
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ 1 2 月 ） 

日・曜日 内    容 場 所 時 間 

16 日(金) わこなろ会（運動教室） 吹上保健センター １０：００～ 正午   

17 日(土) 鹿児島地区子ども会大会 日吉老人福祉センター ８：５０～ 正午   

18 日(日) 日置市ジュニアオーケストラ定期演奏会 伊集院文化会館 １４：００～１６：００ 

19 日(月) スマイルハンサム教室 市中央公民館 ９：３０～１１：００ 

20 日(火) 健康体操 市中央公民館 １３：３０～１５：００ 

21 日(水) 
健康体操 
健康相談 

日吉保健センター 
ゆすいん 

８：３０～ ９：３０ 
１０：００～１１：３０ 

22 日(木) 

健康体操 
育児相談 
健康お楽しみクラブ 
元気なりもんそ教室 
母子手帳交付 
 

吹上保健センター 
市中央公民館 
B&G 東市来海洋センター 
日吉保健センター 
市中央公民館 
 

９：３０～１１：００ 
９：３０～１１：００ 
９：３０～１１：３０ 

１０：００～１１：３０ 
受付１３：２０～１３：３０ 

交付     ～１５：００ 

23 日(金)    

24 日(土)    

25 日(日)    

26 日(月)    

27 日(火) 農業委員会定例総会 東市来支所 第４会議室 ９：００～ 正午   

28 日(水)    

29 日(木)    

30 日(金)    

31 日(土)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ひおき 
平成２８年１１月２４日発行 

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２７７ 号 

【まるごと伊集院フェスティバル・いじゅういん梅マラソンジョギング大会の開催について】 
市内約 50 の農業、商工業者が一堂に集まる毎年恒例の「まるごと伊集院フェスティバル」を開催します。特産

品、飲食物の即売会をはじめ、ステージショー、大抽選会など盛りだくさんの内容となっています。また、11 日（日）

には、「第 34 回いじゅういん梅マラソンジョギング大会」も同時開催されます。ぜひ、ご家族ご友人をお誘い合わ

せの上、お越しください。 

日時日時日時日時 12 月 10 日（土）、11 日（日） 10 時から 16 時まで 

※いじゅういん梅マラソンジョギング大会は 11日（日） 

受付：８時から９時まで（チェスト小鶴ドーム） 

開会式：９時 15 分から 

スタート：10時から 各種目ごとに順次 

場所場所場所場所 日置市伊集院総合運動公園 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

まるごと伊集院フェスティバル：本庁商工観光課商工観光係 TEL 248-9409 

いじゅういん梅マラソンジョギング大会：本庁社会教育課スポーツ振興係 TEL 248-9434 

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課・・・・社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課からからからから    ≫≫≫≫ 

※市役所各係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下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フリーマーケット参加者募集について】 
<<< <<< <<< <<< 日置市美味日置市美味日置市美味日置市美味いものいものいものいものChampionship2017Championship2017Championship2017Championship2017フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット    >>>>>>>>>>>>    

今回で６回目となる日置市の「食」のイベント「日置市美味いものChampionship2017」を次の日程で開催します。

イベントをより一層にぎやかに盛り上げるため、同会場においてフリーマーケットも同時に開催します。フリーマー

ケットに興味のある方、参加したい方を募集します。ご家族やお友達と一緒にイベントに参加してみませんか。 

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成29年１月29日（日）10時から16時まで 

開催場所開催場所開催場所開催場所 伊集院総合運動公園内 チェスト小鶴ドーム内 

募集店舗数募集店舗数募集店舗数募集店舗数 10店舗（募集定数になり次第締め切りとなります。） 

募集期間募集期間募集期間募集期間 平成29年１月18日（水）まで  参加料参加料参加料参加料 2,000円 

参加条件参加条件参加条件参加条件 必ず実施要領をご確認ください。 

そのそのそのその他他他他 出展グルメは、後日配布されるチラシをご覧ください。 

【【【【申込先申込先申込先申込先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】本庁商工観光課商工観光係 TEL 248-9409 

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課からからからから    ≫≫≫≫ 

【オリーブの苗木購入補助について】 
日置市では、オリーブの６次産業化に向け、オリー

ブを栽培し収穫を目的とする方にオリーブの苗木購

入費の半額補助を行っています。 

購入を希望される方は、次までお問い合わせくださ

い。 

対象者対象者対象者対象者 市内在住の方又は市内に土地を所有する方

で、オリーブの収穫を目的とする方 

本数本数本数本数 10本以上（約300㎡の土地が必要） 

申込期限申込期限申込期限申込期限 12月16日（金） 

【【【【申込先申込先申込先申込先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

本庁農林水産課オリーブ推進係 TEL 273-8870 

≪≪≪≪    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課からからからから    ≫≫≫≫ 

【成年後見制度出張説明会の開催について】 
認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が

不十分な方の権利を擁護するための成年後見制度につい

て説明会を開催します。また、説明会終了後には成年後

見制度に関する個別相談会も開催します。    

日時日時日時日時    12 月６日（火） 14 時から 15 時まで 

場所場所場所場所 市中央公民館 中ホール 

申込申込申込申込    説明会への出席については申し込む必要はありま

せんが、個別相談を希望される場合は事前にお申し

込みください。 

申込期限申込期限申込期限申込期限    12 月２日（金） 

【【【【申込先申込先申込先申込先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【平成 28 年中納付の払込証明書の発行(送付)について】 
平成 28 年中に納付書および口座振替で納付された国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の払込証

