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令和元年10月25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。

≪社会教育課から≫

　市内各地域の文化団体による日本舞踊・合唱・フラ
ダンスなどの舞台発表です。入場料は無料で、書道・
絵画・工芸などの展示もありますので、ぜひご覧くだ
さい。
《東市来地域文化祭》
日時　11月３日(日)午前10時開演
場所　東市来文化交流センター

《伊集院地域文化祭》
日時　11月３日(日)午前９時30分開演
場所　伊集院文化会館

《日吉地域文化祭》
日時　11月３日(日)午後０時30分開演
場所　日吉老人福祉センター

《吹上地域文化祭》
日時　11月３日(日)午後１時開演
場所　吹上中央公民館

【お問い合わせ先】
本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432
東市来支所教育振興課 TEL 274-2115
日吉支所教育振興課    TEL 292-2115
吹上支所教育振興課    TEL 296-2124

【地域文化祭について】
≪総務課から≫

募集項目　陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格　15歳以上17歳未満
《東市来地域》
会場　鶴丸地区公民館　小会議室
日時　11月16日(土)午前10時～午前11時30分

《日吉地域》
会場　日吉老人福祉センター　会議室
日時　11月16日(土)午後１時～午後2時30分

《伊集院地域》
会場　日置市中央公民館　2階小会議室
日時　11月16日(土)午後3時30分～午後5時

《吹上地域》
会場　吹上中央公民館　研修室
日時　11月24日(日)午前10時～午前11時30分
受付期間　11月１日(金)～令和2年１月6日(月)
試験期日　１次　令和2年1月18日(土)　　　　　
　　　　　２次　令和2年2月 １日(土)
　　　　　　　　(予備日：2月 2日(日))
合格発表　１次　令和2年1月24日(金)
　　　　　最終　令和2年2月14日(金)
入校　令和2年4月上旬
【お問い合わせ先】
自衛隊鹿児島地方協力本部鹿児島募集案内所 
TEL 251-7802

【陸上自衛隊高等工科学校生徒募集説明会日程について】

≪福祉課から≫

　令和元年10月からの消費税引上げによる負担を緩
和するため、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨
時・特別給付金の支給を行います。
支給額　17,500円（未婚のひとり親）
対象　次のすべての要件を満たす方
・令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父ま
たは母
・基準日（令和元年10月31日）において、これまでに
婚姻（法律婚）をしたことがない方
・基準日（令和元年10月31日）において、事実婚をし
ていない方または事実婚の相手方の生死が明らかで
ない方
※すべての上記要件に該当されると思われる方で、児
童扶養手当の申請をされていない方は、早めの申請を
お願いします
児童扶養手当申請受付期限　10月31日(木)まで
未婚の給付金申請受付期限　12月 2日(月)まで
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248-9416

【未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について】

≪健康保険課から≫

　移転建替が決定した県立薩南病院に関する住民説
明会を開催します。申し込みは不要。どなたでも参加
できます。
日時　11月6日(水)午後6時30分から
場所　南さつま市総合保健福祉センター「ふれあいか
　　せだ」（南さつま市加世田川畑2641-2）
【お問い合わせ先】
県庁県立病院課 TEL 286-2818または286-2820

【新薩南病院建設に関する住民説明会の開催について】

≪市民生活課から≫

　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金を受け取
る手続きや仕組み、保険料のことなど、年金について
のご相談、各種申請受付を行います。本人確認のため
に公的機関発行の顔写真付き証明と年金手帳などの
関係書類をご持参ください。※事前の予約が必要です
日時　11月13日(水)午前10時～午後3時
場所　日置市中央公民館　１階中ホール
【予約先・お問い合わせ先】
本庁市民生活課年金係 TEL 248-9414

【年金相談について】

≪日置南学校給食センターから≫

　市では、日置南学校給食センターの調理補助員を次
のとおり募集します。
募集人員　2人
応募資格　日置市在住の方で普通自動車運転免許保持者
勤務日数　月14日　　賃金形態　時間額810円
勤務時間　午前8時30分～午後5時のうち7.5時間
勤務条件　労働保険（雇用・労災）有
応募方法　一般職非常勤職員等登録申込書１部(写真
貼付)提出※申込書は本庁教育総務課および各支所教
育振興課、日置南学校給食センターに準備してありま
す。様式は市ホームページからダウンロード可
選考方法　書類審査および面接
提出期限　11月15日(金)午後5時まで
【提出先・お問い合わせ先】
日置南学校給食センター TEL 296-3550

