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令和元年5月31日発行
日置市役所　総務企画部　総務課

※市役所各課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。

≪総務課から≫

【大学通信教育合同説明会の開催について】

≪農業委員会から≫

　日置市農業委員会では、次の件に関し、広く皆さま
からご意見をいただくため、パブリックコメントの手続
きを実施します。
件名　日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく
点検・評価（平成30年度）及び目標とその達成に向け
た活動計画（平成31年度）について
　このパブリックコメントは、農業委員会が行う農地法
などの法令事務および促進事務の適正かつ円滑な実
施を行う農業委員会活動計画を策定するに当たり、市
民の意見を募集することで、市民との協働による開か
れた市政の推進に資することを目的としています。
点検・評価と計画案の公表
市ホームページおよび次の場所で公表しています。
・農業委員会事務局（東市来支所）
・本庁農林水産課（鹿児島地域振興局日置庁舎内）
・日吉支所産業建設課　・吹上支所産業建設課
　なお、意見提出用紙については、ホームページ内お
よび各公表場所に準備してあります。
募集期間　４月８日(月)から５月７日(火)まで
【お問い合わせ先】農業委員会事務局TEL 274-2124

【パブリックコメント手続きの実施について】

≪商工観光課から≫

　ハローワークでは6月1日から来春の中学校、高等学
校卒業予定者の学卒求人の受付を開始します。
　高校生は、9月16日から選考および採用内定開始と
なりますが、多くの生徒は夏休み中に職場見学などを
行い、応募先企業を絞り込みます。優秀な人材確保の
ためには、早めの求人申込みが重要になります。
　事業主の皆さまには、なるべく早めの求人提出をご
検討いただき、一人でも多くの学生がふるさとで活躍
できるよう応募の機会を与えていただきますよう、よ
ろしくお願いします。
【お問い合わせ先】
ハローワーク伊集院 TEL 273-3161

【学卒求人票の提出について】

≪建設課から≫

　市では、がけ地近接等危険住宅移転事業により令和
2年度に移転を希望される方を募集します。この制度
はがけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすお
それのある区域に建っている危険住宅を、安全な場所
に移転することで住民の生命の安全を確保することを
目的として、市が移転者に対して危険住宅の除却や安
全な場所への住宅の建設に要する費用に対して補助
金を交付する制度です。
補助の内容
・除却等費(限度額80万2千円)
危険住宅の撤去費及び移転に要する費用
・建物助成費(限度額722万7千円)
危険住宅に代わる住宅の建設(購入)、土地取得、敷地
造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利息額
締切期限　9月30日(月)まで
※対象となる住宅等詳しくは次までお問い合わせくだ
さい。
【お問い合わせ先】
本庁建設課建築係 TEL 273-8871

【令和2年度がけ地近接等危険住宅移転事業希望者の募集について】

≪商工観光課から≫

定員　10人程度　　受講料　10,000円
その他必要経費　
(各学科編) 3,000円　※テキスト・教材費等
(実技編)  　　※テキスト・教材費(授業使用
分のみ)等含む
持参物　筆記用具・実技用工具は各自ご用意ください。
場所　職業訓練法人川内能力開発協会川内技術開発センター
申込締切　各講座 開催日の10日前
申込方法　電話またはＦＡＸ（講座名・住所・氏名・電話番号）
【申込先・お問い合わせ先】
職業訓練法人川内能力開発協会川内技術開発センター 
TEL 0996-22-3873　FAX 0996-20-6423

【第1種電気工事士資格試験対策講座　受講者募集】

≪農林水産課から≫

　吹上浜公園・永吉川河口付近南側および日吉町松
山集落内一部区域において、薬剤の地上散布作業を次
の日程で行います。期間中は散布作業車の通行など大
変危険ですので、散布区域付近には立ち入らないでく
ださい。散布時間内は、ジョギングやウォーキング、海
岸での釣りなどもご遠慮ください。なお散布区域内で
交通規制を行いますので、ご注意ください。皆さまのご
協力をお願いします。
実施日時　6月18日(火) 午前5時から正午ごろまで
　　　　　※天候不良の場合は順延となります。
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【松くい虫防除(地上散布)について】

