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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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≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【第14回山神の響炎の開催について】

　関ケ原合戦に参戦した永吉島津家初代島津豊久公ら先人の遺徳をしのび、また、地域の活性化を図ろうと、吹上
町永吉地区では毎年10月第２日曜日に山神の響炎を開催しています。昼間はのどかな田園風景が広がる場所に、18
時を過ぎると約７千本の小たいまつに一斉に炎が灯り幻想的な空間を演出します。ステージでは歌や舞踊が披露さ
れます。響く音とゆらめく炎に心を癒されてみませんか。
日時　10月９日(日)16時から（点灯18時から）
場所　山神の郷公園（吹上町永吉8194）
※会場周辺には駐車場がありません。当日運行されるシャトルバスをご利用ください。
【お問い合わせ先】 吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112
　　　　　　　　 永吉地区公民館 TEL 297-2005　山神の郷公園 TEL 299-3420

≪ 福祉課から ≫
【日置市障がい者福祉大会の開催について】

　障がいに対する理解促進と、障がいのある方の就労を目的として、日置市障がい者福祉大会を次のとおり開催しま
す。どなたでも参加できますので、市民の皆さまのご来場をお待ちしています。
開催日　９月24日(土) ９時30分から16時まで
会場　市中央公民館・伊集院文化会館
内容　ステージイベント　９時30分から12時30分　伊集院文化会館
　　　　・オーケストラ演奏、和太鼓演奏、車椅子ダンス、決意表明等
　　　　・京谷和幸氏による記念講演「絆～人生を変えた様々な出会い」
　　　障がいのある方の就職面談会　13時から16時　市中央公民館中ホール
　　　　・一般企業13社、就労支援事業所６事業所、就労支援の専門機関
　　　その他、会場では次のような催しがあります。
　　　　・就労支援施設の物販およびＰＲ　・補装具、日常生活用具の紹介、体験コーナー
　　　　・障がいのある方の作品、作文展示等　・障がいに関する普及啓発ＤＶＤ放映
【お問い合わせ先】 日置市障がい者福祉大会実行委員会（本庁福祉課障害福祉係内） TEL 248-9416

≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【吹上秋祭り2016の開催について】

　今年も吹上秋祭りが開催されます。各種団体によるス
テージショー、ちびっこ体験コーナーのほか、取れたて
の新鮮な野菜や海産物、特産品などの販売コーナーもあ
ります。また、同時開催のＪＡ農業祭や、ふるさと交通
安全フェアなど、子どもから大人まで楽しめるイベント
が盛りだくさんです。ぜひご来場いただき、秋の１日を
お楽しみください。
日時　10月16日(日)　10時から
会場　吹上浜公園陸上競技場（吹上町中原1353番地５）
主催　吹上秋祭り実行委員会
【お問い合わせ先】

  吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

≪ 福祉課から ≫
【平成28年度臨時福祉給付金等について】

　次の臨時福祉給付金の申請受付を行います。該当される方は受付期間内に手続きを行ってください。なお、本市か
ら該当と思われる方には、９月16日以降に申請書等を郵送いたします。
申請受付期間　９月20日(火)から平成29年２月22日(水)まで
給付時期　10月14日(金)以降　※審査決定分から随時

【お問い合わせ先】 日置市臨時福祉給付金窓口（本庁福祉課福祉政策係） TEL 248-9460（専用ダイヤル）

制度

趣旨

給付

対象者

給付額

臨時福祉給付金

（簡素な給付措置）

平成 26 年４月からの消費税率の引上げに際し、低
所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の
住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨
時的な措置として臨時福祉給付金を支給するもの。
・平成 28 年 1月 1日時点において日置市に住民登
   録のある方
・平成 28 年度の市町村民税（均等割）が課税され
   ていない方
※ただし、(1) 市町村民税（均等割）が課税されて
いる者の扶養親族等、(2) 生活保護の被保護者、の
方は除く。

支給対象者１人につき 3,000 円

年金生活者等支援臨時福祉給付金

（障害 ・遺族基礎年金受給者向け）

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩
恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給
者を支援するために支給するもの。

