
お知らせ版
広報ひおき 第　323　号

令和2年5月29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。

≪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　5月20日（水）午前10時～午後3時
場所　市中央公民館　1階中ホール
【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】

　市の誘致企業である、昭光エレクトロニクス株式会
社において、次のとおり事業拡張による従業員を募集
します。
会社名　昭光エレクトロニクス(株)
勤務地　伊集院町徳重1786-6
業務内容　①電子部品製造オペレーター
　　　　　 ②電子部品外観検査、その他軽作業
募集人員　① ３人程度
　　　　　 ②20人程度
勤務時間　
①午前８時30分～午後５時、午後４時30分～翌午前１時、
午前０時30分～午前９時※ローテーションで勤務
②午前８時30分～午後10時の間で５時間以上（土・日・祝
日休み）
給与　①当社規程による
　　　 ②時間額820円～
雇用期間　①６カ月更新
　　　　　 ②３カ月更新
諸手当　①交替制手当、深夜勤務手当、通勤手当
　　　　 ②通勤手当
保険　①雇用保険、社会保険
　　　②雇用保険、フルタイムの場合社会保険
提出書類　履歴書（写真貼付）
提出期限　随時受付
※履歴書を郵送するかお電話でお問い合わせください。
【提出先・お問い合わせ先】
〒899-2502　日置市伊集院町徳重1786-6
昭光エレクトロニクス㈱　担当:山田　
TEL 273-1111

≪農地整備課から≫

　鹿児島県は、決壊による水害その他自然災害により、
周辺の区域に被害をおよぼす恐れがあるため池を「特
定農業用ため池」に指定しています。日置市内で特定農
業用ため池の指定を受けたため池は、次のとおりです。
〇小谷池（日置市日吉町山田地内）
【お問い合わせ先】
本庁農地整備課  農地整備２係　TEL 273-8873（直通）
日吉支所産業建設課農地整備係 TEL 292-2114（直通）

【特定農業用ため池の指定について】

≪企画課から≫

　日置市観光PR武将隊プロジェクトを推進するため、戦国
島津体験館「よしとし軍議場」に常駐し業務を行う戦国島
津マネジメント軍師 (地域おこし協力隊)を募集します。都
市住民で、移住できる方が対象です。詳細はお問い合わせ
ください。市外にお住まいのご家族などへご紹介ください。
雇用関係　会計年度任用職員
募集人数　1人
募集対象　年齢20歳以上で、原則として日吉町吉利地
区に住所を移し居住できる方で、起業し定住する意欲
のある方。(日置市に住所がある方は対象外)
勤務地　戦国島津体験館「よしとし軍議場」(旧吉利地区公民館)
勤務時間　午前８時30分から午後５時まで(月17日間勤務)
募集期間　５月18日から６月30日まで
報酬　月額161,542円（賞与あり）
待遇・福利厚生　社会保険・労働保険　
住居は市で用意し、市が家賃を一部助成します。詳細は
市ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
本庁企画課政策推進係 TEL 248-9403

【戦国島津マネジメント軍師 (地域おこし協力隊)を募集します】

≪健康保険課から≫

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、今年度に
76歳および80歳の誕生日を迎えられる後期高齢者医
療の被保険者を対象に、口腔検診（お口元気歯ッピー
検診）を実施します。この検診は「歯」だけでなく「お
口の機能」も含めて検査しますので、義歯（入れ歯な
ど）を使用中の方も受診いただけます。
検診期間　令和2年６月１日（月）から令和3年１月31日
（日）まで
検診会場　県内の歯科医療機関（一部実施しない歯科
医療機関があります）
対象者　昭和19年４月１日から昭和20年３月31日生ま
れおよび昭和15年４月1日から昭和16年３月31日生ま
れの後期高齢者医療被保険者
検診料　無料
受診方法　ご自身で歯科医療機関に予約をしてから受診し
てください。受診当日は、受診券と後期高齢者医療被保険者
証が必要です。受診券（オレンジ封筒）は、５月末に鹿児島県
後期高齢者医療広連合から対象者へ送付しています。※体
調を第一に考え、無理のない範囲で受診してください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合 
業務課 保健事業班 TEL 099－206-1329

