
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ 3 月 ） 
日・曜日 内    容 場 所 時 間 

１日(水) こころの健康相談 
こころの健康相談 

吹上中央公  
市中央公  

１０：００  正午   
１４：００ １６：００ 

２日(木) 
健康体操 
育児相談 
健康相談 
元気なりもんそ教室 

吹上保健センター 
日吉保健センター 
東市来保健センター 
市中央公  

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 
９：３０ １１：３０ 

１０：００ １１：３０ 
３日( )    
４日(土)    
５日(日)    

６日(月) スマイルハンサム教室 
健康相談 

市中央公  
吹上保健センター 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 

７日(火) 育児相談 
健康体操 

吹上保健センター 
市中央公  

９：３０ １１：３０ 
１３：３０ １５：００ 

８日(水) 健康体操 
健康相談 

日吉保健センター 
市中央公  

８：３０  ９：３０ 
９：３０ １１：３０ 

９日(木) 

育児相談 
健康体操 
健康相談 
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  
吹上保健センター 
日吉保健センター 
東市来Ｂ＆Ｇ海洋センター 
日吉保健センター 
市中央公  
 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 
９：３０ １１：３０ 

１０：００ １１：３０ 
受付１３：２０ １３：３０ 
交付     １５：００ 

10日( ) わこなろ会(運動教室) 吹上保健センター １０：００  正午   
11日(土)    
12日(日) ひおきおもちゃ病院開院 市中央公  １３：００ １５：００ 
13日(月)    
14日(火) 健康体操 市中央公  １３：３０ １５：００ 

15日(水) 健康体操 
育児相談 

日吉保健センター 
東市来保健センター 

８：３０  ９：３０ 
９：３０ １１：００ 

  

広報ひおき 
平成２９ ２月９日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８２ 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。 

【勿 吹上 校入校生の募集について】 
現在、吹上高等技術専門校では、平成29 入校生を 集してい

ます。 
募集科目 機械整備科・ 加工科 
募集定員 各科とも 胧名 
募集  ３月３日( ) 
応募資格 

１ 機械整備科 高等学校卒業もしくは同等以上の学 を有する
と認められる方 

２ 加工科 務教育修 もしくは同等以上の学 を有する
と認められる方 

提出書類 入校願書、学校調査書または卒業証明書、写真２枚 
定  2,200円 

選考日 【Ｅ日程】３月12日(日) 
試験会場 勿 交 センターまたは吹上高等技術専門校 
選考方法 筆記試験(総合問題50分)および面接 
【お問い合わせ先】 

児島勿 吹上高等技術専門校 TEL 296-2050 FAX 296-2746 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

【 勯 講 の生き方 ー 】 
日時 ２月25日(土) 午後１時30分から午後４時

30分まで 
会場 かごしま勿 交 センター 東棟３階 中

研修室第２ 
講師 濱田智崇 氏(京都 大学心 学科 教授/京

都大学在学中に日本初の男性専用相談「男」悩
みのホットラインを開設) 

対象 30 40代の男性 
受講    
託児 有り(要事前申込) 
定員 30人(要事前申込・先着順) 
申込  ２月11日(土） 
【申込先・お問い合わせ先】 

児島勿男 共同参画センター 
TEL 221-6603 FAX 221-6640 
メール p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp 

≪≪≪≪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≫ 

  

【吹上温泉ウォーキング大会について】 
日時 ３月17日( ) 午前9時から 
場所 吹上温泉イベント広場(吹上町南湯之元) ※雨天時：吹上勤労者体育センター 
参加  300円 昼食代 400円(要事前申込 先着150人)※焼きそば・おにぎり 
特典 遠方賞・最高齢者賞(事前申込者)・抽選(特産品等) ほか 
コース Ａコース 海を眺めて歩く湯の浦カントリーコース(６キロ) 

