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令和2年1月24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。

≪地域づくり課から≫

募集人員　若干名
応募要件
・地域や団体での地域づくり活動に意欲があり、自治会
活動や子ども会、PTA活動などの経験がある方
・パソコンで文書などを作成できる方
業務内容　地区公民館活動（夏祭りなどの行事や各種
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、各種証明書発行、生涯学習の企画・支援、地
区住民との連携など
勤務形態　月17日　午前8時30分から午後5時までの
うち7.5時間（地区の行事などにより土・日・祝日、夜間
勤務あり）　
雇用期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日
 （勤務実績等により年度単位更新あり）
報酬額　時間額 1,267円（社保・厚年・雇保等あり）
通勤手当・期末手当　一定の要件を満たす場合に支給
提出書類　
①会計年度任用職員登録申込書１部（写真添付）
②作文(テーマ｢私の住みたい地域｣400字詰原稿用紙1
～2枚)
選考方法　書類審査、面接　　提出期限　2月17日(月)必着
【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

【地区公民館支援員の募集について】
≪総務課から≫

《一般事務員》
業務内容　一般事務（窓口対応など常勤職員と同種
の業務を含む）
勤務日数　常勤職員と同じ
報酬額　時間額1,011円
※期末手当・社保・厚年・雇保等あり
《事務補助員》
業務内容　事務補助(パソコン入力など)
勤務日数　月11日
報酬額　時間額825円
《共通事項》
応募資格　パソコンの基本的な操作ができる方
勤務場所　本庁および各支所
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
任用期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日
提出書類　会計年度任用職員登録申込書※様式は本
庁および各支所にあります。市ホームページからもダ
ウンロードできます。
選考方法　書類選考、面接など
募集期間　2月12日(水)必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁総務課人事給与係 TEL 248-9438

【一般事務員および事務補助員の募集について】

≪農林水産課から≫

日時　2月15日(土)午前9時～正午予定（雨天決行）
場所　伊集院森林公園　　募集定員　先着30人
参加費用　ほだ木1本850円（1人最大3本まで）
申込方法　1月29日(水)から電話申込（先着順）
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【シイタケ駒打ち体験募集について】

≪税務課から≫

　南九州税理士会伊集院支部では、税理士の税務支援
の一環として、税理士事務所で所得税・個人の消費税の
申告相談を受け付けています。
　予約制となっておりますので、相談を希望される場合
は、各税理士事務所に、直接お問い合わせください。
　申告に関する相談は無料ですが、具体的に申告書・決
算書・帳簿作成を依頼される場合は、有料となります。
電話予約の際に各税理士事務所でご確認ください。
受付期間　2月5日(水)～28日(金)
【予約先・お問い合わせ先】 南九州税理士会伊集院支部税理士事務所

【税理士事務所による所得税・消費税の申告相談について】
≪社会教育課から≫

　市では、体育施設管理人を次のとおり募集します。

募集人員　各若干名
仕事内容　※土・日・祝日勤務および夜勤もあります。
・受付業務　・維持管理収納業務（清掃含む）
・その他教育委員会が指示する業務
任用期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日
提出書類　会計年度任用職員登録申込書
※様式は本庁および各支所にあります。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
選考方法　書類審査、面接など
提出期限　2月21日(金)午後5時まで
【提出先・お問い合わせ先】
《①の施設》　　 本庁社会教育課スポーツ振興係    TEL 248-9434
《②③④の施設》東市来支所教育振興課社会教育係 TEL 274-2115
《⑤の施設》　 　吹上支所教育振興課社会教育係 　TEL 296-2124

【体育施設管理人の募集について】

≪福祉課から≫

　市福祉事務所では、身体障害者手帳などを持ってい
ない場合でも、寝たきりや認知症などの状態で一定の
基準に該当すると、障害者に準ずる者として、所得税
や市・県民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。介護保険の要介護認
定を受けている65歳以上の方が対象で、本人か本人
を扶養している親族に所得税や市・県民税が課税され
ている場合です。申請書類を審査のうえ、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、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】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9419
または各支所市民課福祉係

