
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ ２ 月 ）  
日・曜日 内    容 場 所 時 間 

16 日(木) 健康体操 
元気なりもんそ教室 

吹上保健センター 
市中央公 館 

９：３０ １１：００ 
１０：００ １１：３０ 

17 日( )    

18 日(土) 
伊集院地域史跡めぐり歩こう会 
日吉地域史跡めぐり歩こう会 
東市来地域史跡めぐり歩こう会 
吹上地域史跡めぐり歩こう会 

伊集院地区 
吉 地区 
湯田地区 
宮内地区 

受付８：３０  ８：４５ １１：３０ 
受付８：３０  ９：００ １１：４５ 
受付８：３０  ９：００ １１：４５ 
受付８：３０  ９：００  正午   

19 日(日)    
20 日(月) スマイルハンサム教室 市中央公 館 ９：３０ １１：００ 
21 日(火) 健康体操 市中央公 館 １３：３０ １５：００ 

22 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 

23 日(木) 

育児相談 
健康体操 
健康お楽しみクラブ 
元気なりもんそ教室 

子手帳交付 
 

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

24 日( ) わこなろ会(転倒予防教室) 吹上保健センター １０：００  正午   
25 日(土)    
26 日(日)    
27 日(月)    

28 日(火) 農業委員会定 総会 
健康体操 

東市来支所第４会議室 
市中央公 館 

９：００  正午   
１３：３０ １５：００ 

  

広報ひおき 
平成２９ １月２６日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８１ 号 

※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ください。 

【特別支援教育支援員の募集について】 
募集人員  
業務内容 幼・小・中学校に在籍する障がいのある子どもた

ちの支援(教室移動の介助、衣服の着脱の支援、学
習支援、健康・安全確保等) 

応募資格 日置市在住の幼・小・中・特別支援学校のいずれ
かの教員免許状保有者(元教員免許状保有者も可) 

勤務日数 月13日 または月20日  
(配置学校により なる) 

勤務時間 午前８時30分から午後４時30分までのうち７時
間 

勤務条件 雇用保険あり 
(月20日 の勤務の場合のみ社会保険あり) 

勤務地 日置市内の小・中学校 
報酬額 時間額 900円 
選考方法 書類審査(一次)、面接(二次) 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 

※本人が 書を持参すること 
提出期間 ２月１日(水)から20日(月)まで 
受付時間 午前９時から午後５時まで 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431 

≪≪≪≪学校教育学校教育学校教育学校教育課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【地 公 支援員の募集について】 
募集人員  
業務内容 地区公 館活動（ 祭り等の 事や各種会議）

の企画・支援、地区振興計画づくりや事業実施
の調整・支援、各種証 書発 、生 学習の企
画・支援、地区住 との など 

応募要件 ・地域や団体での地域づくりやボランティア
経験、子ども会やスポ少、PTA等での社会教
育活動の指導経験等がある方 
・パソコンで文書等を作成できる方 

勤務 月17日 
通常勤務の場合 午前８時30分から午後５時まで 

雇用期間 平成29 ４月１日から平成30 ３月31日 
(勤務実 等により 位 新有) 

報酬等 月額 161,600円（社保・ ・雇保等あり） 
選考方法 面接 
提出書類 １ 一般職非常勤職員等登録申込書 

２ 作文(テーマ｢私の住みたい地域｣400字詰
原稿用紙１ ２枚) 

提出期限 ２月17日( ) 正午まで 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁地域づくり課地域づくり係 TEL 248-9408 

≪≪≪≪地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり課課課課から≫から≫から≫から≫ 

  

【市 住 入居者の募集について】 
市 住  田ひまわり住 (３DK、鉄筋２階建て) 募集 数 ２  
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 
家賃 22,800円から ※世帯収入により算定  入居決定時家賃の３カ月分 
共益費 １カ月当たり3,000円  

場 用  １カ月１台当たり820円 場保  １台につき2,460円 
申込期間 随時(土・日祝祭日は除く) 受付時間 午前８時30分から午後５時15分まで 
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 
申込先 本庁建設課および各支所産業建設課(募集案内は、各窓口に準備してあります) 
【お問い合わせ先】吹上支所産業建設課建設 係 TEL 296-2114 

≪≪≪≪吹上支所産業建設課吹上支所産業建設課吹上支所産業建設課吹上支所産業建設課から≫から≫から≫から≫ 

【市内居住者向けの定住促進対策事業の創設について】 
市内に居住する い世 の市外への転出 制を り、定住を促進してい

くための補助 交付制 を、平成29 ４月からスタート予定です。概要は
次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。 
対象要件(抜粋) 

