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令和2年6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。

≪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

≪市民生活課から≫

　次のとおり、公用車を売却します。

売却車両
車種名　三菱　汲取車
最大積載量：3,600㎏　
原動機の型式：6M61　
初年度登録：平成12年5月
走行距離：208,688㎞（5月15日現在）
車検有効期間：令和2年5月21日　　　　　　　　　　
底部シャーシクロスメンバーフレーム腐蝕（助手側後）
申込方法　購入希望者は、7月10日（金）までにいちき
串木野市・日置市衛生処理組合へ見積書を提出してく
ださい。（見積書様式は、組合にあります）
購入（申込）条件
(1)市税の滞納がない方。
(2)所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車税などの
名義変更などは全ての手続きは購入者負担とし、物件の引
渡は手続完了し、売却代金の納入を確認した後とします。
(3)物件の購入者への引渡方法は、保管場所での現状引渡
とし、引渡後の不調や故障について補償は一切行いませ
ん。また、引き取り時に車検が切れている為、購入者で移
動をお願いします。
(4)車両に表示してある「串木野衛生センター」などの名
称は、購入者が抹消し抹消後の写真を提出してください。
最低売却価格　10,000円（税抜）
物件の確認　
(1)見積りにあたっては、事前にセンターに連絡を取り
車輌の確認および説明を受けて下さい。
(2)場所　いちき串木野市・日置市衛生処理組合
購入者の決定　最低売却価格以上で、最高の価格を
もって有効な見積もりをした方を購入者とします。
【お問い合わせ先】
いちき串木野市・日置市衛生処理組合
TEL 0996-32-3612

【公用車（汲取車）の公売について】
≪企画課から≫

　日置市では５月２日にオンラインによる申請、５月19
日には申請書による受付を開始しており、６月10日現
在9割を超える世帯について給付を完了しておりま
す。本市における申請期限は８月18日(火)までとなっ
ておりますので、申請がお済みでない方はお早めに申
請されますようお願いします。（受付期間を過ぎると、
申請を受け付けられませんのでご注意ください。）
※次に該当される方はお問い合わせください
①申請書を提出して１カ月以上経過したが、申請した
口座に振り込まれていない。
②申請書が住んでいるところに届いていない。
③申請書を紛失または破損した。
【お問い合わせ先】
本庁企画課特別定額給付金申請窓口 TEL 248-9471

【特別定額給付金の申請について】

≪介護保険課・福祉課から≫

日時　７月27日（月）午後２時から午後４時まで
場所　日置市中央公民館３階　大会議室
内容　日置市高齢者福祉計画および第８期介護保険事
業計画策定
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

【高齢者福祉計画およ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≫

受付期間　
(1)インターネット７月７日(火)午前10時から７月16日
(木)（受信有効）
(2)郵送７月７日(火)から７月10日(金)（消印有効）
第1次試験日　９月13日(日)
※受験案内は、裁判所のホームページまたは最寄りの
裁判所で配布します
【お問い合わせ先】
鹿児島地方裁判所事務局総務課人事第一係 
TEL 808-3707

【令和２年度裁判所職員採用試験について】

≪社会教育課から≫

　日置市文化協会連絡協議会では「第９回ひおき文芸
賞」の作品を募集しています。文芸に親しんでいただく
機会として、お気軽にご応募ください。
募集内容　随筆・詩・短歌・俳句・さつま狂句・川柳
応募資格　日置市内に在住または勤務されている方
応募規定　本人が創作した未発表作品(１人２種目以内）
応募締切　９月30日（水）　　応募料　無料
その他　作品は返却しません。また、表彰式を後日開催します。
【提出先・お問い合わせ】本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432
または、各支所教育振興課

【ひおき文芸賞作品の募集について】

≪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　７月15日(水)午前10時から午後３時まで
場所　東市来支所　４階会議室
【お問い合わせ先】
東市来支所地域振興課市民係 TEL 274-2113

【年金相談について】

　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

≪選挙管理委員会から≫

　鹿児島県知事選挙の執行にあたり、期日前投票所お
よび当日投票所においては、感染症予防対策を行い、
市民の皆様には安心して投票を行っていただけるよう
努めてまいります。選挙人の皆様におかれましても投
票所においては可能な限りマスクの着用や咳エチケッ
トにご協力をください。また、帰宅後も、手洗いなどの
徹底をお願いします。
○選挙管理委員会が行う感染症対策
(1)投票事務従事者および投票立会人はマスクを着用します。
(2)投票所入り口に消毒液を設置します。
(3)投票所の換気に努めます。
(4)えんぴつなどを定期的に拭き上げます。
(5)投票所の混雑回避策として、期日前投票所および
当日投票所における過去の選挙の時間帯別状況を
ホームページに掲載します。
○有権者の皆様にお願いする感染症対策
(1)投票所内でのマスクの着用と入口での手の消毒に
ご協力をお願いします。
(2)他の有権者の方と一定以上の距離を保つようお願いします。
(3)えんぴつ(HB以上)などを持参し記入することができます
【お問い合わせ先】選挙管理委員会 TEL 248-9437

