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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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≪ 教育総務課から ≫
【日吉小学校の「校章のデザイン」「校歌に入れてほしい言葉・フレーズ」の募集について】

　日吉地域では、平成30年４月から日置、住吉、日新、吉利の４つの小学校を再編し、「日吉小学校」という新たな
小学校が誕生します。「日吉小学校」が開校するにあたり「校章のデザイン」および「校歌に入れてほしい言葉・フ
レーズ」を募集します。

【お問い合わせ先】 本庁教育総務課 TEL 248-9426 日吉支所教育振興課 TEL 292-2115

応募資格
応募点数
選考
表彰

応募締切
応募方法等

　　　　　　　　　校章

日吉地域内に住所を有する方
１人１点
再編準備委員会で選考
最優秀賞１点・優秀賞３点
賞状と副賞（地元特産品等）

　　　　　　　　　校歌

市内外問わず誰でも可能
１人５点以内（言葉・フレーズ）
再編準備委員会で歌詞としてふさわしいもの等を選考
選考されたものを専門家に依頼するため表彰はありま
せん

平成28年11月30日(水)まで　※消印有効
指定の応募用紙に必要事項を記入し、各支所教育振興課または本庁教育総務課へ提出してください。
応募の要項・用紙は各支所教育振興課および本庁教育総務課の窓口に置いてあるほか、ホームペー
ジからもダウンロードできます。

≪ 社会教育課から≫
【平成29年日置市成人式の開催について】

日時　平成29年１月３日(火)11時から（受付：10時30分から）　場所　日置市伊集院文化会館
新成人対象者　平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方です。
成人式出席対象者の調査について

　「成人式」の案内状を発送するため、出席対象者について調査をしています。日置市の住民基本台帳に登録されて
いない新成人対象者（主に小学校・中学校・高校時代を日置市で過ごした方で、現在、就職や進学等で市外に住民
票のある方等）のご家族の方は、下記までご連絡ください。なお、案内状の送付先については、ご家族が日置市内
在住の場合、原則ご家族のもとへの送付とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
対象者報告期限　11月11日(金)　案内状送付時期　12月初旬
【お問い合わせ先】 伊集院地域　教育委員会社会教育課　担当：加藤　 TEL 248-9432
　　　　　　　　 東市来地域　東市来支所教育振興課　担当：片平　 TEL 274-2115
　　　　　　　　 日吉地域　　日吉支所教育振興課　　担当：堀之内 TEL 292-2115
　　　　　　　　 吹上地域　　吹上支所教育振興課　　担当：揚野　 TEL 296-2115

≪ 市民生活課から ≫
【11月は不法投棄防止強化月間です】

　県では，産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため，
毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
期間中は，不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パト
ロール等を強化しています。不法投棄は重大な犯罪です。
この機会に一人一人が，「不法投棄をしない。させない。
見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち，不法投棄の
ない住みよい地域をつくりましょう。産業廃棄物の不法
投棄を発見したら，お近くの地域振興局（支庁）保健福
祉環境部または県庁廃棄物・リサイクル対策課までご連
絡ください。
【お問い合わせ先】

  県庁廃棄物・リサイクル対策課TEL 286-3810
  e-mail：sanpai110@pref.kagoshima.lg.jp

≪ 市民生活課から ≫
【公用車（汲取車）の公売について】

売却車両　車種名：日野 汲取車　最大積載量：3000㎏　原動機の型式：S05D
　　　　　初年度登録：平成14年11月　走行距離：208,390㎞（９月６日現在）
　　　　　車検有効期間：平成28年11月17日
　　　　　その他：脱臭器故障あり（修理必要）
申込方法　11月2日(水)までに見積書を提出
最低売却価格　10,000円　※消費税および地方消費税相当額を含みません
物件の確認日時　日時　10月21日(金)13時から17時まで　場所　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
その他　購入条件など詳細について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】 いちき串木野市・日置市衛生処理組合 TEL 0996-32-3612

≪ 企画課から ≫
【10月は「土地月間」です】

国土利用計画法

　土地の投機的取引の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。
一定面積以上の取引をしたときは、この法律により知事等に届け出なければならないことになっています。
国土利用計画法に関わる届出の必要な土地取引

