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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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≪ 吹上支所教育振興課から ≫

【伊作流鏑馬の開催について】
　鹿児島県指定無形文化財の伊作流鏑馬が、大汝牟
遅神社で奉納されます。
日時　11月23日(水)
　　　流鏑馬（射走）正午から
場所　吹上地域大汝牟遅神社前

　日置市内のチーム・選手も多く参加する体育行事です。
日時　11月23日(水)　競技開始９時30分
　　　　　　　　　　 （弓道は９時から）
場所　剣道競技　大汝牟遅神社境内
　　　柔道　　　吹上浜公園体育館
　　　弓道　　　吹上浜公園弓道場

　　　【流鏑馬行事体育大会の開催について】

【お問い合わせ先】 吹上支所教育振興課社会教育係 TEL 296-2124

≪ 農林水産課から ≫
【農業用廃プラスチック類の回収について】

　農業用廃プラスチック類・廃農薬の回収を行います。詳細は下記のとおりです。

【お問い合わせ先】 本庁農林水産課農政係 TEL 273-8870 または各支所産業建設課農林水産係

地域

伊集院

東市来

日吉

吹上

品目

廃プラスチック類

廃農薬
廃プラスチック類
廃農薬
廃プラスチック類
廃農薬
廃プラスチック類
廃農薬

日時

11月24日(木)　８時30分から15時まで
11月25日(金)　８時30分から12時まで
12月６日(火)　11時から11時30分まで
12月７日(水)　８時30分から11時30分まで
12月６日(火)　10時から10時30分まで
12月２日(金)　８時から11時まで
12月６日(火)　13時から13時30分まで
12月９日(金)　８時から11時まで
12月６日(火)　14時から14時30分まで

場所

ＪＡさつま日置飯牟礼ＦＡ工場前

ＪＡさつま日置北中部営農センター
ＪＡさつま日置市来支所
ＪＡさつま日置旧吉利支所
ＪＡさつま日置吹上支所
吹上浜公園第５・６駐車場
ＪＡさつま日置吹上支所

≪ 市民生活課から ≫
【マイナンバーカード休日交付について】

　マイナンバーカードの交付通知書（ハガキ）が届いた方は、本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの地域の市民
係で本人が受け取ることとなっていますが、平日に来庁いただけない方については、次の日程で休日にカード交付を
行います。マイナンバーカードは本人受け取りが原則ですが、本人が病気、身体の障がいなどで受け取れない場合に
限り、代理人交付ができます。代理人交付をご希望の場合は必ず事前にお問い合わせいただくなど、交付通知書（ハ
ガキ）の内容をよくお読みください。
窓口開設の日時　11月20日(日)　９時30分から正午まで　開設する窓口　本庁、東市来支所、日吉支所、吹上支所
【お問い合わせ先】  本庁市民生活課市民係 TEL 248-9414　東市来支所市民係 TEL 274-2113
　　　　　　　　 日吉支所市民係 TEL 292-2113　吹上支所市民係 TEL 296-2113

≪ 税務課から ≫
【白色申告者の記帳説明会について】

　事業所得等がある白色申告者のうち、新たに記帳を行
う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿
等の保存制度や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」
が次の日程で開催されます。平成26年度から事業所得、
不動産所得または山林所得等を有する白色申告者の方に
対する記帳・帳簿等の保存制度が拡大されました。な
お、所得申告の必要がない方も保存制度の対象となりま
す。詳しくは熊本国税局のホームページをご覧いただく
か、伊集院税務署にお尋ねください。
日時　11月16日(水)　13時から15時まで
場所　市中央公民館　３階　大会議室
【お問い合わせ先】 伊集院税務署 TEL 273-2541

≪ 税務課から ≫
【家屋を取り壊したときは届出を】

　家屋分の固定資産税は、毎年１月１日現在に所在する
建物に課税されます。よって、取り壊した年は課税され
ますが、翌年度からは課税されなくなります。しかし、
届出がなければ引き続き課税されることとなりますの
で、家屋を取り壊したときは必ず届出をお願いします。
　なお、登記されている家屋については法務局で滅失登
記の手続き、また、未登記の家屋については市役所で
「家屋解屋等届」の届出が必要です。
【届出先 ・ お問い合わせ先】

