
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ ３ 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 
特設人権相談 

吹上保健センター 
市中央公 館 
吹上中央公 館 

９：３０ １１：００ 
１０：００ １１：３０ 
１０：００ １５：００ 

17 日( )    
18 日(土)    
19 日(日) 第45回彼岸相撲大会 東市来相撲場（Ｂ＆Ｇ敷地内） ８：５０ １５：３０ 
20 日(月)    
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 

相談 

日吉保健センター 
ゆすいん 
日吉支所 

８：３０  ９：３０ 
１０：００ １１：３０ 
１０：００ １５：００ 

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 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（運動教室） 吹上保健センター １０：００  正午   
25 日(土)    
26 日(日) を くお ウ ーク 市役所前スタート・ゴール 受付８：３０  ９：００  
27 日(月) スマイルハンサム教室 市中央公 館 ９：３０ １１：００ 

28 日(火) 農業 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 

29 日(水) 健康体操 日吉保健センター ８：３０  ９：３０ 
30 日(木) 健康体操 吹上保健センター ９：３０ １１：００ 
31 日( )    

  

広報ひおき 
平成２９ 2 月２３日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８３ 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。 

【第14 場 の 策 について】 
だかの  尾木場 で を満 しませんか。 山 策や山菜狩り、地元の方との交 会など尾木場地 の農

や自然を楽しみましょう。皆さまのお越しをお待ちしております。 
日時 ４月２日(日) 午前９時30分から午後０時30分まで （受付：午前９時から） 
内容 山菜狩り（ツワ・わらび・ゼンマイ・ノビルなど）、たけのこ り、 山 策など 
集合場所 東市来地域尾木場集会場 募集定員 20組（80人：１組４人 ） 
申込期限 ３月17日( )まで ※定員になり次第 り 
参加  １組2,500円（たけのこ３キロまでを含む） 昼食代 １人当たり300円 
【申込先・お問い合わせ先】東市来支所勩業 設課農 水勩係 TEL 274-2114 FAX 274-4079 

≪≪≪≪東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課から≫から≫から≫から≫ 

【平成28 第３ い者計画 員会について】 
日時 ３月２日(木) 午前10時から正午まで 場所 市中央公 館 ３階 講座３ 
内容 第３期障がい者計画の素案について 公開・非公開の別 公開（傍聴者定員10人） 
その他 会議開催の30分前から傍聴手続を います。傍聴の際は、傍聴要 を 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。 
【お問い合わせ先】本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 FAX 273-3063 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課課からからからから≫≫≫≫ 

  

【 付 イク・ の手続きについて】 
を下取り、 、 、 、または所有者の住所や氏名が変わった場合は手続きが必要となります。 
自動 税は、 ４月１日現在に 自動 や原付バイク、農耕作業用 を所有している方に課税されます。手続

きを３月31日までに しないと、４月１日現在の所有者に 自動 税を 付する 務が発生しますのでご 勪く
ださい。業者などに手続きを された場合は、必 ご自分で手続きの を してください。 
【手続き窓口・お問い合わせ先】 
・原動機付自 （原付バイク、ミニカー） 
・ （125cc以下） 
・小型特 自動 （農耕用トラクターなど） 

本庁税務課市 税係 TEL 248-9412 
または各支所地域振興課市 税係 

・ 自動 （勫 および 以上） 
・ （125cc超250cc以下） 

全国 自動 協会連合会 児勹事務所 
児勹市 山港 ４番42号 

TEL 261-4011 
・ 小型自動 （250ccを超える ） 児勹運 支  

児勹市 山港 ４番１号 
TEL 050-5540-2089 

 

≪≪≪≪税務課税務課税務課税務課からからからから≫≫≫≫ 

【交通災害共済への加入申込みについて】 
平成29 交通災害共済加入申込みを っています。加

入希望の方は本庁総務課または各支所地域振興課の窓口ま
でお越しください。また 加入している方には２月20
日に加入申込書を郵送していますので、その加入申込書によ
りお申し込みください。 
加入申し込み受付 

・本庁総務課または各支所地域振興課 
・ 政 員（自 会ごとに なりますので 政 員へ
お問い合わせください） 

共済期間 平成29 ４月１日から平成30 ３月31日まで 
 １人500円 申込  ３月31日( ) 

【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 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課からからからから≫≫≫≫ 

【 相談について】 
日時 ３月22日(水) 午前10時から午後３時まで 
場所 日吉支所 
内容 児勹勾 事務所の 相談員が、 を

もらう手続き、 の仕組み、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 のた に公 機関発 の
付き 明書と 手 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 課市 係 TEL292-2113 