　取引の形態　(1)売買　(2)交換　(3)代物弁済交換　(4)共有持分の譲渡　(5)営業譲渡
　　　　　　　(6)地上権賃借権の設定・譲渡　(7)譲渡担保　(8)予約完結権・買戻権等の譲渡
　取引の規模　(1)都市計画区域内　5,000㎡　(2)都市計画区域外の区域　10,000㎡
　届出の手続　(1)届出者　土地の権利取得者　(2)届出窓口　本庁企画課または各支所地域振興課
　　　　　　　(3)届出期限　契約（予約を含む。）締結日から２週間以内（契約締結日を含む。）
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画開発係 TEL 248-9403

≪ ふきあげ図書館から ≫
【赤ちゃんと大人のためのおはなし会について】
日時　11月５日(土)　10時から正午
会場　ふきあげ図書館おはなしのへや
内容　(1) 赤ちゃんのおはなし会（10時から10時35分）
　　　　  親子でわらべうたや絵本を楽しみましょう。
　　　(2) 大人のためのおはなし会（11時から12時）
実演団体　かごしま文庫の会
申込方法

　(1) 赤ちゃんのおはなし会は申込不要です。
　(2) 大人のためのおはなし会に参加される方は10月30
　　  日(日)までにふきあげ図書館へ申し込みください。
【お問い合わせ先】 ふきあげ図書館 TEL 245-1711



伊集院地域

10月16日　はやしだ整形外科　　　　TEL 272-2121
　　　　　 橋本耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1811
10月23日　永浜小児科内科　　　　　TEL 272-2829
10月30日　守屋病院　　　　　　　　TEL 273-3195
東市来地域

10月16日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
10月23日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
10月30日　大石医院　　　　　　　　TEL 274-3211
日吉･吹上地域

10月16日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
10月23日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
10月30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19日(水) 10時～ 15時
場所　東市来支所第４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】 東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

≪ 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　12月１日(木)  13時～ 16時
場所　市中央公民館 ２階 小会議室
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
日吉支所 １階 会議室

10月25日(火)
13時～ 16時

東市来支所 ３階 応接室
11月22日(火)≪ 伊集院学校給食センターから ≫

【給食配送員兼調理補助員の募集について】
募集人員　１人　応募資格　日置市在住の方で65歳未満および普通自動車運転免許保持者
勤務日数　月20日　勤務時間　９時30分から16時までのうち６時間
勤務条件　社会保険・労働保険（雇用・労災）有　賃金形態    時間額890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
選考方法　書類審査および面接　提出期限　10月24日(月)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

≪ 福祉課から≫
【おもちゃ病院のご案内】

　ひおきおもちゃ病院では、物の大切さとリサイクルの
習慣を広める活動として、毎月第２日曜日に無償（材料
代は実費）で、おもちゃの修理を行っています。11月は
東市来地域で開催します。ぜひご来場ください。
日時　11月13日(日)　13時から16時まで
　　  （受付は15時まで）
場所　東市来地域総合福祉センター
内容　壊れたおもちゃの修理再生
【お問い合わせ先】 日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪ 企画課から ≫
【登録統計調査員の募集について】

　登録統計調査員とは、事前に登録していただき、各
種統計調査実施時に、統計調査員として活動していた
だく方です。統計調査員は、世帯や事業所、企業といっ
た調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や調査票の取
集・点検といった統計調査の最も基本的かつ重要な部
分を受け持ちます。調査活動に従事すると、報酬が支
払われます（金額は調査ごとに定められています）。
応募資格

　(1) 20歳以上の方で、責任を持って調査事務を遂行で
　　  きる方
　(2) 秘密の保護を厳守できる方
　(3) 税務・警察・選挙に直接関係していない方
　(4) 暴力団員、または暴力団関係者でない方
　※普通自動車運転免許保持者が望ましい
提出書類　※様式は市ホームページに掲載
　(1) 調査員登録申込書　(2) 意向確認書
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403
  または各支所自治振興係

≪ 商工観光課から ≫
【平成28年度委託訓練「パソコン・実務科（初級コースM⑨）」訓練生募集について】

訓練内容　パソコン技能の習得とキャリア支援などにより、企業が求める即戦力の人材を養成する。
応募資格　再就職への意欲が高く、ハローワークに求職を申込み、公共職業安定所長の受講推薦等が受けられる方
定員　22名　訓練期間　12月１日(木)から平成29年２月28日(火)　※月から金　９時30分から16時まで
訓練場所　東市来文化交流センター　受講料等　無料　※テキスト代8,960円、保険料2,450円は自己負担
募集期間　11月７日(月)まで　選考試験　11月17日(木)９時30分までに東市来文化交流センターに集合
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（薩摩郡さつま町船木881番地）　
  TEL 0996-53-0207　FAX 0996-53-0993

