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令和2年3月27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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各イベントなどは中止・延期となる場合があります。

≪商工観光課から≫

　4月12日(日)、東市来地域湯之元温泉街において開
催を予定していました、湯之元馬頭観音馬踊りは新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止します。
　ご理解とご協力お願いします。
【お問い合わせ先】
本庁商工観光課観光戦略係 TEL 248-9409

【湯之元馬頭観音馬踊りの中止について】
≪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　4月15日(水)午前10時～午後３時　
場所　東市来支所　４階会議室
【お問い合わせ先】
東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

【年金相談について】

≪介護保険課から≫

　高齢者の健康づくりやボランティア活動による社会
参加活動を通じて介護予防を推進するため、高齢者元
気度アップ・ポイント事業を実施しています。
内容　介護予防教室等の参加やボランティア活動の実
績に応じてポイントを加算し、そのポイントを地域商品
券として交換できる事業　
対象者　日置市在住の65歳以上の高齢者(第1号被保険者)
介護予防ボランティア新規登録のための研修会

登録方法　各研修会場で登録申請書を提出して研修を
受講してください。事前申し込みは不要ですので、都合
の良い会場で受講してください。
※登録申請書は会場に準備してあります。１回登録する
と、次年度以降の更新登録は、日置市地域包括支援セン
ターまたは各支所市民課で手続ができます。
持参する物　筆記用具
【お問い合わせ先】
市地域包括支援センター TEL 248-9423

【高齢者元気度アップ・ポイント事業（個人）について】
≪消防本部から≫

　市消防本部では、火災が発生した地域に防災行政無
線を放送していますが、鎮火報については、夜間就寝
中のご家庭を考慮して、午後8時から翌午前8時まで放
送しておりません。今後とも消防行政にご理解とご協
力をお願いします。
【お問い合わせ先】
消防本部総務課消防団係 TEL 272-0119

【火災が消えた時の防災行政無線放送(鎮火報)について】

≪介護保険課から≫

　年齢を重ねても、脳の活性化を図り自分らしくハツ
ラツとした生活を送ることを目的とした教室です。
　お気軽にお申し込みください。
※この教室は、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　5月13日～7月29日※毎週水曜日
　　　午後2時～午後3時30分
場所　日置市中央公民館
※詳細は班回覧をご参照ください。
対象者　日置市に居住するおおむね65歳以上の方
定員　30人
申込期間　4月6日(月)～17日(金)
内容　タブレット端末を活用した脳トレーニングや軽い
運動を行う認知症予防教室です。
【申込先・お問い合わせ先】
地域包括支援センター TEL 248-9423

【脳ハツラツ倶楽部の開催について】

≪税務課から≫

　地方税法の規定に基づき、令和２年度土地・家屋価格
等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。
縦覧制度　固定資産税の納税者が他の固定資産の評価
額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるか
判断できる制度
対象者　本市に土地または家屋を有する人で、当該固
定資産税の納税者またはその代理人
期間　4月1日(水)～6月1日(月)※土・日・祝日を除く
時間　午前8時30分～午後5時15分
場所　本庁税務課、各支所地域振興課市民税係
持参するもの
・印鑑
・本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
※代理人(納税者本人以外)の場合は委任状が必要で
す。
【お問い合わせ先】
本庁税務課固定資産税１係 TEL 248-9412
または各支所地域振興課市民税係

【令和２年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について】

≪農林水産課から≫

募集人数　若干名
仕事内容　施設管理(草払い、トイレ掃除など)、受付事
務※宿泊利用者のある場合は夜勤有
勤務場所　日置市伊集院森林公園
勤務日数　※シフト制、夜勤含む
10日前後(11月～6月)、10～15日前後(7月～10月)
※毎週月・水曜日は休園日（月・水曜日が休日の場合は
その日後に最も近い土・日曜日または休日でない日）
ただし、7～10月の期間は休園日なし。
勤務時間　日直業務　午前8時30分～午後5時　
　　　　　宿直業務　午後5時～翌午前8時30分
報酬額　時間額834円、夜勤7,350円
雇用期間　令和2年5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
農林水産課および各支所農林水産係にあります。市
ホームページからダウンロード可
選考方法　書類審査・面接
募集締切　4月15日(水)午後5時まで
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【日置市伊集院森林公園管理人の募集について】

