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令和2年2月28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。

≪健康保険課から≫

《管理栄養士》
業務内容　特定健診業務、特定保健指導業務、健康
相談業務、各種健康教室など
募集人員　１人　　　　　 勤務場所　本庁
勤務日数　月18日以内　　報酬額　時間額1,129円
加入保険　社会保険、雇用保険
通期手当・期末手当　一定の要件を満たす場合に支給

《レセプト点検員》
業務内容　レセプト点検（医科）、各種資料の抽出・作
成など
募集人員　若干名　　　　勤務場所　本庁
勤務日数　月12日以内　　報酬額　時間額897円
加入保険　雇用保険
通勤手当　一定の要件を満たす場合に支給

《共通事項》
応募資格　各職種の資格または免許を有する者
任用期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日
勤務時間　午前8時30分から午後5時まで（検診など
により土・日・祝日、夜間・早朝勤務有り）
提出書類　会計年度任用職員登録申込書
選考方法　書類審査、面接など
募集締切　3月12日(木)午後5時まで

【提出先・お問い合わせ先】
本庁健康保険課国民健康保険係
TEL 248-9421

【専門職員の募集について】

≪介護保険課・福祉課から≫

日時　3月11日(水)午後2時～午後4時
場所　日置市中央公民館　3階研修室2・3
内容　令和元年度日置市高齢者福祉計画及び介護保険
事業計画策定・評価委員会
公開・非公開の別　公開　　傍聴者定員　5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領を遵
守してください。
【お問い合わせ先】
本庁介護保険課給付係 TEL 272-0505
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416

【高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定・評価委員会の開催について】

≪総務課から≫

　令和2年度交通災害共済の加入申し込み受け付けを
行っています。加入を希望される方はお申し込みくだ
さい。また、今年度に加入している方については、2月
20日に加入申込書を郵送していますので、その書類に
よりお申し込みください。
受付窓口　
・本庁総務課または各支所地域振興課
・行政嘱託員（自治会ごとに対応が異なりますので、行
政嘱託員へお問い合わせください）
共済期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日
掛金　一人500円　　申込締切　3月31日(火)
【お問い合わせ先】
本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401
または各支所地域振興課総務係

【交通災害共済への加入申し込みについて】

≪中央図書館から≫

　伊集院の魅力再発見！桜を見ながら「一宇治城跡」の
謎に迫ります。いろいろなエピソード満載です。
　ぜひご参加ください。
日時　4月5日(日)午前9時～午前11時30分
集合場所　日置市立中央図書館
募集人員　大人、親子同伴含めて20人
参加費　1人200円(保険料)※申込み時に徴収します。
申込方法　3月31日(火)までに日置市立中央図書館へ
申し込み（電話・FAX可）
【お問い合わせ先】
日置市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886

【「図書館れきしさんぽ」参加者募集について】

≪東市来支所産業建設課から≫

　里山散策や山菜狩り、地元の方との交流会など「め
だかの里　尾木場」で春を満喫しませんか。
期日　4月5日(日)午前9時30分～午後0時30分
　　　　　　（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）、
たけのこ掘り、里山散策など※山菜やたけのこの自生
状況によっては、内容を変更することもあります。
集合場所　東市来地域尾木場集会場
募集定員　20組（約80人）※１組4人程度
申込締切　3月19日(木)まで※定員になり次第締め切
ります。
参加料　1グループ2,500円
※たけのこ3キログラムまでについては参加料に含ま
れますが、それを超えた場合、1キログラム当たり200
円が必要となります。
※昼食代(1人300円)は別途徴収します。
【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
メール nousei01@city.hioki.lg.jp

【第17回尾木場めだかの里散策＆山菜狩り】
≪社会教育課から≫

　燃ゆる感動かごしま国体日置市実行委員会では、今
年10月に開催されるかごしま国体において、競技会場
や駅などを花いっぱいにし、日置市を訪れる選手や関
係者の皆さまを温かく歓迎するため、花いっぱい運動
にご協力いただけるボランティアを募集します。
活動内容
・国体推奨花である(サルビア、マリーゴールド、ジニア、
センニチコウ)を7月中旬頃から9月下旬頃まで、ご自宅
または職場などの敷地内で育成・管理
・育成・管理していただいた国体推奨花を競技会場など
へ運搬
※必要資材は実行委員会から配布します。
※育成状況の写真を撮影させていただく場合があります。
応募要件　※次の要件を全て満たすこと
(1)日置市内に在住する個人または市内に活動拠点を
有する企業・団体
(2)配布指定日に花苗やプランターなどの提供資材を受
け取りに来ることができること
(3)競技開始前に指定された場所に花苗などを運搬す
ることができること
提供資材（セット内容）
・プランター1基　　　・花苗4株（同種類）
・培養土1袋　　　　  ・肥料1袋
・プランターシール1枚
※個人の場合は4セット、団体の場合は10セットを上限
としますが、応募多数の場合は数量を調整させていた
だく場合があります。
※苗の種類は実行委員会で決定します。
募集期間　3月13日(金)まで
応募方法　国体推進係事務所、伊集院総合体育館、各
支所教育振興課（日吉・吹上）に設置している登録申込
書、または市実行委員会ホームページから様式をダウン
ロードし、必要事項をご記入の上、期限までに郵送、
FAX、メールまたは持参によりお申し込みください。
※未成年者の方が申し込む場合は、保護者の同意が必
要となりますので郵送または持参によりお申し込みく
ださい。
その他　応募者には、後日郵送にて配布日時などの詳
細をお知らせします。
【申込先・お問い合わせ先】
(東市来支所内)社会教育課国体推進係 
TEL 274-2175　FAX 274-2176
メール kokutai@city.hioki.lg.jp
ホームページ 
https://hiokicity-kokutai2020.jp/