≪≪≪≪市民市民市民市民課課課課から≫から≫から≫から≫ 

 
≪≪≪≪健康保険課健康保険課健康保険課健康保険課からからからから≫≫≫≫ 

【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

皆さまからご勪 をいただくた に、パブリックコ ン
トを実施しています。 
計画案名 

第２次日置市元気な市 づくり運動 勺計画（案） 
計画案の公表 

市ホームページおよび本庁健康保険課、各支所市 課、
各地 公 館で公勖します 
手続期間 ２月10日( )から３月６日(月)まで 

【お問い合わせ先】本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421 
 

【平成28 第３ く 議会】 
日時 ３月13日(月) 午後２時から午後４時まで 
場所 市中央公 館 ３階 大会議室 
内容 第２次日置市元気な市 づくり運動 勺計画策

定について 
各団体の健康づくり活動実績について 

公開・非公開の別 公開（傍聴者定員15人） 
その他 会議開催時刻の30分前から傍聴手続をしま

す。傍聴の際は、傍聴要 を してください。 
 

【日置市ホームページリニューアルについて】 
≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

勯の向上や日置市の をよりよく発勼するた
に日置市の公式ホームページをリニューアルします。探し
たい情報にアクセスしやすく、高齢者や障がいのある方に
も使いやすいホームページとなります。 
公開日 ３月１日(水) 
ホームページアドレス 

http://www.city.hioki.kagoshima.jp/ 
※現在のアドレスからの変 はありません。 

【お問い合わせ先】 
本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401 

 



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】 

３月 ５ 日 野口クリニック TEL 272-3211 
せきやま皮膚科 TEL 273-1000 

湯田内科病院   TEL 274-1252 日置市 所  TEL 292-2146 

３月12日 康生クリニック TEL 272-1177 ゆのもと記 病院 TEL 274-2521 外科馬場病院  TEL 296-2611 
※ 時間は、各 機関にお問い合わせください。 

  

【地域公共交通会議について】 
日時 ３月10日( ) 午後２時から午後５時まで 
場所 日吉中央公 館 ２階 大会議室 
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 平成28 コミュニティバス、 合タクシー運 事業

実績について 
３ 平成29 コミュニティバス、 合タクシー、 代

替バス（空港バス等）の運 について 
公開・非公開の別 公開（傍聴者定員10人） 
その他 

会議開催時刻の30分前から傍聴手続きをします。傍聴の際
は、傍聴要 を 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 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課からからからから≫≫≫≫ 

【親子工作イベント「でんきをつくろう」】 
子でペット トル 発電やス ーン水 発電

などを作って電気について考えてみませんか？ 
日時 ３月５日(日) 午前９時30分から正午まで 
場所 市中央公 館 １階 和室 
対象者 幼稚園・保育園児、小学生とその保護者 
参加  無  
申込方法 ２月27日(月)までに電話でお申し込みく

ださい。 
 

【循環型コミュニティ講演会について】 
環境も、エネルギーも、人も全てが循環する循環型

コミュニティをつくり、ともに豊かになっていくには
どうしたら いか、一 に考えてみませんか？ 
期日 ３月８日(水) 
時間 午後２時から午後４時30分まで 
場所 市中央公 館 大会議室 
講師 星野恵美子氏 参加  無  
申込方法 電話でお申し込みください。 
【申込先・お問い合わせ先】 

ひおき小水 発電 勺協議会 TEL 248-7200 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課からからからから≫≫≫≫ 

【第２種電気工事士資格試験対策講座 受講者募集について】 
講座名 開講日時 講座内容 試験日および試験会場 
学科編 ５月７日、14日、21日、28日 

午前９時から午後４時まで 
編、施工編、 編 
試験で実 アッ を図る 

・上期試験日(予定) 
 筆記試験 ６月 ４ 日(日) 
 技能試験 ７月23日(日) 
・試験会場 児勹市 

実技編 ７月２日、９日、16日 
午前９時から午後４時まで 

実技編 

定員 10人  
受講  学科編：20,000円（教材代等含む） 

実技編：16,000円（ 具 出・材 代等含む） 
持参物 筆記用具、実技用工具 
場所 職業訓練法人川内能 開発協会 川内技術開発センター 
申込  学科編：４月14日( )まで 

実技編：６月23日( )まで 
申込方法 電話またはFAX（講座名、住所、氏名、電話番号を記載） 
【申込先・お問い合わせ先】 

職業訓練法人川内能 開発協会 川内技術開発センター TEL 0996-22-3873 FAX 0996-20-6423 

≪≪≪≪商工観光商工観光商工観光商工観光課課課課から≫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≫≫≫≫ 

【 親募集 会について】 
制 の紹介と 募集のた の説明会を開催

します。 
期日 ３月10日( ) 
時間 昼の部 午後２時から午後４時まで 

夜の部 午後６時30分から午後８時30分まで 
場所 市中央公 館 ３階 研修２・３ 
内容 １ DVDによる紹介 

２ 概要説明 
３ 個別相談（希望者のみ） 

その他 事前の申込みは必要ありません。 
【お問い合わせ先】 

本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248-9416 

【高齢者福祉支援員の募集について】 
地域を 勷に高齢者や ランティアの方たちが集まって

っているふれあい・いきいきサロンに出向いて、支援（レク
リエーション、折り紙等）や情報提供、各関係機関との連絡
調 を う支援員を次のとおり募集します。 
募集人員 １人 
業務内容 ふれあい・いきいきサロンへの支援や指導業務等 
応募資格 通自動 取得者 
勤務日数 月13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） 