  本庁税務課固定資産税係 TEL 248-9412
  または各支所地域振興課市民税係

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【平成28年度農大祭の開催について】

　県立農業大学校では学生の日頃の学習成果のＰＲや、農業への理解促進を図ることを目的に「平成28年度農大祭」
を開催します。野菜・花・茶・果物・黒毛和牛肉・黒豚肉・ヨーグルトなどの農畜産物の販売や、農大・開発セン
ターぐるり一周バスツアー、模擬店コーナー、アトラクション、学習成果などのパネル展示、DVD上映など盛り沢
山の催しが行われます。多数のご来場をお待ちしています。
日時　12月３日(土)　10時から14時30分まで　※雨天決行
場所　鹿児島県立農業大学校キャンパス内（日置市吹上町和田1800）
【お問い合わせ先】 鹿児島県立農業大学校 TEL 245-1071

≪ 社会教育課から ≫
 【平成28年度日置地区・日置市生涯学習推進大会の開催について】

日時　11月23日(水)　12時50分から16時30分まで
場所　伊集院文化会館　※託児室有
講演　講師　栄和人
　　　演題　「勝利への道」
　　　帯同者　吉田沙保里・土性沙羅
学習成果発表　美山地区公民館の公民館活動　ほか
【お問い合わせ先】 本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432



伊集院地域

11月20日　松崎内科ひふ科　　　　　TEL 272-2468
11月23日　本庄病院　　　　　　　　TEL 273-2135
　　　　　 清田耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1333
11月27日　鹿児島こども病院　　　　TEL 272-2001
東市来地域

11月20日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
11月23日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
11月27日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
日吉･吹上地域

11月20日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
11月23日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
11月27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　12月14日(水)　10時から15時まで
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

≪ 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
市中央公民館 ２階 小会議室

11月22日(火)
13時～ 16時

日吉支所 １階 相談室
12月27日(木)

≪ 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　12月１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人当たり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

≪ 企画課から≫
【地域公共交通会議の開催について】

日時　11月22日(火)　10時から正午まで
場所　市中央公民館　３階　研修室２・３
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

≪ 健康保険課・介護保険課から ≫
 【「日置市元気まつり」の開催について】

　「大好きな地域（まち）で、最幸（さいこう）の人生
を！」をテーマに、日置市元気まつりを開催します。
「自宅で大往生～『ええ人生やった』と言われるために」
と題して、福井県おおい町 “国保名田庄診療所” の所長
中村伸一先生の講演と介護予防・健康づくり活動発表や
寸劇などを行います。また、健康相談や筋ちゃんカ
フェ、からだ年齢測定などのコーナーもあります。是非
ご参加ください。
日時　11月19日(土)　12時から16時30分まで
場所　日吉老人福祉センター
対象者　どなたでも参加可能　参加費　無料　
その他　高齢者元気度アップ事業の対象となりますの
で、介護予防ボランティア手帳をお持ちの方は、ご持参
ください。
【お問い合わせ先】

  本庁健康保険課 TEL 248-9421
  本庁介護保険課 TEL 272-0505
  地域包括支援センター TEL 248-9423

≪ 企画課から ≫
 【2017年版鹿児島県民手帳について】

　鹿児島県統計協会発行の「2017年版鹿児島県民手帳」
を次のとおり販売しています。
価格　１冊540円（消費税込）
手帳サイズ　縦150mm×横85mm
表紙の色　黒・赤の２種類
取扱先　本庁企画課および各支所地域振興課、県統計協
会（県庁統計課内）、県地域振興局、県内の書店、県内
のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート
市役所での販売期間

　12月26日(月)まで（土・日、祝日を除く。）
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403
  および各支所地域振興課自治振興係

≪ 健康保険課から ≫
【お口元気歯ッピー検診について】

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、平成27年度に75歳の誕生日を迎えられた後期高齢者医療の被保険者を対
象として、口腔検診（お口元気歯ッピー検診）を実施しています。いつまでも元気に過ごせるよう、口腔検診を受
けてお口から健康になりましょう。
検診期間　平成29年１月31日(火)まで　検診料　無料
検診会場　県内の歯科医療機関（一部実施しない歯科医療機関があります）
対象者　昭和15年４月１日から昭和16年３月31日生れの後期高齢者医療の被保険者
受診方法　ご自身で歯科医療機関に予約をしてから受診してください。
　　　　　受診当日は、受診券と後期高齢者医療被保険者証が必要です。受診券は、平成28年５月に鹿児島県後期
　　　　高齢者医療広域連合から対象者へ送付していますが、お手元にない場合は次までご相談ください。
【お問い合わせ先】 鹿児島県後期高齢者医療広域連合　業務課保健班 TEL 206-1329