・市内居住者が補助対 地域へ定住するために、住 の新築または 入、
もしくは 等の住 の を った場合に補助 を交付する 
・平成29 ４月から平成32 ３月までの間に新築等をした45歳以下の者
で、生計を同じくする配偶者または18歳以下の扶養者を有している者 
・住 の新築等および用地勚 に要する経費の合算額が100万円を超え
ること(浄化槽および用地の整備費に係る経費は除く) 

補助 額 
・基本額を20万円とし、18歳以下の扶養者に対し１人当たり５万円を加
算する 
・新築する場合、市内業者が施工するときは10万円を加算する 
・補助 額合計の上限額は50万円とする 

補助対象地域 
・東市来地域、日吉地域、吹上地域の全地区 
・伊集院地域の 地区、伊集院勾地区、土 地区 
・伊集院地域の伊集院地区のうち、大田上、大田中、大田下、久木野々、
寺脇の各自治会 

【お問い合わせ先】本庁企画課企画開発係 TEL 248-9403 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課から≫から≫から≫から≫ 

【学校職員(一般非常勤職員)等の募集について】 
地域 職種 報酬 勤務日数 加入保険 

伊集院 学校司書(障害者手帳をお持ちの方) 時間額850円 月20日 社保・雇保 
学校主事 時間額730円 月20日 社保・雇保・労災 
調 員 時間額890円 月20日 社保・雇保・労災 
調 補助員 時間額810円 月14日 労災 
運転手兼調 補助員 時間額890円 月20日 社保・雇保・労災 

日吉 幼稚園教諭  時間額880円 月14日 社保・雇保・労災 
東市来 調 員 月額179,200円 常勤職員 

と同日数 
社保・雇保・労災 

主 調 員 月額163,400円 
調 補助員 時間額810円 月14日 雇保・労災 

吹上 運転手兼調 補助員 時間額890円 月20日 社保・雇保・労災 
調 補助員 時間額810円 月14日 雇保・労災 

応募資格 日置市内在住の 通自動 運転免許を有する方で、各職種の資格については以下のとおり 
・65歳未満の方 
・学校司書 資格は要しない(ただし、司書資格所持者が望ましい) 
・幼稚園教諭 幼稚園教諭２種以上の免許を有する方 

勤務時間 午前８時から午後５時15分までのうち7.5時間以内 
募集人員  選考方法 書類審査、面接 ※ ・主 調 員については 記のほかに 記 験 
提出期限 ２月28日(火) 午後５時15分まで 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 ※学校司書および幼稚園教諭は資格の写しを提出 
【提出先・お問い合わせ先】本庁教育総務課教育総務係 TEL 248-9426 

東市来支所教育振興課教育総務係 TEL 274-2115 吹上支所教育振興課教育総務係 TEL 296-2115 
伊集院給食センター TEL 273-0316 

≪≪≪≪教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課から≫から≫から≫から≫ 

【 住 および特定公共賃貸住
き家 ち順位 公募抽選 

について】 
児島勿では、平成29 勿 住 き

家待ち順位登録公募抽選を実施します。詳
細については、お問い合わせください。 
住 件 日置市内（10団地） 
申込書の配布・受付期間 

２月１日(水)から27日(月)まで 
申込書の配布・受付時間 

午前９時から午後５時まで 
(土・日祝祭日を除く) 

抽選日 ３月９日(木) 午前10時 
抽選場所 児島地域振興局日置庁  

本館２階 第 会議室 
【お問い合わせ先】 

会社 ーリック勘動産日置支所 
（ 児島地域振興局日置庁  別館２階） 
TEL 246-5502 

≪≪≪≪建設建設建設建設課課課課から≫から≫から≫から≫ 



休日当番医のお知らせ 
 【伊集院地域】 【東市来地域】 【日吉・吹上地域】 

１月29日 本庄病院     TEL 273-2135 
清田 科  TEL 273-1333 

浅谷小児科医院  TEL 274-3088 しいの内科クリニック 
       TEL 299-3111 

２月 ５ 日 はやしだ整形外科 TEL 272-2121 
本 科  TEL 273-1811 

大石病院     TEL 274-3211 日置市 所 TEL 292-2146 

２月11日 永浜小児科内科  TEL 272-2829 湯田内科病院   TEL 274-1252 外科馬場病院 TEL 296-2611 
２月12日 守屋病院     TEL 273-3195 ゆのもと記 病院 TEL 274-2521 みゆきクリニック 

       TEL 246-8707 
※ 時間は、各医 務関にお問い合わせください。 

  