Ｂコース 勽 さんの公園コース(４キロ) 
Ｃコース 吹上温泉ぶらり散策コース(２キロ) 
Ｄコース 吹上 コース(４キロ)※先着50人 

申込  ３月１日(水)※申込書は本庁健康保険課、各支所市 課または吹上温泉各施設にあります。 
【申込先・お問い合わせ先】吹上支所市 課健康保健係 TEL 296-2113 

≪≪≪≪吹上支所市民課吹上支所市民課吹上支所市民課吹上支所市民課から≫から≫から≫から≫ 

【吹上 ン キング 活について】 
国 吹上 では、 さまに好評のあったランチ

バイキングを 活します。 
オープン ２月11日(土) 営業日 土・日・祝日のみ 
営業時間 正午から午後３時まで 

※午後２時オーダーストップ※時間制限なし 
 大人(中学生以上)：1,620円 

小学生：900円、幼児：  
【お問い合わせ先】 

国 吹上  TEL 0120-296-233 

≪≪≪≪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≫ 

【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 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。 
期日 ３月１日(水) 
時間 午前10時から正午まで、午後２時から午後４時まで 
場所 吹上中央公 （午前）、日置市中央公 （午後） 
相談時間 １人当たり１時間 
 
【こころの健康づくり講演会の開催について】 
ひきこもりについて 研 し、認知 動 を用いて本

人や家族への支援を実施している境泉洋氏を講師に招き、講
演会を開催します。 
日時 ２月22日(水) 午後１時30分 (受付 午後１時から) 
場所 日吉 人福祉センター 
講演内容 「引きこもり支援・家族支援」 
講師 徳島大学大学院准教授 心 /認定 動  

境泉洋 氏 
申込期限 ２月14日(火) 
【お問い合わせ先】 

本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421 
本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416  

≪≪≪≪健康保険課健康保険課健康保険課健康保険課・・・・福祉課福祉課福祉課福祉課から≫から≫から≫から≫ 

【政治活動用事務所の証票交付について】 
次の選挙において、公職の候補者等(現職、候補者、 候補予定者）または、その後援団体が政治活動するため事務所に

胒 等（ ・胒 の ）を掲示する場合は、日置市選挙 員会が交付する「証票」の 付が必要です。 
証票交付対象となる選挙 

１ 日置市 選挙 
２ 日置市議会議員選挙 

交付申請 
日置市選挙 員会に備え付けてある交付申請書と設置場所のわかる 面を提出してください。ただし、後援団体は

児島勿選挙 員会で受 された「政治団体設 」（勿選 の受付印のあるもの）の写しも胭付してください。 
掲示できる期間 

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことがで
きますが、選挙運動期間中は新たに掲示できません。 
受付場所 日置市役所本庁 ２階 選挙 員会 
受付時間 開庁日の執務時間内 
【お問い合わせ先】日置市選挙 員会 TEL 248-9437 

≪≪≪≪選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会から≫から≫から≫から≫ 

【 時職員の募集について】 
勤務地 木 生センター 
募集人員 胧名 業務内容 し 収集作業等 
応募資格 １ 通自動 (AT限定勘可) 

２ 昭和32 ４月２日以 に生まれた方 
３ いちき 木 市・東市来町在住の方 

勤務日数 月20日程  (原則月曜日から 曜日まで) 
勤務時間 午前８時30分から午後４時30分まで 
雇用期間 平成29 ４月１日から平成30 ３月31日まで 

( 新あり) 
報酬額 日額 8,400円 
選考方法 面接 提出書類 書 
提出期限 ２月27日(月)まで 
 

勤務地 勽 火葬場 
募集人員 胧名 
業務内容 火葬および収骨、火葬場内清掃作業等 
応募資格 １ 昭和28 ４月２日以 に生まれた方 

２ いちき 木 市・東市来町・伊集院町・日
吉町在住の方 

勤務日数 月12日程  (土・日・祝日出勤あり) 
勤務時間 午前９時から午後５時まで 
雇用期間 平成29 ４月１日から平成30 ３月31日まで 

( 新あり) 
報酬額 日額 10,500円 
選考方法 面接 提出書類 書 
提出期限 ２月27日(月)まで 
【提出先・お問い合わせ先】 

いちき 木 市・日置市 生 組合 
TEL 0996-32-3612 

 

