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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。

≪介護保険課から≫

　この会は、ご家族を介護されている方や介護に関心のある
方が集まって、情報交換や介護のコツなどを学びあう場です。
　今回は、ハンドケアでリフレッシュをしながら交流会を行い
ますので、お気軽にご参加ください。
　また、この会は、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21日（金）午前10時～午前11時30分
場所　日置市女性センター銀天街（南日本銀行銀天街出張所）
対象者　ご家族を介護されている方や介護に関心のある
方など
内容　ハンドケア＆交流会
その他　ハンドクリームを持っている方はご持参ください。
託児を希望される方は、事前にご連絡ください
【お問い合わせ先】
日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～の開催について】
≪商工観光課から≫

　日置市商工会では、地域経済の活性化などを目的に、
プレミアム付商品券を発行します。申込方法や指定の購
入申込ハガキなど、詳細につきましては、今回（４月23日
発送）、各世帯に配布されています「日置市商工会プレミ
アム付商品券「キバレ！ひおき応援券（購入ハガキ付）」チ
ラシをご覧ください。なお、申し込みの締め切りは令和３
年５月１４日（金）までとなっていますので、購入をご希望
される方は、お早めにお申し込みください。
【お問い合わせ先】
日置市商工会伊集院本所 TEL 272-2222

【日置市商工会プレミアム付商品券「キバレ！ひおき応援券」の購入申込について】

≪商工観光課から≫

　市では、新型コロナウイルス感染症などにより影響を
受けている中小企業者の方々に対して日置市商工会と連
携・協力し、「専門家派遣事業」を実施しています。
　さまざまな相談・要請内容などに応じて、専門家を直接
事業所に派遣し、具体的・実践的な事項に関して、適切な
指導・助言を行い問題を解決していくための制度です。
専門家のアドバイスを受けてみたいと考えている事業者
の皆さまは、ぜひご利用ください。
対象者　市内の中小企業者（個人事業者を含む）
相談料　無料（ただし、内容によっては一部負担が生じる
場合があります。）
申込先　日置市商工会伊集院本所および各支所
申込期限　令和４年２月２５日（金） ＊予算に達した場合は
終了となります。
申し込みにあたっては、お気軽にお近くの日置市商工会
へご相談ください。
【お問い合わせ先】
日置市商工会
伊集院本所 TEL 272-2222 ／ 日吉支所 TEL 292-3130
東市来支所 TEL 274-2151 ／ 吹上支所 TEL 296-2246

【日置市中小企業者向け専門家支援窓口設置事業
「日置市商工会専門家派遣事業」に関するお知らせ】

≪福祉課から≫

　全国戦没者追悼式への参列を希望される遺族の方を
募集します。
日時　８月15日（日）　
※前日からの団体行動になります。
場所　日本武道館（東京都千代田区）
対象者　
・戦没者の遺族
・一般戦災死没者（空襲により亡くなった方など）の遺族
※鹿児島県内に住民登録をしている遺族に限ります。
※過去に参列したことがない方を優先します。
※「次世代への継承」という観点から「18歳未満の遺族」
についても募集します。
申込期間　５月６日(木)～５月31日(月)
募集人員　鹿児島県内から65人
※申し込み多数の場合は選考となります。
申込先　本庁福祉課および各支所地域振興課福祉係
その他　新型コロナウイルスの感染状況により、今後変
更になる可能性があります。
【お問い合わせ先】
県庁社会福祉課調査援護係 TEL 099-286-2830
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416
および各支所市民課福祉係

【令和３年全国戦没者追悼式参列遺族の募集について】
≪税務課から≫

　障がいのある方のために使用される軽自動車などで、一定
の要件を満たすものは、軽自動車税（種別割）の減免を受け
ることができます。５月31日(月)までに申請をしてください。
減免の対象となる軽自動車など
(1)障がい者本人、または障がい者と生計を一にする方の
名義の軽自動車などで、障がい者本人、障がい者と生計を
一にする方または障がい者を常時介護する方が運転するも
の
※自動車の減免は障がい者１人につき１台です。普通車の
自動車税の減免を受けている場合は、対象になりません。
(2)障がい者の利用に供するための構造の軽自動車
必要な書類
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳のいずれかの原本
(2)運転する方の運転免許証
(3)車検証（４輪に限る）
(4)令和３年度軽自動車税（種別割）納税通知書（令和３年
４月30日(金)発送予定）
(5)常時介護を証明するもの（通院証明書、通学証明書、
通所証明書など）※常時介護する方が運転する場合
(6)マイナンバーが分かる通知カードまたは個人番号カード
減免申請の提出期限
令和３年４月30日(金)～５月31日(月)
【提出先・お問い合わせ先】
本庁税務課市民税係　　　　　　TEL 248-9412
東市来支所地域振興課市民税係　TEL 274-2436
日吉支所地域振興課市民税係　　TEL 292-2033
吹上支所地域振興課市民税係　　TEL 296-2257