明書は、本庁および各支所の関係課窓口で受領できます。なお、郵送での証明書発行もできますので、希望される方

は次の方法でご請求ください。証明料は無料で、証明書を後日送付します。ただし、請求できるのは、同一世帯分の

みです。 

年金より源泉徴収（天引き）された税または保険料は、来年１月下旬に年金機構より送付される源泉徴収票で確認

いただけます。 

請求方法請求方法請求方法請求方法    

１１１１．．．．電話請求電話請求電話請求電話請求のののの場合場合場合場合    

請求者氏名・世帯主名・住所・連絡先（携帯番号等）・証明が必要な税または保険料の内容を電話でお知らせ

ください。 

２２２２．．．．郵便請求郵便請求郵便請求郵便請求のののの場合場合場合場合    

請求者氏名・世帯主名・住所・連絡先（携帯番号等）・証明が必要な税または保険料の内容をメモ紙等に記入

のうえ郵送してください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

税務課市民税係・管理収納係 TEL 248-9412 東市来支所地域振興課市民税係 TEL 274-2436 

日吉支所地域振興課市民税係 TEL 292-2033 吹上支所地域振興課市民税係 TEL 296-2257 

≪≪≪≪    税務課税務課税務課税務課からからからから    ≫≫≫≫ 



 

 

 【【【【伊集院地域伊集院地域伊集院地域伊集院地域】】】】 【【【【東市来地域東市来地域東市来地域東市来地域】】】】 【【【【日吉日吉日吉日吉・・・・吹上地域吹上地域吹上地域吹上地域】】】】 

1 21 21 21 2 月月月月４４４４日日日日    永浜小児科内科 TEL 272-2829 湯田内科病院   TEL 274-1252 みゆきクリニック TEL 246-8707 

12121212 月月月月 11111111 日日日日    守屋病院    TEL 273-3195 ゆのもと記念病院 TEL 274-2521 吹上クリニック  TEL 296-2711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成28年度第２回障がい者計画検討委員会の開催について】 
日時日時日時日時 12月７日（水）10時から正午まで 

場所場所場所場所 日置市役所 本庁舎３階 議員控室 

内容内容内容内容 (1) 委嘱状交付 

(2) 第３期障がい者計画の素案について 

公開公開公開公開・・・・非公開非公開非公開非公開のののの別別別別 公開（傍聴者定員10人） 

そのそのそのその他他他他 会議開催の30分前から傍聴手続を行います。傍聴の際は、傍聴要領を順守してください。傍聴に

際して手話通訳を希望する場合は会議開催の10日前までに申込みをしてください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先】】】】本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ 

※診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。 

【「歌とおはなしの夕べ」について】 
「歌とおはなしの夕べ」を次のとおり開催します。お

はなしとゴスペルで一足早いクリスマス気分を味わっ

てみませんか。是非ご参加ください。 

日時日時日時日時 12 月 17 日（土） 18 時から 19時まで 

場所場所場所場所 日置市立中央図書館 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先】】】】日置市立中央図書館 TEL 273-6886 

≪≪≪≪    中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館からからからから    ≫≫≫≫ 

【12 月は「滞納整理強化月間」です！】 
市では、市税、国民健康保険税、介護保険料、市営住

宅使用料等の自主納付の促進と実効ある滞納整理を図

るため、12月を「滞納整理強化月間」と定め、全庁的に

取り組みます。病気や失業、事業の経営不振など、やむ

を得ない理由で一時的に納期内に納付することが困難

な方については、納付相談を受け付けます。生活状況や

収入などをお尋ねしますので、相談に訪れる際は、状況

がわかるものをお持ちください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

本庁特別滞納整理課債権管理係 TEL 248-9413 

≪≪≪≪    特別滞納整理課特別滞納整理課特別滞納整理課特別滞納整理課からからからから    ≫≫≫≫ 

【県立鹿屋高等技術専門校 平成 29 年度入校生募集（Ｃ日程）について】 
募集科名募集科名募集科名募集科名 電気設備科 定員 20 人 訓練期間２年 

応募資格応募資格応募資格応募資格 高等学校卒業者（卒業見込み者を含む）もしくは同等以上の学力を有すると認められる者 

願書受付願書受付願書受付願書受付 平成 29 年１月 13日（金）まで 

試験日試験日試験日試験日 平成 29 年１月 27 日（金） 

試験科目試験科目試験科目試験科目 筆記試験（総合問題）および面接 

試験会場試験会場試験会場試験会場 県立鹿屋高等技術専門校（鹿屋市川西町 3482） 

合格発表合格発表合格発表合格発表 平成 29 年２月６日（月） 

※寄宿舎を完備しており、遠隔地からの入校も可能です。離転職者の方は、最寄りの公共職業安定所にご相談くださ

い。訓練手当等を受給できる場合があります。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】県立鹿屋高等技術専門校 TEL 0994-44-8674 