・平成 28 年 1月 1日時点において日置市に住民登
   録のある方
・平成 28 年度の市町村民税（均等割）が課税され
   ていない方
・平成 28 年５月分の障害または遺族基礎年金を受
   給している方
※ただし、(1) 市町村民税（均等割）が課税されて
いる者の扶養親族等、(2) 生活保護の被保護者、(3)
年金生活者等支援（低所得高齢者向け）臨時福祉
給付金の既受給者、の方は除く。
支給対象者１人につき 30,000 円

≪ 財政管財課から ≫
【オータムジャンボ宝くじについて】

　この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環
境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使わ
れます。
発売期間　９月26日(月) ～ 10月14日(金)
抽せん日　10月21日(金)
販売金額　１枚300円
当せん金

  １等　　　　３億円×14本
  １等前後賞　１億円×28本

【お問い合わせ先】

  公益財団法人鹿児島県市町村振興協会 TEL 206-1001

▲京谷和幸氏



伊集院地域

９月18日　本庄病院　　　　　　　　TEL 273-2135
９月19日　藤井内科小児科　　　　　TEL 273-1658
９月22日　黒岩内科　　　　　　　　TEL 272-2330
　　　　　黒岩眼科　　　　　　　　TEL 272-2332
９月25日　鹿児島こども病院　　　　TEL 272-2001
東市来地域

９月18日　浅谷小児科医院　　　　　TEL 274-3008
９月19日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
９月22日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
９月25日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
日吉･吹上地域

９月18日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
９月19日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
９月22日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
９月25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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≪ 市民生活課から ≫
【年金相談の開催について】

日時　10月５日(水) 10時～ 15時
場所　伊作地区公民館会議室
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】 吹上支所市民課市民係 TEL 296-2113

≪ 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。
　　東市来地域　日時　10月18日(火)９時～正午
　　　　　　　　場所　東市来支所
　　伊集院地域　日時　10月19日(水)９時～正午
　　　　　　　　場所　市中央公民館
　　日吉地域　　日時　10月20日(木)９時～正午
　　　　　　　　場所　日吉支所
　　吹上地域　　日時　10月20日(木)９時～正午
　　　　　　　　場所　吹上中央公民館
【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

≪ 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　10月６日(木)  13時～ 16時
場所　本庁 ３階 第３委員会室
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

９月27日(火)
13時～ 16時

吹上支所 ２階 第１会議室
10月25日(火)

≪ 健康保険課から≫
【健康づくり推進協議会の開催について】

日時　９月15日(木)　14時～ 16時
場所　市中央公民館　中ホール
内容 (1)　平成27年度保健事業実績報告および平成28年度
　　　  事業計画について
　　 (2)　日置市元気な市民づくり運動推進計画策定につ
　　　  いて
公開 ・非公開　公開（傍聴者定員15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】

  本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421 ≪ 上下水道課から ≫
【検定満期水道メーターの交換について】

　水道メーターの使用有効期限は、計量法に基づき8年間と定められています。使用期限の経過するものは、新しい
メーターに交換しますが、交換作業は、市上下水道課が委託した業者が行いますのでご協力をお願いします。
メーター交換期間　平成29年１月31日(火)まで
受託業者　伊集院地域　(有)瑞穂商会　(有)不撓工業　(有)伊集院電気水道設備　中央工業(株)日置本社
　　　　　東市来地域　(有)平田環境設備　(株)下野建設　徳永電機(株)　(株)マツオ電設
　　　　　日吉地域　　(有)今村商会　(株)日置総合建設　(有)内村工業
　　　　　吹上地域　　(有)池畑組　(株)寿産業　(株)つばめ機動建設　(有)長野組　(株)三窪建設
メーター交換時のお願い

(1)　交換作業中は、20分程度の断水となります。交換済の世帯には、｢メーター交換済のお知らせ｣を配布します。
(2)　給水装置（本管からの給水引き込み管・宅内給水管・給水用具等）は、設置者の所有物ですので必要な補修は、
　 メーター交換の受託業者か日置市指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
(3)　検針に支障がありますので、常にメーターボックス上には物を置かないようにお願いします。
※この交換作業は、事業者証を携帯した担当者が行い、代金をいただくことはありません。
【お問い合わせ先】 本庁上下水道課水道工務１係 TEL 248-9445 または各支所水道管理係