【軽自動車税（種別割）の減免申請について】

≪福祉課から≫

募集人員　１人（産休・育休代替）
仕事内容　障がい者などの相談に応じ、助言や連絡調整
などの必要な支援を行うほか、サービス利用計画の作成
を行います。
応募資格　相談支援従事者初任者または現任研修修了者
勤務形態　月曜日～金曜日（月20日程度）
午前８時30分から午後５時のうち 7.5時間以内
勤務地　　日置市内
賃金　　　時給1,604円
加入保険　雇用保険・社会保険
通勤手当・期末手当　一定の要件を満たす場合に支給
雇用期間　令和３年７月～令和４年３月
提出書類　履歴書１部（写真添付）
※必ず本市の「会計年度任用職員登録申込書」を使用す
ること。用紙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可
選考方法　書類審査、面接
提出期限　５月31日（月）午後５時まで
【提出先・お問い合わせ先】
本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416

【障がい者等相談支援専門員（会計年度任用職員）の募集について】

≪福祉課から≫

募集について
〇木工教室　募集人数30人
〇竹工教室　募集人員15人
〇陶芸教室　募集人員30人
開催時間　午前９時30分～正午
対象者　市内に居住する人。ただし、学生を除く。各教室
とも初心者対象。
受講期間　６月から翌年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。
申込期限　５月７日（金）　
その他　申し込み多数の場合は抽選
【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について】

≪企画課から≫

　令和３年６月１日を調査時点として、「経済センサス－活
動調査」が実施されます。経済センサス－活動調査は、工
場や喫茶店、個人事業所などを含む、全国すべての事業
所・企業を対象としており、我が国における事業所・企業
の経済活動を明らかにすることを目的とする重要な調査
となります。
　５月から鹿児島県知事が任命した統計調査員が各事業
所を訪問しますので、ご協力をお願いいたします。
　詳細については、「経済センサス－活動調査2021キャ
ンペーンサイト」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

【令和３年経済センサス－活動調査の実施について】

≪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　５月19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】

≪福祉課から≫

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを
受けて、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯分）を支給します。なお、ひとり親世帯
以外の住民税非課税世帯への給付については、詳細が分かり
次第、お知らせします。ひとり親世帯分の給付について、ご不
明な点がある場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 TEL 248-9416
または各支所地域振興課福祉係

【子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）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

日置市役所吹上支所1階

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≫

5月11日(火)午後1時～午後3時

5月 8日(土)午後1時～午後3時

5月13日(木)午後1時～午後3時

5月12日(水)午後1時～午後3時
5月26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

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

5月18日(火)午後1時30分～午後4時

5月13日(木)午前9時30分～正午
5月27日(木)午前9時30分～正午

5月10日(月)午前9時30分～正午
5月24日(月)午前9時30分～正午

5月12日(水)午前9時30分～正午
5月26日(水)午前9時30分～正午

≪健康保険課から≫

　65歳以上の方を対象に、新型コロナワクチン接種券を
発送しましたが、同封文書に誤りがありましたので次の
とおり訂正し、お詫びします。
○誤り文書および箇所　
「よくある質問」の下段「相談窓口」の電話番号
　　　　　　　　　　　　　　（誤）　　　　 （正）
コロナ相談かごしま　TEL　833-3211→　833-3221
【お問い合わせ先】日置市コロナワクチンコールセンター

【新型コロナワクチン接種券同封文書の一部誤りについて】
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浅谷小児科
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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

◆総合検診
            8：0０～１0：００　吹上保健センター
◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上中央公民館
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日吉保健センター

◆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

◆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
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◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康相談（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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～１３：3０　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
前原総合医療病院☎273-3939
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番
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本庄病院 ☎273-2135
☎246-8707みゆきクリニック

☎272-2332
☎296-2025

黒岩眼科
山之内クリニック

☎273-3195
☎273-3939

守屋病院
前原総合医療病院

☎274-3211
☎272-1177

大石医院
康生クリニック

当
番
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当
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◆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

◆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
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

◆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
◆日置市長選挙および日置市議会
議員選挙投票日

◆がん検診
            8：0０～１0：００　日吉保健センター

25 29

◆ほのぼのカフェ【要予約・託児あり】
１0：0０～11：30　日置市女性センター銀天街

◆新企画 男女共同参画について話そう
【要予約・託児あり】
１4：3０～16：00　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

26 27 28

※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。

※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。

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎273-3939前原総合医療病院

当
番
医

☎272-2121
☎296-2611

整形外科はやしだ病院
外科馬場病院

当
番
医

浅谷小児科 ☎274-3088
☎272-5151じんごあん整形外科内科

当
番
医

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

日置市長選挙および日置市議会議員選挙　期日前投票　場所：日置市中央公民館および各支所　時間：8：30～20：00