【鹿児島県知事選挙に伴う新型コロナウイルス感染症対策について】

≪福祉課から≫

　日置おもちゃ病院では、物の大切さとリサイクルの
習慣を広める活動として、毎月第２日曜日に日置市中
央公民館にて無償（材料代は別途必要）でおもちゃの
修理を行っています。７月は吹上地域で出張開催しま
す。ぜひご来院ください。
日時　７月１2日（日）午後１時から午後3時まで
場所　伊作地区公民館　　内容　壊れたおもちゃの修理再生
【お問い合わせ先】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【日置おもちゃ病院の出張開院について】

≪福祉課から≫

　当校では、障がい者の方の就職に対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。（パソコン事務科）
定員　10人
訓練場所　川内技術開発センター
募集期間　６月29日（月）から７月28日（火）まで
訓練期間　９月２日（水）から11月27日（金）まで
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　パソコンの基本操作（ワード、エクセルなど）
特典　授業料は無料で、給付金が支給される場合があります
【お問い合わせ先】
鹿児島障害者職業能力開発校 TEL 0996-44-2206

【障害者委託訓練生の募集について】

≪日置南学校給食センターから≫

　市では、日置南学校給食センターの（会計年度任用
職員）調理補助員を次のとおり募集します。
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時のうち7.5時間
勤務条件　労働保険（雇用・労災）有り
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
応募方法　会計年度任用職員登録申込書１部提出（写
真貼付）※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準備してあります。
選考方法　書類審査および面接
提出期限　７月31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

【調理補助員の募集について】

≪福祉課から≫

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事
業」の参加者を募集しています。この事業は、先の大
戦で父などを亡くされた戦没者の遺児を対象として、
戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同
地域の住民と友好親善をはかることを目的としていま
す。費用は、10万円です。
【申込先・お問い合わせ先】　
日本遺族会事務局 TEL 03-3261-5521
お申込先は鹿児島県遺族会 TEL 812-8292
【記事のお問い合わせ先】　
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416

【戦没者遺児による慰霊友好親善事業について】

≪総務課から≫

【お問い合わせ先】　
自衛隊鹿児島地方協力本部鹿児島募集案内所 
TEL 251-7802

【令和２年度日置市自衛官等募集説明会について】

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

東市来総合福祉センター　相談室 7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 7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 7月 9日(木)午後1時～午後3時

7月 8日(水)午後1時～午後3時
7月22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

7月 8日(水)午前9時30分～正午
7月22日(水)午前9時30分～正午

7月 7日(火)午後1時30分～午後4時
7月21日(火)午後1時30分～午後4時

7月13日(月)午前9時30分～正午
7月27日(月)午前9時30分～正午

7月 9日(木)午前9時30分～正午

会　　場 日　　時
《東市来地域》
東市来文化交流センター２階　小会議室
《日吉地域》
日吉老人福祉センター　会議室
《伊集院地域》
日置市中央公民館　2階小会議室
《吹上地域》
吹上中央公民館　研修室

７月23日(木)午後１時～午後2時30分

７月23日(木)午前10時～午前11時30分

７月23日(木)午後3時30分～午後5時

７月24日(金)午前10時～午前11時30分
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日 月 火 水 木 金 土

◆肺がん検診
            8：３０～１5：3０　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

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

◆肺がん検診
            8：３０～１5：3０　東市来保健センター
◆第１回日置市下水道審議会
  １０：００～１１：3０　日置市役所本庁２F庁議室

31

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆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

◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街
◆笑顔を引き出すコミュニケー
ションカラー講座
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上中央公民館
◆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
            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
◆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　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
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
◆双子の会
１0：0０～１1：0０　日吉保健センター
◆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

◆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
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

◆つくってあそぼう
１０：3０～１１：3０　日置市女性センター銀天街

 

樋口クリニック ☎274-9388
鹿児島こども病院☎272-2001
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　吹上中央公民館

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上中央公民館
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日吉保健センター

◆肺がん検診
            8：３０～１5：3０　東市来保健センター
◆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
１０：００～１１：3０　日吉保健センター

◆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
 

◆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

◆こどもの発達を知ろう（０～２歳）
  １4：0０～１5：3０　日置市女性センター銀天街

◆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

湯田内科病院 ☎274-1252
☎273-3195
☎296-2611

守屋病院
外科馬場病院

当
番
医

黒岩眼科 ☎272-2332
☎246-5550
☎296-2611

いじゅういん脳神経外科
外科馬場病院

当
番
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎273-1811
☎296-2611

橋本耳鼻咽喉科
外科馬場病院

当
番
医

税目等

2期

2期

1期

7月
2期

3期

3期

2期

4期

3期

8月 9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

大石医院 ☎274-3211
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

32

◆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

◆令和２年日置市消防出初式
         9：００～　  　   伊作小学校運動場
◆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

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

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-0088
☎299-3111

まえはらリハビリクリニック
しいの内科クリニック

当
番
医

海の日 スポーツの日

2020年7月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和2年）