≪ 企画課から ≫
【誘致企業求人について】

　市の誘致企業として清藤工業団地で操業しているしまうまプリントシステム(株)から次のとおり求人があります。
会社名　しまうまプリントシステム(株)　勤務地　伊集院町清藤2110-29　清藤工業団地内
募集人員　80人　採用形態　短期パート・アルバイト
業務内容　かんたんな年賀状の検品などの工場内軽作業　※立ち仕事になります。
休日等　 シフト制による月９日間のお休み　※月の半分程度は土・日・祝日勤務ができる方
勤務時間　(1)８時～ 17時　(2)22時～翌７時
　※(1)(2)以外で短時間（５ｈ程度）勤務希望の方も相談可。
　※(2)は11月１日からの勤務対象者になります。
賃金形態　時間額1,000円（交通費込）　※翌月10日支給
通勤方法　車通勤（通勤距離10㎞以上の場合バイク通勤不可）　
勤務条件　社会保険は雇用条件に応じて加入
契約期間　平成28年10月1日～平成28年12月末日
提出書類　履歴書、職務経歴書（写真貼付）
選考方法　電話連絡後、書類を下記提出先まで郵送ください。
提出期限　募集人員になり次第締め切り
【提出先 ・ お問い合わせ先】 しまうまプリントシステム(株) TEL 272-0703 担当：山下・岡元

≪ 企画課から ≫
【ＪＩＣＡ海外ボランティア秋募集について】

　独立行政法人国際協力機構（JICA）では、開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら、技術や経験を
活かして人々の自助努力を促進させる形での協力活動を海外で展開していく「青年海外協力隊」および「シニア海外
ボランティア」等を募集しています。世界には、あなたの技術や経験を必要としている人々がいます。ぜひ、あなた
もJICA海外ボランティアに参加してみませんか。　　
募集期間　９月30日(金)から11月４日(金)まで　※消印有効
応募資格　青年海外協力隊：満20歳（2017年４月１日時点）から満39歳まで（2016年11月４日時点）
　　　　　シニア海外ボランティア：満40歳から満69歳まで（どちらも2016年11月４日時点）
　　　　　日本国籍を持つ方
※詳しくはJICA ホームページ http://www.jica.go.jpをご覧ください。
【お問い合わせ先】 JICAデスク鹿児島（（公財）鹿児島県国際交流協会） TEL 221-6624

≪ 総務課から ≫
【小学３年生から高校生のための冬休み海外研修交流事業参加者募集について】

　公益財団法人国際青少年研修協会では、次のコースで参加者を募集しています。海外生活を通して交流を体験し、
国際感覚を養うことを目的に実施します。おひとりで参加される方や、はじめて海外へ行かれる方が７割以上参加さ
れます。事前研修会では仲間づくりからサポートいたしますので、安心して参加いただけます。
コース内容　ホームステイ・クリスマス体験・英語研修・文化交流・地域見学・野外活動等
研修国　オーストラリア・カナダ・サイパン・フィリピン・カンボジア
日程　12月24日(土)から１月４日(水)のうち６～ 10日間　※コースにより異なります。
対象　小学３年生から高校３年生まで　※コースにより対象学年が異なります。
定員　各グループ15人　参加費　23万８千円から42万５千円
締切日　11月２日(水)　（10月26日(水)までに申し込みの方は早期割引で１万円割り引かれます）
【お問い合わせ先】 公益財団法人国際青少年研修協会　〒141-0031 東京都品川区西五反田７-15-４ 第三花田ビル４Ｆ
  TEL 03-6417-9721　FAX 03-6417-9724　E-MAIL info@kskk.or.jp　URL http://www.kskk.or.jp

≪ 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あります。
選考方法　書類審査および面接　提出期限　９月23日(金)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
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