≪ 中央図書館から ≫
【「読書まつり」について】

　秋の読書週間にあわせて，「読書まつり」を開催します。
　　  開催日　　　　　　　　場所　　　　　　　　　　　時間

　10月28日(金)　伊集院地区公民館大ホール　　 10時45分から11時30分まで
　11月１日(火)　伊集院小学校多目的室（３階）　９時45分から10時30分まで
　11月５日(土)　日置市立中央図書館　　　　　  11時から11時30分まで
　11月９日(水)　妙円寺地区公民館大ホール　　  13時30分から14時まで
※事前申込みは不要ですが、10人以上の団体で参加される場合は中央図書館へご連絡ください。
【お問い合わせ先】 日置市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886

≪ 東市来図書館から ≫
【一日司書体験について】

　東市来図書館では、秋の読書週間に合わせて、子どもたちによる “一日司書体験” 参加者を募集します。
募集人員　８人（２人１組ずつ）　※募集人数が多い場合は６年生を優先させていただきます。
日時　11月５日(土)　13時から17時まで（１組50分程度）　対象　小学校３年生から６年生　場所　東市来図書館　
内容　図書館司書の業務体験活動（カウンター業務、設営作品作成、整架作業など）
申込期限　11月１日(火)17時まで　申込方法　電話かＦＡＸにて次にまでお申込みください。
【お問い合わせ先】 東市来図書館 TEL・FAX 274-9610

≪ 福祉課から ≫
【精神障がい者家族教室について】

　精神障がい者のご家族を対象に家族教室を開催しま
す。病気のことや治療のこと、「こんなときどうしたら
いいのだろう」というときの家族の関わり方などをいっ
しょに語り合ってみませんか。
日時　11月９日(水)　14時から16時まで
場所　串木野健康増進センター
　　  （いちき串木野市新生町183-３）
対象者　精神障がい者の家族
内容　講話「当事者から家族へのメッセージ」
　　　講師：ピアサポート専門員
　　　その他、家族同士の意見交換会
参加費　無料
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  伊集院保健所地域支援係 TEL 272-6301

≪ 企画課から ≫
【JICA海外ボランティア秋募集の期間変更について】
　独立行政法人国際協力機構（JICA）より、JICA海外ボ
ランティア秋募集について、下記のとおり変更になりま
したので、お知らせいたします。
（変更前） ９月30日(金)から11月４日(金) 【消印有効】
（変更後） ９月30日(金)から11月４日(金) 【必着】
※シニア海外ボランティア／日系社会シニア・ボラン
ティアで語学試験(西・仏)を受験する方は10月26日(水)
必着
※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 TEL 221-6624

≪ 日吉支所地域振興課から ≫
【第６回秋の日吉路アートめぐりについて】

　日吉の窯元、工芸、工房等の24店舗が自宅やギャラリーを開放して行われる「日吉路アートめぐり」。期間中は各
店舗でたくさんの「限定イベント」も企画しています。また、今年から「アートめぐりカフェ」もオープン。期間中
はオレンジ色ののぼり旗が目印です。日吉路アートめぐりで日吉の秋をお楽しみください。
期間　11月１日(火)から３日(木・祝)まで
時間　10時から16時まで
場所　日吉地域内
【お問い合わせ先】 秋の日吉路アートめぐり実行委員会
  会長 東條新一郎(風木野陶) TEL 292-2265
  実行委員長 祝原龍作(木の工房RYU) TEL 090-7394-3987

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【農産物直売所ひまわり館店長の募集について】
募集人員　１名
応募資格　日置市内在住で普通自動車運転免許保持者
　　　　　パソコン操作（エクセル・ワード）のできる方
雇用期間　平成28年11月１日から（１年更新）
勤務日数　月14日以内（１日８時間程度）
勤務条件　労働保険（雇用・労災）
業務内容　日置市農産物直売所ひまわり館の管理運営
賃金形態　時間額 900円
選考方法　書類審査および面接
提出書類　履歴書１部（写真貼付）
提出期限　10月21日(金)
【提出先 ・ お問い合わせ先】

  ひまわり館管理組合 TEL 296-2519　担当：山之口
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