≪≪≪≪    総務課総務課総務課総務課からからからから    ≫≫≫≫ 

【情報通信網の高速ブロードバンド化について】 
インターネットで、より多くの情報サービスを受ける

には、情報通信網の高速ブロードバンド化が必要です。

そのような中、日置市日吉町の一部の地域が、ＮＴＴ西

日本の超高速通信網の提供エリアとなります。サービス

利用に関する申し込みが、平成 28年 11 月 19 日（土）

から開始されますので、利用を検討されている方はＮＴ

Ｔ西日本にお問い合わせください。 

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供エリアエリアエリアエリア    

地域名：日置市 

市外局番：０９９ 

市内局番：２４６－８＊＊＊ 

２９２－１＊＊＊ ～ ５＊＊＊ 

サービスサービスサービスサービス提供開始日提供開始日提供開始日提供開始日 平成 29年 1月 10 日（火） 

※サービス提供エリア（上記提供可能局番）であっても、

利用できない場合があります。詳しくは、次にお問い合

わせください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

ＮＴＴ西日本鹿児島支店 TEL 0120-927-454 

≪≪≪≪    企画課企画課企画課企画課からからからから    ≫≫≫≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【弁護士による無料法律相談の開催について】 
日日日日        時時時時    場場場場        所所所所    

12 月 ８日(木) 13 時～15 時 吹上支所２階会議室 

12 月 10 日(土) 13 時～15 時 

12 月 26 日(月) 

日吉老人福祉センタ

－ 相談室 

12 月 13 日(火) 13 時～15 時 東市来総合福祉セン

ター 相談室 

12 月 14 日(水) 13 時～15 時 

12 月 28 日(水) 

市中央公民館 講座３ 

市中央公民館 小会議室 

相談従事者相談従事者相談従事者相談従事者 ひまわりの会 

（鹿児島県弁護士会所属の弁護士有志で結成

した団体） 

相談内容相談内容相談内容相談内容 相続・後見・公正証書・その他生活相談 

そのそのそのその他他他他 事前の予約が必要です。 

予約先：ひまわりの会（TEL227-0041） 

相談時間は１人 30分程度 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【心配ごと相談の開催について】 
日日日日        時時時時    場場場場        所所所所    

12 月 ６日(火) 13 時 30 分～16時

12 月 20 日(火) 

東市来総合福祉セ

ンタ－ 相談室 

12 月 ８日(木) ９時 30分～12 時 

12 月 22 日(木) 

吹上中央公民館 

相談室 

12 月 12 日(月) ９時 30分～12 時 

12 月 26 日(月) 

日吉老人福祉セン

ター 相談室 

12 月 14 日(水) ９時 30分～12 時 

12 月 28 日(水) 

市中央公民館 講座３ 

市中央公民館 小会議室 

相談従事者相談従事者相談従事者相談従事者 日置市社会福祉協議会心配ごと相談員 

相談内容相談内容相談内容相談内容 日常生活における心配ごと相談 

そのそのそのその他他他他 相談無料 

相談を希望される方は、直接会場へお越しくだ

さい。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561 

【【【【検定満期水道検定満期水道検定満期水道検定満期水道メーターのメーターのメーターのメーターの交換交換交換交換についてについてについてについて】】】】    
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。 

メーターメーターメーターメーター交換期間交換期間交換期間交換期間 平成 29 年１月 31 日（火）まで 

受託業者受託業者受託業者受託業者    

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 

メーターメーターメーターメーター交換時交換時交換時交換時のおのおのおのお願願願願いいいい    

・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。 

・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。 

・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ます。代金をいただくことはありません。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】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 

≪≪≪≪    上下水道課上下水道課上下水道課上下水道課からからからから    ≫≫≫≫ 

【妙円寺団地の分譲について】 
鹿児島県住宅供給公社では、子育て支援として、18歳未満の子どもが家庭にいる方は土地価格を５％引き、シニア

支援として、55歳以上の方が入居（同居）する世帯は５％引き、複数区画購入の方は10％引きする特典を設けて土地

分譲を行っています。併用利用も可能です。 

団地名団地名団地名団地名 妙円寺団地（伊集院町妙円寺） 

土地分譲価格土地分譲価格土地分譲価格土地分譲価格 380万円～2,225万円    

土地面積土地面積土地面積土地面積 202.24㎡（61.17坪）～ 508.90㎡（153.94坪） 

販売数販売数販売数販売数 203区画 

最多価格帯最多価格帯最多価格帯最多価格帯 800万円台：51区画 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】鹿児島県住宅供給公社企画分譲課 TEL 226-7833 

≪≪≪≪    総務課総務課総務課総務課からからからから    ≫≫≫≫ 