【農業者の 申 の申
請について】 

の 農 水産業・地域の活 本
部 において、 申告を っている農業
者を対 とした収入保険制 の導入が決
定されました。 

この保険制 への加入は 申告が前
提条件となりますので、まだ 申告でな
い方は申請をお奨めします。 

新たに 申告を めるためには、 人
の場合、平成29 ３月15日までに、最寄
りの 務 に 申告 認申請書 を提
出する必要があります。 

この申請を え 、平成29 分の所
から 申告を うことができます。（申
告時期は平成30 ２月から３月まで） 
【お問い合わせ先】 

農 局 児島勿 勷地方参事 室 
TEL 222-5840 

≪≪≪≪農林水産農林水産農林水産農林水産課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【「シイタケ駒打ち＆炭焼き」体験 
募集について】 

期日 ２月18日(土) 
時間 午前９時から正午まで(予定) 
場所 伊集院 公園(伊集院町上神殿) 
参加費用 

１ シイタケ駒打ち体験 
ほだ木１本750円(１人３本まで) 

２ 炭焼き体験 無  
窯だし 

３月４日(土)午前９時から正午まで(予定) 
その他 決 。木炭は1,500円（10kg）

で一般販売します 
募集定員 先着30人 
申込方法 ２月１日(水)から電話申込み 
【申込先・お問い合わせ先】 
本庁農 水産課 務水産係 TEL 273-8870 

≪≪≪≪農林水産農林水産農林水産農林水産課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【体育施設 人等の募集について】 
施設 時間額 勤務条件 

(1) 伊集院総合体育館 750円 月20日以内 社保・雇保 
(2) 伊集院総合運動公園 750円 月20日以内 社保・雇保 
(3) 湯之元球場 870円 月17日以内 社保・雇保 
(4) 東市来総合運動公園 750円 月14日以内 
(5) こけけドーム 750円 月14日以内 雇保 
(6) 吹上浜公園体育館 750円 月14日以内 
(7) 日吉運動公園 750円 月14日以内 社保・雇保 

業務内容 受付、 持 ・収 (清掃含む)業務、その他 
募集人員  選考方法 書類審査および面接 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 提出期限 ２月20日(月) 
※応募資格、勤務形態については次に確認ください 
【お問い合わせ先】 

本庁社会教育課スポーツ振興係 TEL 248-9434 (1)(2)の施設 
東市来支所教育振興課社会教育係 TEL 274-2115 (3)(4)(5)の施設 
吹上支所教育振興課社会教育係 TEL 296-2115 (6)の施設 
日吉支所教育振興課社会教育係 TEL 292-2115 (7)の施設 

≪≪≪≪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≫ 

【 人の募集について】 
施設 日置市中央公 館、日置市東市来中央公 館 
募集人員  
業務内容 受付、 持 、収 (清掃含む)業務、その他 
応募資格 日置市在住(平成29 ４月１日現在)で、土・日・祝日

勤務可能な方 
勤務形態 １ 月11日以内(東市来)  

平日 午前８時30分から午後５時まで 
２ 月14日以内(中央・東市来) 

※ １ 新 
(１)平日 午後５時から午後10時まで 
(２)土曜日 午前８時から午後５時まで、午後５時か
ら午後10時までの交替制 
(３)日曜日、祝日 午前８時30分から午後５時まで 

賃 形態 時間額750円 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 
選考方法 書類審査、面接 
提出期限 ２月13日(月) 
【提出先・お問い合わせ先】 

日置市中央公 館 TEL 273-1919 
東市来支所教育振興課社会教育係 TEL 274-2115 

≪≪≪≪社会教育社会教育社会教育社会教育課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【平成28 補 (男子)募集について】 
応募資格 平成29 ４月１日現在、18歳以上27歳未満の男子 
受付期間 ２月１日(水)から17日( )まで 
願書配布先および提出先 

自 児島募集案内所( 児島市 一丁目10-15 田中ビル２階) 
試験期日 ２月25日(土) 
試験会場 上自 国分 地(霧島市国分福島二丁目４-14) 
【お問い合わせ先】自 児島募集案内所 TEL 251-7802 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課からからからから≫≫≫≫ 