≪農業委員会から≫

　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（令和元年度）及び目標とその達成に向け
た活動計画（令和２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等の法令事務およ
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
※意見提出用紙については、各公表場所にあります。市
ホームページからダウンロード可　
募集期間　4月13日(月)～5月12日(火)
【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】

≪福祉課から≫

　市では、手話奉仕員養成講座を次のとおり実施しま
す。受講希望の方は、電話にてお申し込みください。
期間　5月12日～令和3年3月16日※毎週火曜日
時間　午後2時～午後4時
場所　日吉老人福祉センター　多目的ホール
対象者　日置市内に居住し、手話に興味があり、年間を
通して受講でき、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
※受講希望者多数の場合は新規の方を優先とします。
受講料　無料※テキスト代は自己負担(3,000円程度)
【申込先・お問い合わせ先】
日置市社会福祉協議会 本所 担当:迫田
TEL 246-8561

【手話奉仕員養成講座の受講生募集について】

≪日置南学校給センターから≫

業務内容　調理補助員　　募集人員　若干名
勤務場所　日置南学校給食センター
勤務日数　月14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
※有給休暇有（時間単位で取得可能）
報酬額　時間額834円
通勤手当　一定の要件を満たす場合に支給
加入保険　労働保険（雇用・労災）
提出書類　会計年度職員登録申込書※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、面接
募集締切　４月24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

【令和2年度調理助員の募集について】

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 4月14日(火)午後1時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 4月11日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　１階会議室 4月 9日(木)午後1時～午後3時

4月 8日(水)午後1時～午後3時
4月22日(水)午後1時～午後3時

場　　所 日　　時

日吉老人福祉センター(会議室)　

日置市役所吹上支所(第１会議室) ４月14日(火)午後１時30分～

日置市中央公民館(研修室2・3) ４月16日(木)午後１時30分～

東市来総合福祉センター(大会議室)　４月17日(金)午後１時30分～

４月15日(水)午後１時30分～

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 4月 7日(火)午後1時30分～午後4時
4月21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

4月 8日(水)午前9時30分～正午
4月22日(水)午前9時30分～正午

日吉老人福祉センター　相談室 4月13日(月)午前9時30分～正午
4月27日(月)午前9時30分～正午

吹上中央公民館　相談室 4月 9日(木)午前9時30分～正午
4月23日(木)午前9時30分～正午

≪日吉支所市民課から≫

　利用料金等を次のとおり改定します。
１　高齢者等（65歳以上の高齢者、身体障害者手帳の
交付を受けている者等）　

２　連続回数券（10回分から11回分に変更）

【お問い合わせ先】
日吉老人福祉センター TEL 292-2321
日吉支所市民課福祉係 TEL 292-2113

【日吉老人福祉センター浴場利用料金等の変更について】

変更開始時期

令和２年４月１日

１回分

150円

変更開始時期

令和２年４月１日
1,500円
1,300円
1,980円

令和３年４月１日

区分

高齢者等
児　童
一　般

2,200円一　般

連続回数券
（11回分）
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日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30

◆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　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

◆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
            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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆がんばらない体の整え方(体操)
【要予約・託児あり】
10：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆東京２０２０オリンピック聖火リレー
14：44～１5：15　日置市役所～伊集院小学校

◆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
　

◆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
　

◆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

◆笑顔を引き出すコミュニケーショ
ンカラー講座【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
 

◆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
 

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
橋本耳鼻咽喉科 ☎273-1811
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

◆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
　

1

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　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

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎273-3195
☎296-2611

守屋病院
外科馬場病院

当
番
医

樋口クリニック ☎274-9388
☎246-5550
☎296-2611

いじゅういん脳神経外科
外科馬場病院

当
番
医

税目等

1期

4月

1期

全期

1期

1期

2期

5月 6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

4

26

湯田内科病院 ☎274-1252
久保内科 ☎272-2527
しいの内科クリニック ☎299-3111

当
番
医

32

◆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
            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

◆気軽に始めるお片付けと、使いやすいキッ
チン収納のお話(講座)【要予約・託児あり】
10：1０～１1：4０　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

第36回吹上地域女性ふれあい大会
         ９：００～１5：００　吹上浜公園体育館

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎272-2330
☎272-2332

黒岩整形外科内科
黒岩眼科

当
番
医

昭和の日

2020年4月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和2年） ◆子育て相談(助産師)

１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街

※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め各イベントなどは中
止・延期になる場合が
あります。
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