【障害者控除対象者認定について】
≪吹上支所産業建設課から≫

募集職種　現業職員(農業公社研修農場で維持・管理作
業などに従事)
募集人員　１人
応募資格　日置市在住の65歳未満(令和2年4月1日現
在)で普通自動車運転免許を取得している方
勤務先　日置市農業公社研修農場（吹上町小野）
勤務形態　月曜日から金曜日まで（月16日以内）
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
賃金形態　日額6,200円　　加入保険　雇用保険
雇用期間　令和2年4月～令和3年3月
提出書類　履歴書等所定の書類※農業公社にあります。
選考方法　書類審査、面接
申込期限　2月14日(金)まで
【提出先・お問い合わせ先】
公益社団法人日置市農業公社 TEL 245-1700

【日置市農業公社臨時職員の募集について】

≪建設課から≫

　市では、市道管理作業員を次のとおり募集します。
職種　道路作業員
募集人員　《伊集院》若干名　《吹上》1人
応募資格　普通自動車免許を取得している方
勤務先　伊集院地域または吹上地域
勤務形態　月曜日から金曜日まで（月20日以内）
勤務時間　午前8時30分から午後5時のうち7.5時間
賃金形態　時間額897円　　雇用期間　令和2年4月から
提出書類　会計年度任用職員登録申込書
申込締切　2月28日(金)必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁建設課管理係　　　　　　 TEL 273-8871
吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114

【市道管理作業員の募集について】
≪総務課から≫

　市では、国、県、事業者などと共同して原子力防災に
係る総合的な訓練を実施し、関係機関相互の連携強化
や市民の防災意識の向上を図るために、鹿児島県原子
力防災訓練に合わせて日置市原子力防災訓練を実施
します。
日時　2月9日(日)午前７時30分～午後６時(予定)
※災害の発生または災害の発生のおそれがあり、その
対策が必要となった場合には、訓練を中止することがあ
ります。

その他　広報訓練として、防災行政無線、車両広報、緊
急速報メール・エリアメールなどにより、市内全域に対
して情報伝達の訓練を行います。
①市全域に防災行政無線による訓練放送を行います。
②川内原子力発電所から30km圏内の地域では消防車
両広報を行います。
③「緊急速報メール・エリアメール」対応携帯電話をお
持ちで受信設定をされている方には訓練としてメール
が配信されます。
【お問い合わせ先】
本庁総務課防災係 TEL 248-9401

【原子力防災訓練の実施について】

≪健康保険課≫

　母子保健推進員を募集します。「身近な聴き役・相談
役」として、お子さんのいる家庭と行政との橋渡し役
になりませんか。
活動内容　
・乳幼児健診などの案内目的にて訪問
・乳幼児健診や育児相談などの受付、託児
・子育てに関する情報を得るための研修会に参加
募集期間　2月28日(金)まで
※詳細については、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
本庁健康保険課健やか母子係 TEL 248-9421

【母子保健推進員の募集について】

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≫

税理士名

上山　勝己

泉　國昭

窪田　泉

薗田　誠一

松浦　真了

税理士法人Ｆ・Ｓ会計　伊集院事務所

電話番号

２７２－０７１７

２７２－３００６

２７３－０３８６

２７３－６６０８

２７２－２８３３

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

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 2月 4日(火)午後1時30分～午後4時
2月18日(火)午後1時30分～午後4時

2月13日(木)午前9時30分～正午
2月27日(木)午前9時30分～正午

2月10日(月)午前9時30分～正午

2月12日(水)午前9時30分～正午
2月26日(水)午前9時30分～正午

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館 相談室

場　　所 日　　時

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 2月 8日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　１階会議室 2月13日(木)午後1時～午後3時