【お口元気歯ッピー検診について】

≪上下水道課から≫

　日置市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
市民の経済的負担を軽減するために、水道の基本料金
を次の内容で免除します。
対象者　一般家庭、事業所などすべての給水契約者
対象料金　水道基本料金（使用量に応じて支払う従量
料金は、免除対象から除く）
適用期間　感染症の終息や生活再建に一定の期間がか
かることを想定し、4カ月間とします。
〇偶数月におけるお支払いの世帯は6月請求分と8月請求分
〇奇数月におけるお支払いの世帯は7月請求分と9月請求分
手続き　申請などは不要です。
【お問い合わせ先】
日置市上下水道課水道管理係 TEL 248-9424(直通)

【新型コロナウイルス感染症に関する水道基本料金の免除について】

≪社会教育課から≫

　日置市のジュニア・リーダーとして、年間を通して子
ども会活動での運営補助やレクリエーション指導な
ど、各イベントへの支援・協力活動を行います。令和２
年度は、18人（中学１年生から高校３年生まで）の会員
でスタートしました。一緒に活動してみませんか。
対象者　日置市内在住または通学する小学校５・６年
生、中学生、高校生
募集期限　随時受付
申込方法　本庁社会教育課・各支所教育振興課に備え
付けの「申込書（保護者の承認印が必要)」に必要事項
を記入のうえ、お申し込みください。
【申込先・お問い合わせ先】
日置市教育委員会社会教育課 TEL 248-9432(直通)

【ジュニア・リーダークラブ「チェスト」の活動生募集について】

≪商工観光課から≫

　日置市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
により、一定程度売上額が減少した中小企業者につい
て、給付金を交付します。
給付額　10万円
支給対象者　次の１のいずれかに該当し、かつ、２～４に
ついては、いずれにも該当する事業者（法人・個人）が
対象となります。
1　次のいずれかに該当する者
(1)出資金の額または出資の総額が３億円以下の法人
(2)常時使用する従業員の数が300人以下の法人
(3)個人事業者
2　市内に営業所、事務所、工場などを有する者
3　令和元年12月以前から事業収入を得ており、今後
も事業継続の意思がある者
4　事業収入が前年同月比で20％以上減少している者
※対象期間は２月から５月のうちいずれか１月を選択し
てください。
※前年実績のない事業者または、業容拡大などにより
前年比較が不適当な事業者については、令和元年10月
から12月のうちいずれか１月と比較し20％以上減少し
ている場合は対象となります。ただし、下記のいずれか
に該当する場合は支給対象外となります。
ア　風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関す
る法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に
係る「接客業務受託営業」を行う者
イ　政治団体
ウ　宗教上の組織または団体
エ　暴力団などに関与している者
オ　ア～エのほか、交付金を交付することが適当でな
いと市長が認める者
申請書類の取得について　日置市ホームページまた
は、本庁商工観光課・各支所地域振興課で取得できます。
申請書受付期間　５月13日（水）から６月30日（火）まで
申請方法　原則、下の問合せ先まで郵送でお願いしま
す。ただし、本庁商工観光課（１階ロビー臨時窓口）また
は、各支所地域振興課でも受付は可能です。
【お問い合わせ先】
〒899-2592　日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市総務企画部商工観光課商工政策係
TEL 248-9409

【日置市中小企業者など緊急支援給付金について】

≪建設課から≫

　日置市では、社会状況の変化や土地利用の変化など
がおこる可能性を踏まえ、都市計画区域マスタープラ
ン変更の素案を作成しました。つきましては、住民説
明会を開催いたしますので、次の会場の中から御都合
に合わせてお越しください。詳しい内容については、
日置市ホームページに掲載してありますので、御覧く
ださい。
日時・会場　

【申込先・お問い合わせ先】
産業建設部建設課都市計画係
TEL 273-8871

【都市計画区域マスタープラン変更住民説明会について】

≪福祉課から≫

　日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいんでは、工
芸教室の受講生を募集します。
対象者　市内に居住する人。ただし、学生を除く。
教室名および開催日

受講期間　７月から３月まで。
受講料　無料。ただし、教材費については、自己負担と
なります
再申込期間　６月22日(月)
【申込先・お問い合わせ先】
ゆすいん TEL 272-0105

【ゆすいん工芸教室の受講生再募集について】

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　講座2
　小会議室

東市来総合福祉センター　相談室 6月 9日(火)午後1時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 6月13日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　1階会議室 6月11日(木)午後1時～午後3時