【一般職非常勤職員(調理補助員)の募集について】 ≪市民生活課から≫

　県では、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定
めています。期間中、不法投棄防止の啓発活動や不法
投棄防止パトロールなどを強化します。不法投棄は法
律に反する重大な犯罪です。この機会に市民一人一人
が、「不法投棄をしない させない 見つけたらすぐ電
話を」という意識を持ち、不法投棄のない、美しく、き
れいな、住みよい日置市をつくりましょう。また、産業
廃棄物の不法投棄を発見したら、鹿児島地域振興局保
健福祉環境部または県庁廃棄物・リサイクル対策課ま
でご連絡ください。
【お問い合わせ先】
県庁廃棄物・リサイクル対策課 TEL 286-3810
日置市役所市民生活課 TEL 248-9414

【11月は不法投棄防止強化月間です】

≪東市来支所産業建設課から≫

日時　11月24日(日)　　場所　東市来地域高山地区
内容
・体験プログラム(午前８時30分～午前11時50分）
①渓流マス釣り大会(120人)②新米餅つき体験(30人)
③棚田「田の神まつり」(100人)④こんにゃく手作り体
験(35人)⑤「かずら工房」手づくり体験(20人)
・ステージショー　　・マスの塩焼きコーナー
・農産物等大抽選会（午後２時～午後２時50分）
・農林産物特産品販売（午前８時30分～午後３時）
・特製石釜ピザの実演販売（午前10時30分～なくなり
次第終了）
※体験プログラム(各コース)の参加申込みは、11月１日
(金)から電話、FAXにて受け付けます。
【申込先・お問い合わせ先】
東市来支所産業建設課農林水産係
TEL 274-2114　FAX 274-4079

【第18回 高山ふるさと秋まつりについて】

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　相談時間は１人３０分程度
　　　　事前の予約が必要です。
【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】
≪福祉課から≫

場　　所 時　　間日　　程

日置市中央公民館　小会議室

東市来総合福祉センター
11月13日(水)
11月27日(水)

11月12日(火) 　午後１時～午後３時

日吉老人福祉センター 11月 9日(土) 　午後１時～午後３時
11月14日(木) 　午後１時～午後３時日置市役所吹上支所　1階会議室

≪商工観光課から≫

　鹿児島県多重債務者対策協議会では、国の多重債務者
対策本部が実施する「多重債務者相談強化キャンペーン
2019」（9月～12月）にあわせ、次の日程で「借金・債務
整理に関する無料法律相談会」を開催します。
・相談は個別面接で、相談時間は30分程度です。
・弁護士または司法書士による法律相談です。
・保健師などによる「こころの悩み相談」も受け付けます。
・原則として、事前の予約をお願いします。
※当日会場での受付も可能ですが、お待ちいただく場合
があります
開催日時・会場※お住まいの地域にかかわらず、ご希望
の会場でご相談できます。

主催　鹿児島県多重債務者対策協議会（鹿児島県・鹿
児島県弁護士会・鹿児島県司法書士会）
【予約先・お問い合わせ先】
鹿児島県多重債務者協議会対策事務局 
（県庁男女共同参画局消費者行政推進室内）
TEL 286-2533

【借金・債務整理に関する無料法律相談会について】
≪商工観光課から≫

　商店や事業所、学校･病院などにおいて、取引や証明
に使用されるはかりや分銅、おもりなどは特定計量器
と呼ばれており、その使用者は、精度を維持するための
定期的な検査を受けることが義務付けられています。
　今年は2年に1回の定期検査が次のとおり行われま
す。前回(平成29年実施)の受検者については、受検通
知書を送付しますのでそちらをご確認ください。
　また、新たに定期検査を受ける義務が生じた方につ
いては、届け出が必要ですので、詳しくはお問い合わ
せください。
定期検査日程

【お問い合わせ先】
本庁商工観光課商工政策係 TEL 248-9409

【特定計量器に係る定期検査の実施について】

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　小会議室

11月 5日(火)
11月19日(火)  

