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令和3年2月26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。

≪国体推進係から≫

　東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員
会より、延期後の新たな聖火リレーについて発表され
ました。
○日置市ルート
実施日　４月28日(水)
出発予定地・時刻
日置市役所東側駐車場入口前　午後２時28分
到着予定地・時刻
伊集院小学校正門前　午後２時58分
交通規制　当日のコースおよび周辺の道路では、車両
進入禁止などが予定されています。時間帯などは、公
表され次第お知らせします。
※その他聖火リレーの鹿児島県内におけ
るコースの詳細などについては、組織委
員会ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
本庁社会教育課国体推進係 TEL 274-2175

【東京2020オリンピック聖火リレーの実施について】
≪企画課から≫

　市男女共同参画基本計画の策定・変更に関することや、
本市の男女共同参画の推進に関する施策または重要事項
について調査審議を行うため、日置市男女共同参画審議会
を設置しています。
　市男女共同参画基本計画の推進に当たり、市民の皆さま
からの意見を反映させていくために、公募委員を次のとお
り募集します。（会議の際は託児有り）
募集人員　若干名
応募資格　応募日現在で、次のすべての条件を満たすこと。
(1) 日置市に住所を有する年齢満20歳以上の方
(2) 原則、平日に開催される会議に出席できる方（年間１～
３回）
(3) 日置市議会議員および日置市職員でない方
任期　２年間
報酬　市条例で定められている額をお支払いします。
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、本庁
企画課または各支所地域振興課に持参するか郵送してくだ
さい。応募用紙は本庁企画課および各支所地域振興課に置
いてあるほか、日置市ホームページからもダウンロードで
きます。（https://www.city.hioki.kagoshima.jp/）
※応募用紙は返却できませんのでご了承ください。
募集期間　３月26日（金）まで　必着（郵送も同様）
選考方法　応募資格を満たした方の中から、動機や意見な
どの内容を審査し、公平に選考します。
【お問い合わせ先】
本庁企画課国際交流・男女共同参画係 
TEL 248-9403

【日置市男女共同参画審議会委員（公募委員）の募集について】

≪農地整備課から≫

業務内容　登記事務員
勤務先　本庁農地整備課（旧合同庁舎２階）
勤務日数　月14日　　　募集人員　１人
勤務時間　午前８時30分～午後５時までのうち7.5時間
報酬額　時間額１，０５４円
任用期間　４月１日から翌年４年３月31日まで
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、本庁農地
整備課に持参するか郵送してください。応募用紙は本庁農地整
備課に置いてあるほか、日置市ホームページからもダウンロー
ドできます。（https://www.city.hioki.kagoshima.jp/）
※応募用紙は返却できませんのでご了承ください。
募集期間　３月９日（火）午後５時まで　必着(郵送も同様)
選考方法　書類審査、面接
【お問い合わせ先】
本庁農地整備課農地整備１係 TEL 273-8873

【登記事務員の募集について】
≪健康保険課から≫

○専門職員
募集職種　①保健師、②③看護師、④栄養士
業務内容　各種健康教室、健康相談業務、重複・頻回対象
者訪問指導、特定健診・集団検診業務など
募集人員　①1人、②③④若干名
勤務場所　①②④本庁、③吹上支所
勤務日数　①月20日以内、②月16日以内、③④月10日以内
報酬額　時間額１，１２９円
加入保険　①②社会保険･雇用保険、③④無し
通勤手当　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　４月１日～令和４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　書類選考および面接など
募集期間　３月10日(水) 午後５時まで
【提出･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】

≪商工観光課から≫

　マイナポイント事業の期間が令和３年９月末まで延長さ
れました。この事業は、令和３年３月末までにマイナン
バーカードの交付申請を行った方が対象です。
　ぜひ、期間内にマイナンバーカードの交付申請をして
いただき、マイナポイント事業をご利用ください。
○マイナポイントとは
　マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだ
キャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をする
と、そのサービスで、ご利用金額の25％分のポイントがも
らえるのが「マイナポイント」の仕組みです。（お一人あ
たり５，０００円分が上限です）
○詳細ホームページ
総務省ホームページ（検索：マイナポイント）
【お問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル　
TEL 0120-95-0178

【マイナポイント事業の期間延長について】

≪企画課から≫

　市では、市総合計画などの策定に必要な調査および審
議を行うため、日置市総合計画審議会を設置していま
す。市総合計画の推進に当たり、市民の皆さまからの意
見を反映させていくために、公募委員を次のとおり募集
します。
募集人員　若干名
応募資格　応募日現在で、次のすべての条件を満たすこ
と。
(1) 日置市に住所を有する年齢満20歳以上の方
(2) 原則、平日に開催される会議に出席できる方（年間１
～３回）
(3) 日置市議会議員および日置市職員でない方
任期　２年間
報酬　市条例で定められている額をお支払いします。
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、本庁企画
課または各支所地域振興課に持参するか郵送してください。応
募用紙は本庁企画課および各支所地域振興課に置いてあるほ
か、日置市ホームページからもダウンロードできます。
（https://www.city.hioki.kagoshima.jp/）
※応募用紙は返却できませんのでご了承ください。
募集期間　３月26日（金）まで　必着（郵送も同様）
選考方法　応募資格を満たした方の中から、動機や意見
などの内容を審査し、公平に選考します。
【お問い合わせ先】
本庁企画課政策推進係 TEL 248-9403