【訂正とお詫び】 
広報ひおきお知らせ版第280号(平成

29 1月12日発 )の1/29の休日当番医
の記載に誤りがありました。訂正してお
詫びします。 

 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

 【 によ 法 相談の開催について】 
日  時 場  所 

２月14日(火) 午後１時から 
午後３時まで 

東市来総合福祉センタ
ー 相談室 

２月 ８ 日(水) 午後１時から 
２月22日(水)  午後３時まで 

市中央公 館 講座３ 
市中央公 館 講座１ 

２月27日(月) 午後１時から 
午後３時まで 

日吉 人福祉センター 
相談室 

２月 ９ 日(木) 午後１時から 
午後３時まで 

吹上支所 ２階会議室 

相談従事者 ひまわりの会 
（ 児島勿 士会所 の 士有 で 成し

た団体） 
相談内容 相勸・後 ・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  

【心配ごと相談の開催について】 
日  時 場  所 

２月 ７ 日(火) 午後１時30分から 
２月21日(火)   午後４時まで 

東市来総合福祉セ
ンター 相談室 

２月 ８ 日(水) 午前９時30分から 
２月22日(水)     正午まで 

市中央公 館 講座３ 
市中央公 館 講座１ 

２月 ９ 日(木) 午前９時30分から 
２月23日(木)     正午まで 

吹上中央公 館相
談室 

２月13日(月) 午前９時30分から 
２月27日(月)     正午まで 

日吉 人福祉セン
ター 相談室 

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 
その他 相談無  

相談を希望される方は、直接会場へお越しくださ
い。 

【お問い合わせ先】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561 

≪≪≪≪福祉課福祉課福祉課福祉課から≫から≫から≫から≫ 

【日置市農業委員会委員の推薦・応募について】 
平成28 ４月１日施 の 正農業委員会等に関する法 により、農業委員の選出方法が市 の選 制となりました。平成

29 ７月20日からの新たな農業委員の候補者推薦および応募を次のとおりで受け付けます。 
推薦・応募人員 19人 
業務内容 １ 農地法による農地の貸借・売買の許可や農地転用許可の決定など 

２ 農地等の 用の最適化( い手への農地 用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、企業等の新規
参入の促進) 

３ 農業者 新規加入者の推進 
４ 農業に関する調査および情報提供など 

推薦・応募資格 推薦応募日現在で、次の全ての条件を満たすこと 
１ 農業に関する を有し、農地等の 用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所 に

する事項に関し、その職務を適 に うことができる者 
２ 日置市に住所を有する者。ただし、特別な事情があるときはこの限りではない 
３ 市職員でない者 

任期 平成29 ７月20日から平成32 ７月19日まで 委員報酬 月額45,300円 
推薦・応募方法 本籍および 者の記載がある住 (３カ月以内)と所定の推薦・応募用紙に必要事項を記入の上、農業

委員会事務局または農業委員会支局( 児島地域振興局日置庁 農 水産課内、日吉支所および吹上支所の
産業建設課内)に直接持参するか、郵送してください。応募用紙は前述の窓口に備えるほか、日置市ホーム
ページからもダウンロードできます。持参の場合は土曜、日曜日および祝日を除きます。郵送の場合は３月
３日( )消印有効となります 

推薦・応募期間 ２月１日(水)から３月３日( )午後５時まで 
選任方法 日置市農業委員会委員候補者評価委員会で評価し、農業委員候補者を決定。市 が市議会の同勪を て  
公表 、 、職業等について、募集期間の中間と期間 後に市のホームページで公勖します 
その他 農地 用最適化推進委員に推薦および応募することができますが、農業委員との兼務はできません 
【提出先・お問い合わせ先】農業委員会事務局 TEL 274-2124 FAX 274-4074 

≪≪≪≪農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局から≫から≫から≫から≫ 

【飯牟礼児童クラブの指導員の募集について】 
業務内容 児童の健全な育成と遊び、および生活支援 
募集人員 １人 
応募資格 業務内容の指導ができる方、４月１日より勤務可能な方 
勤務先 地区公 館 
勤務形態 月曜日から 曜日 午後２時30分から午後６時 

( 午後７時) 
土曜日および 期休 期間 午前８時から午後６時 

( 午後７時) 
時間内でのシフト勤務 月10日  

賃 形態 時間額800円(資格有）、時間額750円(資格無) 
※資格 保育士、社会福祉士、幼稚園、小・中学校、高等
学校の教諭となる資格等 

提出書類 書１部（写 付） 有資格者は資格証のコピー１部 
提出期限 ２月17日（ ）午後５時まで 
【申込先・お問い合わせ先】 地区公 館 TEL 273-1632 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【事務補助員の募集について】 
業務内容 事務補助員(パソコン入 等) 
応募資格 65歳未満の方 
勤務日数 月11日から20日  
勤務時間 

午前８時30分から午後５時までのうち7.5時間 
勤務先 本庁および各支所 
賃 形態 時間額720円 
勤務条件 

勤務日数により社会保険、雇用保険適用 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 
選考方法 書類選考、面接等 
提出期限 ２月８日(水)午後５時まで 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁総務課人事給与係 TEL 248-9438 
または各支所地域振興課総務係 

≪≪≪≪総務総務総務総務課課課課から≫から≫から≫から≫ 