≪≪≪≪市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課から≫から≫から≫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 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 ３月８日(水) 午後２時から午後４時まで 
場所 木 健康 勺センター 
対象者 精神障がい者の家族 
内容 講話 「障害福祉サービス等について」 

講師 日置市障がい者等基幹相談支援センター職員 
その他 家族同 の勪 交換会もあります。 
参加費  
【申込先・お問い合わせ先】 

伊集院保健所地域支援係 TEL 272-6301 

≪≪≪≪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 
 【伊集院地域】 【東市来地域】 【日吉・吹上地域】 

２月19日 たもつクリニック TEL 246-5850 博悠会温泉病院  TEL 274-2238 しいの内科クリニック 
TEL 299-3111 

２月26日 内科     TEL 272-2330 
科     TEL 272-2332 

樋口クリニック  TEL 274-9388 吹上クリニック 
TEL 296-2711 

※ 時間は、各医 機関にお問い合わせください。 
  

【パブリックコメントの実施 
について】 

市では、次の計画案を策定するに当たり、
広く市 の さまからご勪 をいただくた
めに、パブリックコメントを実施していま
す。 
計画案名 

日置市地域公共交通網形成計画骨子(案) 
計画案の公表 

市ホームページおよび本庁企画課、各支所
地域 課、各地 公 で公勖します。 
手続期間 

２月１日(水)から28日(火)まで 
【お問い合わせ先】 

本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課から≫から≫から≫から≫ 

【 開の くお ウォーク参加者募集について】 
日時 ３月26日（日） 午前８時30分から受付開始 

※雨天  天等により内容が になる場合があります。 
集合場所 日置市役所 
スタート ロングコース(18キロ) 午前９時 

基本コース(14キロ)  午前９時30分 
参加費 1,000円(税込)お 当とお肪が付きます。直接持参か郵

でお支 いください。原則 い しができませんので、ご く
ださい。 

申込方法 日置市観光協会へ電話もしくはFAX、メールでお申し込みく
ださい。FAX、メールで申し込みの際は、名前・性 ・ 齢・
電話番号・住所をご記入ください。 

その他 中学生以下は保護者同伴で参加してください。 
申込  ３月３日( )まで 
【申込先・お問い合わせ先】日置市観光協会 TEL 248-7380 

FAX 248-7383 メール kikaku02@hiokishi-kankou.sakura.ne.jp 

≪≪≪≪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≫ 

【市 業員の募集について】 
職種 作業員 
募集人員 伊集院・日吉・吹上地域 それ れ 胧名 
応募資格 日置市在住の65歳未満(平成29 ４月１日現在)で、

通自動 運転 を取 している方 
勤務先 伊集院・日吉・吹上地域 
勤務形態 月曜日から 曜日まで(月20日以内) 
勤務時間 午前８時30分から午後５時まで(うち7.5時間) 

形態 時間額870円 
雇用期間 平成29 ４月から平成30 ３月まで 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 
申込  ２月28日(火) 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁建設課 係 TEL 273-8871 
日吉支所産業建設課建設 係 TEL 292-2111 
吹上支所産業建設課建設 係 TEL 296-2114 

≪≪≪≪建設課建設課建設課建設課から≫から≫から≫から≫ 

【 相談について】 
日時 ２月15日(水)午前10時から午後３時まで 
場所 市中央公  ３階 大会議室 
内容 児島勾 事務所の専門相談員が、

をもらう手続き、 の 組み、保険 のこ
となど、 についてのご相談にお えしま
す。相談の際は、事前に予約のあった方を優
先しますので、事前予約をお願いします。な
お、本人確認のために公的機関発 の 写真
付き証明書と 手帳などの関係書 をご持
参ください。 