≪中央図書館から≫

　小さなお子さまから大人まで楽しめる会ですので、
ぜひお越しください。
日時　6月22日(土)午後1時～午後4時25分
　　  （受付：午後0時30分～）
場所　東市来文化交流センター
内容　① 開会行事
　　　② ワークショップ（定員各50人）※事前の申
　　　し込みが必要です。
　      ・読み聞かせ（幼児・小学校低学年）
　    ・不思議な折本で作る当てっこ絵本製作（小学
　　　 校中学年・高学年）
　      ・ビブリオバトル（中学生・一般）
　　  ③ 講演　絵本作家 高畠 那生 氏
　         演題　「高畠那生の絵本のはなし」
【お問い合わせ先】
日置市立中央図書館 TEL 273-6886

【第11回日置市子ども読書活動推進大会について】

≪福祉課から≫

期日　令和2年2月25日(火)までの毎週火曜日
時間　午後2時～午後4時
講習場所　日吉老人福祉センター　多目的ホール
受講対象者　①～③の全てに該当する方
① 日置市内に居住している方
② 手話に興味があり、年間を通して受講できる方
③ 講習会終了後に奉仕員として活動できる方
募集人数　30人
受講料　無料※テキスト代は自己負担(3,000円程度)
申込方法　次まで電話にてお申し込みください。
【申込先・お問い合わせ先】
日置市社会福祉協議会 本所 担当:原口 
TEL 246-8561

【手話奉仕員養成講座の受講生募集について】

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　相談無料
　　　　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

【心配ごと相談の開催について】
≪福祉課から≫

場　　所 日　　時
東市来総合福祉センター　相談室
日置市中央公民館　講座２
日置市中央公民館　講座３

1月  8日（火）午後１時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 1月12日（土）午後1時～午後3時

吹上支所２階会議室 1月10日（木）午後1時～午後3時

1月  9日（水）午後1時～午後3時
1月23日（水）午後1時～午後3時

≪介護保険課から≫

 ご家族を介護されている方や介護に関心のある方が
集まって、情報交換や介護のコツなどを学びあう場で
す。
　今回は、鍼灸師を講師に迎え、介護者が元気になる
ツボについての講話と交流会を行います。お気軽にご
参加ください。
　また、この会は、高齢者元気度アップポイント事業の
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。
日時　平成30年１月18日(金)
　　　午後１時30分から午後３時まで
場所　東市来保健センター
対象者　ご家族を介護されている方
　　　　認知症や介護に関心のある方
内容　介護者が元気になるツボについての講話および交流会
【申込先・お問い合わせ先】
日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～の開催について】

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　相続・後見・公正証書・その他生活相談
その他　事前の予約が必要です。
　　　　相談時間は１人３０分程度
【予約先】ひまわりの会 TEL 227-0041
【お問い合わせ先】
  日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【弁護士による無料法律相談の開催について】

日吉老人福祉センター　相談室 6月 8日(土)午後1時～午後3時

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　講座1
日置市中央公民館　小会議室

　　　　　　　　　

東市来総合福祉センター　相談室 6月11日(火)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所1階会議室

6月12日(水)午後1時～午後3時
6月26日(水)午後1時～午後3時

6月13日(木)午後1時～午後3時

≪福祉課から≫

≪商工観光課から≫

【第２種電気工事士資格試験対策講座　受講者募集】

≪吹上支所地域振興課から≫

【マレーシア留学生との交流会・ハリラヤパーティー　参加者募集】
　吹上町マレーシア交流実行委員会では、マレーシア
のハリラヤパーティーを開催します。ハリラヤとはマ
レーシアの最大の祝日、断食明けの大祭です。九州管
内に留学しているマレーシア学生との交流を通してマ
レーシア文化に触れてみませんか。　
日時　6月15日(土)午前11時～午後1時
場所　伊作地区公民館　大会議室
参加費　1人1,000円（会員・小学生以下500円）
募集人数　20人（定員になり次第締切ります）
申込期限　6月7日(金)
【申込先・お問い合わせ先】
吹上支所地域振興課自治振興 TEL 296-2112