6月10日(水)午後1時～午後3時
6月24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≫

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

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

　鹿児島障害者職業能力開発校では、障がいのある方
の就職に際して役立つ技能を習得していただくため
に、訓練生を募集しています。
（就業実務科）

募集期間　４月27日（月）～5月29日（金）
訓練期間　７月1日（水）～10月28日（水）
対象者　障がいのある方で、早期の就職や再就職を目指
す方（就労支援事業所などで支援を受けられている方も
受講可能）
訓練内容　仕事に必要なビジネスマナーや接遇などの知識
を教室での座学や企業での職場体験、実習を行う訓練です。
特典　授業料は無料で、給付金が支給される場合もあり
ます（教材費の負担はありません）
【申込先】　最寄りのハローワークまで
【お問い合わせ先】
〒895-1402　薩摩川内市入来町浦之名1432　
鹿児島障害者職業能力開発校 
TEL 0996-44-2206　FAX 0996-44-2207

鹿児島市新屋敷町16番406号（鹿児島公社ビル4階）

障害者就業アカデミー
5人

≪福祉課から≫

　児童手当を受給している方は、年１回の更新手続き
（現況届）が必要です。現況届は、６月１日現在の世帯
の状況を把握し、引き続き児童手当を受けることがで
きるか確認するためのものです。なお、期限内に提出
がない場合、６月分以降の手当が受けられなくなりま
すので必ずお出しください。
提出期間　６月16日（火）から26日（金）まで
対象者　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３
月31日まで）の児童を養育している方
その他　詳しくは、対象者に郵送する現況届や児童手
当の案内などでご確認ください。※混雑を避けるため、
返信用封筒での提出にご協力ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 TEL 248-9416（直通）

【児童手当現況届のご案内について】
耐震診断

耐震改修

開催日及び
開催時間
隔週土曜日
9:30～12:00
隔週土曜日
9:30～12:00
隔週水曜日
9:30～12:00

日用品、盛器、飾り物、
差し物など作成
花器、台所用品など

作成

湯のみ、花器など作成

受講内容教室名

木工教室

竹工教室

陶芸教室

対象

初心者

初心者

初心者

募集人員

30 人

15 人

30 人

≪健康保険課から≫

　国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入し
ている被用者（会社などに勤めている方）のうち、新型
コロナウイルス感染症に感染した方または発熱などの
症状があり感染が疑われる方が会社を休み、事業主か
ら十分な報酬が受けられない場合に傷病手当金が支
給されます。申請方法や要件など詳細については、下
記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
日置市役所健康保険課国民健康保険係または
後期高齢者医療係 TEL 248-9421（直通）

【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について】

6月10日(水)午前9時30分～正午
6月24日(水)午前9時30分～正午

6月 2日(火)午後1時30分～午後4時
6月16日(火)午後1時30分～午後4時

6月 8日(月)午前9時30分～正午
6月22日(月)午前9時30分～正午
6月11日(木)午前9時30分～正午
6月25日(木)午前9時30分～正午

東市来文化交流センター
大会議室（２階）

６月 16 日（火）
午後２時から

日置市中央公民館
研修室２・３（３階）

６月 16 日（火）
午後７時から

吹上中央公民館
大会議室（２階）

６月 17 日（水）
午後２時から

場　　所 日　　時
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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

◆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

◆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
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
◆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

◆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

◆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
◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆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

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

◆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
 

◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

湯田内科病院 ☎274-1252
ゆのもと記念病院
野口クリニック

☎274-2521
☎272-3211

当
番
医
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◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆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
　

◆双子の会
１0：0０～１1：００　日吉保健センター
　

◆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
☎246-5850
☎296-2611

たもつクリニック
外科馬場病院

当
番
医

税目等
1期

1期

2期

6月

2期

2期

1期

7月
2期

3期

3期

2期

8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 6

28

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
清田耳鼻咽喉科 ☎273-1333
しいの内科クリニック ☎299-3111

当
番
医

54
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　  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
 

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

22

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
☎272-2330
☎296-2611

黒岩整形外科内科
外科馬場病院

当
番
医

2020年

6月くらしのカレンダーくらしのカレンダー （令和2年）

※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。

◆ゆのカフェ（認知症カフェ）
１3：3０～１5：0０　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

◆健康相談（保健師）
１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街
◆ヨガ（託児あり）
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街
 