2月12日(水)午後1時～午後3時
2月26日(水)午後1時～午後3時

施　　設

②

③

①

④

⑤

伊集院
総合運動公園・要普通自動車運転免許

・簡単なパソコン入力ができる方

・要普通自動車運転免許

・要普通自動車運転免許
・作業機械、刈払機などの使用による作業、
   簡単なパソコン入力ができる方

・要普通自動車運転免許
・刈払機、トラクター運転などの
  作業ができる方

・月 18 日以内
・午前 8 時 30 分～午後 5 時、
  午後 5 時～10 時の交替制
・雇用保険あり
・通勤手当 ( 一定の要件あり）

時間額
834円

時間額
897円

時間額
834円

・月 17 日以内
・午前 8 時 30 分～午後 5 時
・社会保険、雇用保険あり
・通勤手当 ( 一定の要件あり )
・月 14 日以内
・午前8時30分～午後5時、
   午後 5時～10時の交替制
・雇用保険あり
・通勤手当（一定の要件あり）

東市来
総合運動公園

こけけドーム

湯之元球場

吹上浜
公園体育館

応募資格 勤務形態・勤務条件 報酬額

時　　間 訓練内容 場　　所

午前 7時30分～午後6時

午前11時40分～午後4時

午後10時30分～午後1時20分

午後11時40分～午後2時40分

午後12時10分～午後3時10分

ー

※バスにより避難

吹上中央公民館

吹上地区公民館体育館

南さつま市赤生木地区体育館

災害対策本部設置
広報訓練
避難誘導訓練
避難退域時検査
安定ヨウ素剤配布
避難所運営訓練

避難所運営訓練
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2524

◆吹上地域公民館講座等合同閉講式・
　第41回女性大会　
１０：００～１1：45　吹上中央公民館
（オープニング ９：４５～）

◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆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

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

◆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
　

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

◆子育て相談(保健師)
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

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆折り紙アート【要予約・託児あり】
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

博悠会温泉病院 ☎274-2238
ゆのもと記念病院 ☎274-2521
整形外科はやしだ病院 ☎272-2121

当
番
医

◆年金相談【要予約】
１0：００～１5：0０　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

湯田内科病院 ☎274-1252
☎272-2001
☎296-2611

鹿児島こども病院
外科馬場病院

当
番
医

当
番
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎273-1333
☎296-2611

清田耳鼻咽喉科
外科馬場病院

当
番
医

7月

26

1

23

大石医院 ☎274-3211
まえはらリハビリクリニック ☎272-0088
外科馬場病院 ☎296-2611

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
いじゅういん脳神経外科 ☎246-5550
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

せきやま皮膚科 ☎273-1000
じんごあん整形外科内科 ☎272-5151
みゆきクリニック ☎246-8707

当
番
医

◆伊集院地域史跡めぐり歩こう会
            8：45～１１：2０　伊集院北地区（伊集院北小学校）
◆吹上地域史跡めぐり歩こう会
            ９：0０～１１：3０　花田地区（吹上中学校）
◆日吉地域史跡めぐり歩こう会
            ９：0０～１１：35　川東地区（日吉支所）
◆東市来地域史跡めぐり歩こう会
            ９：0０～正午　　鶴丸地区（鶴丸小学校）

◆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（転倒予防教室）
            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

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

292827
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　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（転倒予防教室）
            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

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

振替休日天皇誕生日

税目等

4期

9期

6期

6期

2月

10期

3月

1期

4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

2020年

2月 くらしのカレンダーくらしのカレンダー （令和2年）

建国記念の日

◆子育て相談(保健師・助産師)
１０：００～正午　　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

◆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
◆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

◆子育て相談(助産師)
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
◆ハーバリウム(インテリア作品)づくり体験【要予約・託児あり】
10：3０～１1：3０　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


	モノクロ面4
	カレンダー面4