【日置市総合計画審議会委員（公募委員）の募集について】

≪東市来支所農地整備課から≫

　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。
日時　４月４日（日）９時30分～午後０時30分　　
受付　午前９時～午前９時30分
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　先着50人
※３月19日（金）まで受け付けますが、定員になり次第締め
切らせていただきます。
参加料　１グループ（約４人）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。
※新型コロナウイルス感染症対策により昼食時間は設けま
せんが、お持ち帰り用のおにぎりセットを販売します。（２個
入り／２００円）
【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

【第18回尾木場めだかの里散策＆山菜狩りについて】

≪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（オートマ限定不可）
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～午後５時までのうち7.5時間
報酬　日額６，２００円
加入保険　雇用保険
雇用期間　４月から令和４年３月まで
提出書類　履歴書など所定の書類（農業公社にあります）
選考方法　書類審査、面接
申込締切　３月10日（水）
【提出先・お問い合わせ先】
公益社団法人日置市農業公社　
TEL 099-245-1700

【就労支援員の募集について】

≪企画課から≫

　携帯電話の電波発射試験を行います。その電波が地
上デジタル放送に近い周波数を利用するため、テレビ
アンテナ設備などに影響がでる場合があります。電波
発射予定日以降にテレビ映像に影響がでた際は、コー
ルセンターへご連絡をお願いします。影響がでた場合
は、一般社団法人７００MHｚ（メガヘルツ）利用推進協
会が無償で回復作業を行います。
電波発射試験予定日　３月18日（木）
影響が考えられる地域　東市来町養母
【お問い合わせ先】
７００MHｚ（メガヘルツ）テレビ受信障害対策コールセンター
TEL 0120-700-012
上記番号がつながらない場合　
TEL 050-3786-0700(有料)
※受付時間は、午前９時から午後10時まで（土日祝日を含む）

【テレビの視聴について】
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

日吉老人福祉センター　相談室

3月 9日(火)午後1時～午後3時

3月13日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所1階 3月11日(木)午後1時～午後3時

3月10日(水)午後1時～午後3時
3月24日(水)午後1時～午後3時

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≫

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

吹上中央公民館　相談室

日吉老人福祉センター　相談室

3月 2日(火)午後1時30分～午後4時
3月16日(火)午後1時30分～午後4時

3月11日(木)午前9時30分～正午
3月25日(木)午前9時30分～正午

3月 8日(月)午前9時30分～正午
3月22日(月)午前9時30分～正午

3月10日(水)午前9時30分～正午
3月24日(水)午前9時30分～正午
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◆東市来地域文化祭
10：00～　　　　東市来文化交流センター
◆伊集院地域文化祭
１3：0０～１4：4０　伊集院文化会館

日 月 火 水 木 金 土

◆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　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付13：20～13：30　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　吹上保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

◆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

7月
6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 3

◆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

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（保健師）
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
◆段ボールリメイク工作体験【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
◆親子はぐくみヨガ【要予約・託児あり】
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街
◆学校を見に行こう週間
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◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　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

◆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

◆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

◆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13：20～13：30　日置市中央公民館
◆日置市立の小学校　卒業式

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆日置市立の幼稚園　卒園式

◆育児相談
            9：3０～１1：0０　東市来文化交流センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
◆日置市立の中学校　卒業式
　

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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
◆日置市地域包括支援センター運営協議会
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
◆ふくしとくらし　なんでも相談会
１4：0０～１7：００　日置市中央公民館
◆伴走型支援者養成講座
１8：3０～20：3０　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
◆ふくしとくらし　なんでも相談会
１4：0０～１7：００　日置市中央公民館
◆伴走型支援者養成講座
１8：3０～20：3０　日置市中央公民館
　

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日置市中央公民館

博悠会温泉病院 ☎274-2238
康生クリニック ☎272-1177
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

大石医院 ☎274-3211
☎273-3939
☎296-2611

前原総合医療病院
外科馬場病院

当
番
医

野口クリニック ☎272-3211
☎273-1811
☎296-2611
☎296-2025

橋本耳鼻咽喉科
外科馬場病院
山之内クリニック

当
番
医

◆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　日置市中央公民館
◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館◆女性がん検診

            8：5０～１4：5０　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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日吉保健センター
◆学校を見に行こう週間

◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター

◆総合健診（脱痛）
            8：0０～１0：0０　日置市中央公民館

伊作田診療所 ☎274-8480
久保内科 ☎272-2527
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

春分の日

28

浅谷小児科 ☎274-3088
せきやま皮膚科 ☎273-1000
前原総合医療病院 ☎273-3939

当
番
医

◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　  日置市女性センター銀天街
◆子育てなんでも相談（チャイまる）
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
 

◆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

◆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

◆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
◆日置おもちゃ病院開院
受付　13：00～15：00　日置市中央公民館
◆市県民税等申告相談日
（対象者：各地域申告会場に行けなかった方）
            ９：0０～正午　　日置市中央公民館

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
※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。

2021年 3月 （令和3年）

◆市県民税等申告相談日
（対象者：各地域申告会場に行け
なかった方）

            ９：３０～正午　　日置市中央公民館１3：００～１6：0０