【燃ゆる感動かごしま国体 日置市花いっぱい運動ボランティア募集について】

≪商工観光課から≫

　県では、外国人材を雇用または雇用を検討している
県内事業者の皆さまを対象に、無料で在留資格や雇用
に関する手続きなどの相談に対応する相談窓口を、次
の日程で試行的に実施します。
対象　外国人材を雇用、または雇用を検討している県
内に事業所を有する事業者など
場所　鹿児島県産業会館　7階会議室
期日　3月11日(水)、25日(水)
相談内容　外国人材の雇用や在留資格に関する一般的
な相談※この窓口では外国人材のあっせんや紹介は
行っておりません。
相談例　特定技能や技能実習制度に関すること、外国
人材の募集から採用までの流れ、外国人材を雇用する
にあたっての入国管理手続きなどに関すること
相談方法　面談※予約優先。予約方法は県ホームペー
ジをご確認ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県外国人材受入活躍支援課 
TEL 286-3025　FAX 213-7033
メール kgyosei@po.minc.ne.jp

【外国人材を雇用するための事業者向け相談窓口について】

≪吹上支所産業建設課から≫

募集職種　就労支援員（登録された対象者宅を訪問し
て、公社農場までの送迎および作業時の支援を行う）
募集人員　1人
応募資格　要普通自動車運転免許
勤務場所　日置市農業公社研修農場（吹上町小野）
勤務日数　月16日以内（月曜日～金曜日）
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
募集締切　3月16日(月)
【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

【日置市農業公社就労支援員の募集について】

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≫

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室
　講座1

東市来総合福祉センター　相談室 3月10日(火)午後1時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 3月14日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　１階会議室 3月12日(木)午後1時～午後3時

3月11日(水)午後1時～午後3時
3月25日(水)午後1時～午後3時

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≫

≪税務課から≫

　車を下取り、売買や譲渡、廃車した場合、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。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自
動車や原付バイク、農耕作業用車を所有している方に
課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変
更をしても、軽自動車税(種別割)を全額納付する義務
が発生しますのでご注意ください。
　業者などに手続きを依頼された場合は、必ずご自分
で手続きの完了を確認してください。
【手続き窓口・お問い合わせ先】

【原付バイク・軽自動車等の手続きについて】

・原動機付自転車（原付バイク、ミニカー）
・二輪車（125cc以下）
・小型特殊自動車（農耕用トラクターなど）

・軽自動車（三輪および四輪以上）

・二輪車（125cc超250cc以下）
・二輪小型自動車（250ccを超える二輪車）

本庁税務課市民税係
TEL 248-9412
または各支所地域振興課市民税係
軽自動車検査協会鹿児島事務所
鹿児島市谷山港二丁目4番38号
TEL 050-3816-1761

鹿児島運輸支局
鹿児島市谷山港二丁目4番1号
TEL 050-5540-2089

QRコード

場　　所 日　　時

東市来総合福祉センター　相談室 3月13日(火)午後1時30分～午後4時
3月17日(火)午後1時30分～午後4時

日置市中央公民館　小会議室
　講座1

3月11日(水)午前9時30分～正午
3月25日(水)午前9時30分～正午

日吉老人福祉センター　相談室 3月19日(月)午前9時30分～正午
3月23日(月)午前9時30分～正午

吹上中央公民館　相談室 3月12日(木)午前9時30分～正午
3月26日(木)午前9時30分～正午
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日 月 火 水 木 金 土

◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

30 31

◆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
            ９：３０～１１：3０　日置市中央公民館

◆劇団たいよう(おはなし会)
１0：3０～１1：30　日置市女性センター銀天街

◆育児相談
           ９：３０～１１：0０　日置市中央公民館
◆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
◆健康体操
           ９：３０～１１：3０　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

◆育児相談
           ９：３０～１１：0０　日置市中央公民館
◆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
◆健康体操
           ９：３０～１１：3０　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

◆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
            ９：３０～１１：3０　日置市中央公民館

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
博悠会温泉病院 ☎274-2238
松崎内科ひふ科 ☎272-2468

当
番
医

4321

◆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
◆おはなし会
10：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
◆ほのぼのカフェ(ほのぼの語ろ会)【託児あり】
13：3０～１5：0０　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
　

湯田内科病院 ☎274-1252
野口クリニック ☎272-3211
吹上クリニック ☎296-2711

当
番
医

◆健康体操
            ９：３０～１１：3０　吹上保健センター

◆健康体操
            ９：３０～１１：3０　吹上保健センター

◆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

浅谷小児科 ☎274-3088
☎272-1177
☎299-3111

康生クリニック
しいの内科クリニック

当
番
医

税目等

10期

3月

1期

4月

1期

全期

5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

7

29

伊作田診療所 ☎274-8480
本庄病院 ☎273-2135
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

65

◆たじまどん
10：3０～　　   　大汝牟遅神社
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

23

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎273-1616
☎246-8707

うちやま眼科
みゆきクリニック

当
番
医

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
☎246-5850
☎296-2025

たもつクリニック
山之内クリニック

当
番
医

春分の日

2020年 3月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和2年）

◆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

◆子育て相談(助産師)
10：0０～正午　   日置市女性センター銀天街
◆しっかりすっきりエクササイズ【要予約・託児あり】
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
◆きばいもんそ運動教室
13：3０～１5：0０　吹上保健センター
◆日本と世界の伝統ゲーム【託児あり】
13：3０～１5：0０　日置市女性センター銀天街

◆船こぎ祭り
11：0０～　　　   船木神社

◆わこなろ会（運動教室）
10：0０～正午　   吹上保健センター
◆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
◆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　東市来保健センター
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆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
◆親子お片付け教室【要予約・託児あり】
10：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街
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