【お問い合わせ先】 
本庁市 生活課 係 TEL 248-9414 

≪≪≪≪市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課から≫から≫から≫から≫ 

【 参画 勺 る務 との 講 生 参画  児勹勿にお る
参画の勶 と 族 家シン ー のくらし の開催について】 

日時 ２月19日(日) 午後１時30分から午後４時まで 
会場 かごしま勿 交 センター 東棟 ３階 大研修室第１ 
講師 児島勿男 共同参画センター職員 クエクインヤン氏(勿国際交 員 ン ール出身) 
参加費 200円 定員 30人(要事前申込・先着順) 
申込方法 氏名と連絡先を明記のうえ、メール・電話・FAXにてお申し込みください。 
【申込先・お問い合わせ先】 

児島勿国際交 協会 TEL 221-6620 FAX 221-6643 メール kia10@po.synapse.ne.jp 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課から≫から≫から≫から≫ 

【障害者控除対象者認定について】 
市では、身体障害者手帳等を持っていない場合で

も、寝たきりや認知症の状態で一定の基準に該当す
ると、障害者に準ずる者として、所 税や市・勿
税の申告の際に障害者控除を受けることができる
認定書を交付しています。 

対象となるのは、介護保険の要介護認定を受けて
いる65歳以上の人で、本人または本人を扶養して
いる 族に所 税や市・勿 税が課税されている場
合です。申請後、審査のうえ該当者には「障害者控
除対象者認定書」を交付します。 
※要介護認定を受けている方であっても、基準によ
り、必ずしも障害者控除対象者とならない場合もあ
ります。 
【お問い合わせ先】 

本庁福祉課 胗福祉係 TEL 248-9419 
または各支所市 課福祉係 

≪≪≪≪福祉課福祉課福祉課福祉課から≫から≫から≫から≫ 

【緊急通報システムについて】 
簡単なボタン操作や人感センサーにより、24時間体制のコー

ルセンターにつながり、 時などの な対応や日常生活相
談、勣 確認を う 通報 置を し、 用者が勣心して
暮らせるよう支援します。 
対象者 １ 65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯の方 

２ 障がい者のみの世帯の方 
３ ひとり暮らしで、 心疾 等 発的に生 が

険な症状の発生する疾病をお持ちの方 
用  月額 392円 

その他 受信センターからの要請で、容態の確認などに駆け付
けていただく協 員が必要です。申し込みにあたっては、
事前に協 者に 明を い、 を てください。 

【お問い合わせ先】本庁福祉課 胗福祉係 TEL 248-9419 
または各支所市 課福祉係 

≪≪≪≪福祉課福祉課福祉課福祉課から≫から≫から≫から≫ 

 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【 政書 に る 相談会の開催】 
日時 場所 

２月28日(火) 
午後１時から午後４時まで 

東市来支所 ３階 応接室 

３月28日(火) 
午後１時から午後４時まで 

日吉支所 １階 会議室 

相談従事者 児島勿 政書 会日置支部会員 
相談内容 相続、後 、公正証書、 肶、その 生活相談 
予約先 子島 政書 事務所 TEL 272-2405 

※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】 
政書 事務所 TEL 080-6476-3924 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

【確定申告は正しくお早めに】 
平成28 分の所 税および 特 所 税の確定

申告期間は、２月16日(木)から３月15日(水)までと
なっています。 

所 税は、納税者自身が所 額や税額を正しく計
して納税する申告納税制 を 用していますので、

申告と納税は、期限内にお済ませください。申告期限
が間 になりますと、申告相談会場は大 し、
時間掛かる場合もありますので、お早めに申告をお済
ませください。 

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で作成した確定申告書は印刷して、所轄税務署
へ郵送等により提出できます(e-Taxで送信もできま
す)ので、肔非ご 用ください。 
【お問い合わせ先】 

伊集院税務署 TEL 273-2541 

≪≪≪≪税務課税務課税務課税務課から≫から≫から≫から≫ 

【第２回飯牟礼矢筈・諸正岳登山大会参加者募集】 
日時 ３月11日(土) 午前９時30分から ※雨天の場合翌日に順延 
発着点 飯牟礼地 公  
コース 

矢筈コース 90分 (発着勷 縦走 矢筈 発着勷) 
諸正コース 80分 (発着勷 諸正 縦走 発着勷) 
縦走コース 120分 (発着勷 矢筈 縦走 諸正 発着勷) 