雇用形態 フルタイム パートタイム

勤務時間
8：15～17：15 19：00～23：00

（4月１日～8月30日頃まで）

給与
日額 6,952 円 時間額 994円

【22時以降】25%増し

諸手当

【特別作業手当】
日額400円～
【皆勤手当】
月額4,000円
【通勤手当】
社内規定による

【通勤手当】
社内規定による

保険
厚生年金、健康保険、
雇用保険

雇用保険

休日等
日・祝日そのほか
シフトによる週休２日

工場カレンダーによる

業務内容 勤務地 勤務時間
印刷関連機器
オペレーター

伊集院新工場
（伊集院町郡2042-39）8：30 ～ 17：30

（残業有）
企画営業職 鹿児島本社

（鹿児島市小山田町）

≪上下水道課から≫

　次のような場合には、水道のある各地域の水道管理
係へ必ず届出が必要です。

【水道の使用開始・中止等の届出について】

TEL 272-2336
TEL 274-2114
TEL 292-2114
TEL 296-2114

【お問い合わせ先】
本庁上下水道課水道管理係
東市来分室水道管理係
日吉分室水道管理係
吹上分室水道管理係

内　　容 詳　　細

新たに水道を使用する場合

水道の使用をやめる場合

・引っ越してきたとき
・家を新築したとき

その他の変更があった場合

・転居するとき
・長期間留守にし水道を一時使用しないとき
・使用者の名義を変更したいとき
・納付書の送付先を変えたいとき

場　　所 日　　時

東市来総合福祉センター　相談室

日置市中央公民館　講座1
日置市中央公民館　小会議室

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

6月 4日（火）午後1時30分～午後4時
6月18日（火）午後1時30分～午後4時
6月12日（水）午前9時30分～正午
6月26日（水）午前9時30分～正午
6月10日（月）午前9時30分～正午
6月24日（月）午前9時30分～正午
6月13日（木）午前9時30分～正午
6月27日（木）午前9時30分～正午

≪建設課から≫

【木造住宅耐震診断・耐震改修補助金について】
　市では、木造住宅の耐震化を促進し、地震に対する
安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震診
断、耐震改修工事を行う場合に、その費用の一部を補
助します。
対象となる住宅　
(1)１戸建ての専用住宅または併用住宅で、地上３階建て
までであること
(2)昭和56年5月31日以前に建築され、現に居住の用に
供していること又は居住する予定であること。
補助率と補助金の額

受付期限　9月30日(月)まで（予算に到達した時点で
受付を終了します。）
※補助を受けるにはいろいろな条件がありますので、
詳しくは次までお問い合わせください。
【申込先・お問い合わせ先】
本庁建設課建築係 TEL 273-8871

補助率
２/３
２３/１００

耐震診断
耐震改修

限度額
６万円
３０万円

TEL 273-8871
TEL 274-2114
TEL 296-2114

開催日(日曜日)
（9：00～16：00） 講座内容

【理論】
8月4日、11日、18日

・電気に関する基礎理論
・配電理論及び配線設計
・電気応用
・電気機器・蓄電池・配線器具
・電気工事用の材料及び工具並びに
　受電設備
・電気工事の施工方法
・自家用電気工作物の検査方法
・配線図
・発電施設
・送電施設及び変電施設の基礎的な
　構造及び特性
・一般用電気工作物及び自家用電気
　工作物の保安に関する法令
・鑑別　　　等
・出題傾向に基づく講義及び問題演習

公開候補問題の理科と基本指導・練習

【施行】
8月25日
9月1日、8日

【演習】
9月15日、22日、29日

11月17日、24日
12月1日

学科編

講座名

実技編

開催日(土曜日)
（9：00～16：00） 講座内容

【理論】
8月3日、10日、17日

・電気に関する基礎理論
・配電理論及び配線設計
・電気機器、配線器具並びに
　電気工事用の材料及び工具
・電気工事の施工方法
・一般用電気工作物の検査方法
・配線図
・一般用電気工作物の保安に関する法令
・鑑別　　　等
・出題傾向に基づく講義及び問題演習

公開候補問題の理科と基本指導・練習

【施行】
8月24日、31日
9月7日

【演習】
9月14日、21日、28日

11月16日、23日、30日

学科編

講座名

実技編

定員　10人程度　　受講料　10,000円
その他必要経費　
(各学科編) 3,000円　※テキスト・教材費等
(実技編) 　　※テキスト・教材費(授業使用
分のみ)等含む
持参物　筆記用具・実技用工具は各自ご用意ください。
場所　職業訓練法人川内能力開発協会川内技術開発センター
申込締切　各講座 開催日の10日前
申込方法　電話またはＦＡＸ（講座名・住所・氏名・電話番号）
【申込先・お問い合わせ先】
職業訓練法人川内能力開発協会川内技術開発センター 
TEL 0996-22-3873　FAX 0996-20-6423

9,000円

6,000円
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