≪ 総務課から ≫
【無料調停相談会について】

日時　11月15日(火)　10時30分から15時まで
場所　山形屋１号館７階「１号社交室」
主催　日本調停協会連合会・鹿児島調停協会連合会
後援　最高裁判所・鹿児島地方・家庭裁判所
内容　交通事故による損害賠償、土地建物の売買・譲渡、
　　金銭の貸借、土地の境界等をめぐる民事上のもめご
　　とや、婚姻、離婚、夫婦関係、親子関係、扶養、相
　　続等に関する家族、家族間のもめごとなどについて
　　の調停手続きの利用に関して、無料で相談に応じま
　　す。相談者の秘密は固く守られます。なお、予約制
　　ではありませんので直接会場で受付をします。
担当者　民事調停委員、家事調停委員
【お問い合わせ先】

  鹿児島調定協会連合会 TEL 222-7121(内線4550）
  ※この電話番号は、鹿児島地方・家庭裁判所の代表番号  
  です。お電話をされる場合は、内線4550の「無料調停相
  談」についての問い合わせであるとお伝えください。

≪ 中央図書館から ≫
【本の無料配布について】

　廃棄対象になった図書館の資料や市民から寄贈された
本のうち図書館で利用しなかった本を市民の皆さんへ無
料で配布します。
日時　11月23日(水)　16時15分から45分まで
場所　市中央公民館　中ホール
【お問い合わせ先】 日置市中央図書館 TEL 273-6886
　　　　　　　　 東市来図書館　　 TEL 274-9610
　　　　　　　　 ひよし図書館　　 TEL 292-2001
　　　　　　　　 ふきあげ図書館　 TEL 245-1711

≪ 福祉課から ≫
【多子世帯子育て支援給付金について】

　多子世帯の保護者を支援するため、市では平成27年５月から日置市に住み子どもを３人以上育てている保護者へ給
付金を交付しています。
交付対象者　・生計を同じくする児童を３人以上監護している保護者で本市に１年以上居住していること。
　　　　　　・保育料、市税その他市の徴収金に滞納がないこと。
　　　　　　・生活保護を受けていないこと。
対象児童　　・生計を同じくする児童が３人以上いる、第３子以降の未就学児童で本市に１年以上居住していること。
交付額　　　・対象児童１人につき年額５万円
　平成28年度分の申請受付期間は、平成29年３月31日(金)までとなっています。手続きがお済みでない方は、早めの
手続きをお願いします。
【提出先 ・ お問い合わせ先】 本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248-9416

≪ 総務課から ≫
【全国瞬時警報システムの情報伝達訓練の実施について】

　地震、津波、武力攻撃などの発生時に、「全国瞬時警報システム(J-ALERT)」から送られてくる国からの緊急情報を
確実に皆さんへお伝えするために、緊急情報伝達訓練を行います。市では防災行政無線による訓練を実施し、放送は
最大音量で流れます。ご理解のほどよろしくお願いします。
実施日時　11月29日(火)　11時ごろ
　　　　　※当日の気象状況等によっては、訓練放送を中止あるいは内容変更する場合があります。
放送内容　防災行政無線チャイムが鳴った後、「これはテストです。」を３回繰り返し「こちらは防災日置市役所で
　　　　す。」と流れた後、防災行政無線チャイムが鳴ります。　※放送内容は変わる場合があります。
その他　(1) 他市町村でも、さまざまな情報伝達手段で訓練が実施される場合があります。
　　　   (2) 「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」とは、地震・津波や武力攻撃など対処に時間的余裕のない事態に関
　　　　する情報を、人工衛星を用いて国から情報を送信し、防災行政無線等を自動起動することにより、国から住
　　　　民までの緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。
【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

≪ 社会教育課から ≫
 【日置市総合文化祭について】

　市内全地域から約20団体による日本舞踊・合唱・フラ
ダンスなどの舞台発表です。また、書道・絵画・工芸な
どの展示もあります。
日時　11月27日(日)　13時開演
場所　伊集院文化会館　入場料　無料
主催　日置市文化協会連絡協議会
【お問い合わせ先】 本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432
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