参加費 
1人500円(おにぎり 当・お肪・参加賞・ 歩賞・抽選 含む) 

募集定員 120人 
申込期限 ２月20日(月) 
【申込先・お問い合わせ先】飯牟礼地 公  TEL・FAX 273-1632 

≪≪≪≪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≫ 

【平成29 生活 ンター の 用受付
について】 

農村生活センター・伊集院農産物加工センター・飯牟礼農
産物加工センターでは、みそ・めんつゆ・焼肉のたれ･ふくれ
菓子・酢こんぶなど、作業可能な５人以上のグループで自家
用として加工品を作ることができます。 
受付開始 

３月１日(水) 午前８時30分から午前10時まで 
※１グループで１回の受付につき１回分のみ予約可 
この時間に各加工センターに来られない方は、３月２日

（木）午前８時30分から農 水産課にて受付 
【お問い合わせ先】 

農村生活センター(下神殿) TEL 273-4237 
伊集院農産物加工センター(中川) TEL 273-9055 
飯牟礼農産物加工センター TEL 272-2863 
本庁農 水産課農政係 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≫ 

【平成28 第２回日 市 会の開催
について】 

日時 ２月24日( ) 午前９時から午前11時まで 
場所 市中央公  ３階 研修室２・３ 
内容 

１ 日置市障がい者福祉大会について 
２ 各専門部会の今 の活動内容報告および来 の

標について 
３ 相談支援の質の向上に向けた取組みについて 
４ 日置市障がい者計画について 

公開・非公開の別 公開(傍聴者定員10人) 
その他 

会議開催時刻30分前から傍聴手続きをします。傍聴の際は、
会場入口に掲示してある傍聴要 を 守してください。 
【お問い合わせ先】 

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≫ 

【 児勹勿の勞 が 正 し 】 
児島勿最 賃 が次のとおり 正されました。最 賃

は、 時・パート・ ルバイトなどす ての労 者に 用さ
れ、 用者は労 者に対し、最 賃 額以上の賃 を支 わ
なければなりません。 
地域別勞  

児島勿最 賃  時間額 効 発生日 
715円 平成28 10月１日 

特定勞 （勩業別勞 ） 
産業名 時間額 効 発生日 

電子部品・デバイス・
電子回 、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業(医 用計 器
製造業を除く。ただし
心電計製造業は含む） 

745円 平成29 １月８日 

自動 (新 )小売業 780円 平成28 12月21日 
百貨店・総合スーパー 715円 平成28 10月１日 
【お問い合わせ先】 児島労  TEL 223-8278 

≪≪≪≪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≫ 

【市営 入 者の募集について】 
募集要件 

１ 就労され収入のある世帯で、家賃および を支 う
ことができる方 

２ 市税および公的 用 等を胇納していない方 
募集 数  
住 名 吉一般住  中原一般単身 今田一般単身 

集 数 ５  ２  ３  
建物構造 鉄筋２階建 木造２階建 木造２階建 
家賃 25,000円 23,000円 25,000円 
間取り ２DK １DK １DK 

 家賃の３カ月分 
申込期間 定数に達するまで 
受付時間 

午前８時30分から午後５時15分まで(土・日、祝祭日は除
く) 
申込書 

吹上支所産業建設課建設 係に用勪してあります。 
【申込先・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≫ 

【勿 校入校生募集
について】 

募集学科 建築科 募集  ２月24日( ) 
応募資格 職業転換を必要とされる方、平成29

３月に 務教育を修 込みの方 
選考日 ３月１日(水) 
選考場所 勿 之 高等技術専門校 
選考方法 筆記試験(数学、 務教育修 程 )およ

び面接 
【お問い合わせ先】 

勿 之 高等技術専門校 TEL 0996-53-0207 

≪≪≪≪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≫ 