 時間額 850円 勤務条件 雇用保険あり 
勤務期間 平成29 ４月から平成30 ３月まで 
提出書類 一般職非常職員等登録申込書 
申込  ３月10日( ) 午後５時まで 
選考方法 書類審査、面接 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁福祉課 福祉係 TEL 248-9419 
または各支所市 課福祉係 

 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課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    ≫≫≫≫ 

 【 士によ 法 相談の開催について】 
日  時 場  所 

３月 ８ 日(水) 午後１時から 
３月22日(水)  午後３時まで 

市中央公 館 小会議
室 

３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 

３月11日(土) 午後１時から 
３月27日(月)  午後３時まで 

日吉 人福祉センター 
相談室 

３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 

相談従事者 ひまわりの会 
（ 児勹勿 護 会所 の 護 有 で 成し

た団体） 
相談内容 相続・後 ・公正 書・その 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 

３月 ７ 日(火) 午後１時30分から 
３月21日(火)   午後４時まで 

東市来総合福祉セ
ンター 相談室 

３月 ８ 日(水) 午前９時30分から 
３月22日(水)     正午まで 

市中央公 館 
小会議室 

３月 ９ 日(木) 午前９時30分から 
３月23日(木)     正午まで 

吹上中央公 館 
相談室 

３月13日(月) 午前９時30分から 
３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 合 会議（公募 員）の募集について】 
日置市では、平成27 10月に策定しました まち・ひと・しごと 生総合勛 （平成27 平成31 ）に関する

事業を に 勺するにあたり、各 事業の や必要な 直しなどについて広く市 の皆さまのご勪 などをいただく
た に、日置市総合勛 会議の公募 員を募集します。 
募集人員 ３人以内 
応募資格 応募日現在で、次のすべての条件を満たすこと 

１ 日置市に住所を有する者または日置市に する事務所等に勤務する者で 齢満20歳以上の人 
２ 平日に開催される会議に出 できる人（ 間２回 ） 
３ 日置市議会議員および日置市職員でない人 

任期 ３ （平成29 ４月１日から平成32 ３月31日まで） 
 予 に づいて、 をお支 いします。 

応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、本庁企画課または各支所地域振興課に持参するか郵送してください。応
募用紙は本庁企画課および各支所地域振興課に置いてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。 

応募期間 ２月23日(木)から３月16日(木) 午後５時必着（郵送も同じ） 
選考方法 動機や勪 等の内容を審査し、公平に 考します。また、応募者が定員を超えた場合は、 員経験がない方を優

先します。 
【お問い合わせ先】本庁企画課 政経 勛 係 TEL 248-9403 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課からからからから≫≫≫≫ 

【 時福祉給付 (経済対策分)について】 
次の 時福祉給付 を受付期間内にて申請受付を いますので、平

成28 時福祉給付 （３千円）支給対象者、または該当と思われ
る方は手続きを ってください。なお、本市からは２月 日に申請書
等を郵送します。 
申請受付期間 ３月１日(水)から７月31日(月)まで 

 税 の 上げに際し、 所得の住 に える の
に み、 所得の住 に対する な配 を うた 、

定 かつ 時 な 置として支給するものです。 
国の経済対策の一環として、平成29 ４月から平成31

９月までの２ 分を一 して支給するものです。 
支給対象者 

平成28 時福祉給付 （３千円）支給対象者 
１ 平成28 １月１日時勷において日置市に住 登録のある方 
２ 平成28 の市 税（均等割）が課税されていない方 
※ただし、以下の方は除く。 
１ 市 税（均等割）が課税されている者の 等 
２ 生活保護の被保護者 

給付額 支給対象者１人につき １万５千円（１回のみ給付） 
給付時期 平成29 ３月下 以 （審査決定分から随時） 
【お問い合わせ先】日置市 時福祉給付 窓口 

（本庁福祉課福祉政策係内） TEL 248-9460 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課課からからからから≫≫≫≫ 

【日置市 書 非 勤 員募集】 
応募資格 

日置市在住で司書資格のある人。または、日置
市内在住で、図書館の仕事に興味があり、パソコ
ンの簡単な操作ができる人 
募集人員 名 
勤務日数 月14日以内 
勤務時間 

午前8時30分から午後７時まで（うち7.5時間） 
シフト制、土・日・祝日勤務あり 

勤務先 日置市内図書館 
 

時間額 有資格者770円 無資格者720円 
応募方法 一般職非常勤職員等登録申込書 
提出期限 ３月10日( ) 午後５時まで 
【提出先・お問い合わせ先】 

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 

≪≪≪≪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≫≫≫≫ 