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

午後1時30分～午後4時

11月13日(水)
11月27日(水)  午前9時30分～正午

11月11日(月)
11月25日(月)  午前9時30分～正午

11月14日(木)
11月28日(木)  午前9時30分～正午

日　　程

午後１時～午後３時

場　　所
かごしま県民交流センター
徳之島町生涯学習センター
かごしま県民交流センター

かごしま県民交流センター

開催日時
10月31日(木)午後1時～午後4時
11月12日(火)午後1時～午後4時
11月28日(木)午後1時～午後4時

12月10日(火)午後6時～午後9時

地域

東市来

伊集院

日　吉

吹　上

日時

11月21日(木)午前10時～午後3時

11月22日(金)午前9時30分～正午

11月22日(金)午後1時～午後3時30分

11月25日(月)午前10時～午後3時

11月26日(火)午前10時～午後3時

11月27日(水)午前10時～正午

11月27日(水)午後1時30分～午後2時30分

11月28日(木)午前9時30分～午後3時30分

検査場所

伊作田地区活性化センター

鶴丸地区公民館

Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター

伊集院総合体育館

伊集院総合体育館

日吉総合体育館

永吉地区公民館

伊作地区公民館
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◆燃ゆる感動かごしま国体
　軟式野球競技リハーサル大会
            ９：0０～１7：００　伊集院総合運動公園野球場

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆子育て相談(保健師）
１0：0０～正午  　日置市女性センター銀天街
◆男女共同参画専門員相談
１0：0０～１6：0０　日置市女性センター銀天街
◆おはなし会
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆リラクゼーション体験会【要予約】
１3：3０～１5：0０　日置市女性センター銀天街

◆折り紙アート(工作)
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆子育て相談(助産師）
１０：００～正午　  日置市女性センター銀天街
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

◆筋力トレーニング【要予約】
１0：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆ベビーマッサージ【要予約】
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

◆燃ゆる感動かごしま国体レスリング競技リハーサル大会
１0：0０～１6：0０　吹上浜公園体育館
◆元気まつり
           正午～１6：2０　伊集院文化会館
 

◆第67回流鏑馬行事体育大会
  8：3０～　  　   大汝牟遅神社境内、他
◆伊作流鏑馬奉納
１2：００頃～  　   大汝牟遅神社

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
せきやま皮膚科クリニック ☎273-1000

当
番
医

◆こころの健康相談
１０：００～正午　  吹上中央公民館
１4：００～１6：0０　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-2121
☎246-8707

整形外科はやしだ病院
みゆきクリニック

当
番
医

当
番
医

7月

27

2

24

湯田内科病院 ☎274-1252
たもつクリニック ☎246-5850
外科馬場病院 ☎296-2611

浅谷小児科 ☎274-3088
久保内科 ☎272-2527
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
清田耳鼻咽喉科 ☎273-1333
山之内クリニック ☎296-2025

当
番
医

1

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康お楽しみクラブ（転倒予防）
            ９：３０～１１：3０　B&G東市来海洋センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

302928
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆燃ゆる感動かごしま国体レスリング競技リハーサル大会
            ９：３０～１5：００   吹上浜公園体育館
◆第57回吹上地域市民駅伝競走大会
10：0０～　　　　吹上町坊野地区～
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館
◆藤元秋祭り
１3：3０～１8：45　藤元地区体育館

◆第34回美山窯元祭り
            ９：３０～１6：００　東市来町美山
◆伊集院地域文化祭
            ９：３０～　　　  伊集院文化会館
◆東市来地域文化祭
１０：００～　　　　 東市来文化交流センター
◆日吉地域文化祭
１2：3０～　　　　日吉老人福祉センター
◆吹上地域文化祭
１3：0０～　　　　吹上中央公民館

◆第65回伊集院地域駅伝競走大会
            ９：0０～  　　   伊集院総合運動公園～
◆つくってあそぼう(工作)
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
◆第14回東市来地域駅伝競走大会
14：0０～　　　　東市来総合運動公園～

◆第51回日吉地域一周駅伝競走大会
            ９：45～　　　  日吉総合体育館～
◆男女共同参画専門員相談
１0：0０～１6：0０　日置市女性センター銀天街

振替休日

勤労感謝の日

文化の日

税目等

6期

4期

11月

3期

7期

5期

5期

12月
4期

8期

1月
市 県 民 税

固 定 資 産 税

国民健康保険税

軽 自 動 車 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

納税・納付のお知らせ

2019年

11月くらしのカレンダーくらしのカレンダー （令和元年）

本庄病院 ☎273-2135
☎273-1811
☎296-2611

橋本耳鼻咽喉科
外科馬場病院

当
番
医

◆第34回美山窯元祭り
            ９：３０～１6：００　東市来町美山

◆第34回美山窯元祭り
            ９：３０～１6：００　東市来町美山
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