大会議室
内容 (1)　地域公共交通網形成計画に関する調査事業について
　　 (2)　その他
公開 ・非公開　公開（傍聴者定員10人）
その他　会議開催時刻の30分前から傍聴手続きをします。
傍聴の際は、傍聴要領を順守してください。
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403

≪ 社会教育課から ≫
【第48回伊集院地域運動会フリーリレーについて】

　平成28年度第48回伊集院地域運動会においてフリーリレーを実施します。参加希望の方は次にまでお申し込みく
ださい。
日時　10月９日(日)　13時25分ごろ実施予定
種目　プログラム12番「フリーリレー」
　　　男性の部・女性の部・ＰＲの部（１チーム４人×100ｍ）
対象者　伊集院地域内居住または勤務の方
申込締切　９月23日(金)まで
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  伊集院地域体育協会事務局（伊集院総合体育館）　TEL 248-9434
  本庁社会教育課スポーツ振興係　担当：谷口

≪ 総務課から ≫
【株式会社、 特例有限会社の登記手続きの変更について】

　10月１日から商業登記規則等の一部を改正する省令（平成28年法務省令第32号）が施行されます。これにより、
株主総会議事録や株主全員の同意書等を添付して、株式会社または特例有限会社の登記申請をする際に株主の住所、
氏名、持株数、議決権数とその割合などの証明書（株主リスト）の添付が必要となります。
　詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】 鹿児島法務局法人登記部門 TEL 259-0636

≪ 総務課から ≫
【無料法律 ・登記 ・税務相談について】

　10月１日は「法の日」です。司法書士会、土地家屋調
査士会および税理士会では、この法の日の企画として無
料相談を行います。
相談内容

　(1) 土地建物の登記に関する事項
　(2) 土地の地積、分筆、測量、境界に関する事項
　(3) 会社の登記に関する事項
　(4) 裁判所への書類作成（簡易裁判所での訴訟代理）等
　(5) 所得税、贈与税、相続税、その他税務一般
日時　10月１日(土)　10時から16時まで
場所　市中央公民館　講座３
【お問い合わせ先】

  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335
  鹿児島県土地家屋調査士会 TEL 257-2833
  南九州税理士会鹿児島県連合会 TEL 225-6148

≪ 総務課から ≫
【アイヌの方々のための電話相談について】

　公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々の悩みを受け付けるフリーダイヤルを開設していま
す。嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談も受け付けます。相談は匿名でも構いません。相談は無料で
秘密を厳守します。どうぞお気軽にご相談ください。
　なお、この相談事業は、人権教育啓発推進センターが厚生労働省の生活相談充実事業により実施しています。
相談専用電話　アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル　0120-771-208
受付時間　月曜日から金曜日　９時から17時まで　※祝日、12月29日から１月３日を除く
【お問い合わせ先】

  公益財団法人人権教育啓発推進センター FAX 03-5777-1803
  〒105-0012 東京都港区芝大門２-10-12 KDX芝大門ビル４階
  URL http://www.jinken.or.jp/

≪ 総務課から ≫
【引揚者とご家族の皆さまへ】

　税関では、終戦後外地から引き揚げて来た方々からお
預かりした通貨や証券類を保管しています。心当たりの
ある方は、税関までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】

  長崎税関業務部税関相談官
  TEL 0120-828-680（平日９時から17時まで）
  メール nagasaki-sodan@customs.go.jp

≪ 総務課から ≫
【県立姶良高等技術専門校　平成29年度推薦入校生募集について】

募集科名　メカトロニクス科、情報処理科
募集人員　各科10人程度
訓練期間　各科２年
応募資格　高等学校を平成29年３月に卒業見込みの方
出願書類　入校願書（写真添付）、学校調査書、高等学校長の推薦書、願書添付以外に写真１枚（縦40×横30mm）
選考場所　県立姶良高等技術専門校
願書受付期間　９月１日(木)から29日(木)まで　※消印有効
選考日　10月７日(金)
合格発表日　10月17日(月)
【お問い合わせ先】 県立姶良高等技術専門校 TEL 0995-65-2247

≪ 総務課から ≫
【成年後見相談会について】

　高齢者・障がい者のための成年後見相談会を開催します。
日時　10月１日(土)　10時から16時まで
場所　よかセンター７階（鹿児島市中央町10番地）　※イオン鹿児島中央駅前店のビル
受け付ける相談内容　成年後見制度（財産管理や福祉）に関する相談
相談料　無料
【お問い合わせ先】

  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335
  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート鹿児島支部 TEL 251-5822
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