
≪建設課から≫

【令和３年度がけ地近接等危険住宅移転事業希望者の募集について】
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※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≫

　学校におけるいじめや家庭内における虐待などの事
案は、依然として数多く発生していることから、これら
の子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決を図るた
めの人権相談活動を強化することを目的として、下記
のとおり専用相談電話「子どもの人権１１０番」強化週
間を実施します。相談内容は、いじめ、体罰、虐待など
内容は問いません。また、相談には法務局職員または
人権擁護委員が応じ、秘密は厳守されます。
実施機関　鹿児島地方法務局　　　　　
　　　　　鹿児島県人権擁護委員連合会
期間　８月28日（金）から９月３日（木）まで
時間　平日　午前８時30分から午後７時まで
　　　※土曜日・日曜日　午前10時から午後５時まで
電話番号　子どもの人権１１０番
　　　　　フリーダイヤル 0120-007-110
※一部のＩＰ電話からは接続できません。
【お問い合わせ先】
鹿児島地方法務局人権擁護課 TEL 259-0684

【全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間について】

≪建設課から≫

　日置市では、木造住宅の耐震化を促進し、地震に対
する安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震
診断、耐震改修工事を行う場合に、その費用の一部を
補助します。
対象となる住宅
(1)１戸建ての専用住宅または併用住宅で、地上３階建
てまでであること。
(2)昭和56年５月31日以前に建築され、現に居住の用
に供していることまたは居住する予定であること。
補助率と補助金の額

受付期限　９月30日（水）まで（予算に到達した時点で
受付を終了します。）
※補助を受けるにはいろいろな条件がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
【申込先・お問い合わせ先】
本庁建設課建築係（旧合同庁舎２階） 
TEL 273-8871

【令和２年度木造住宅耐震診断・耐震改修補助金について】
≪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。９月は日吉地域で出張開催しま
す。また、当日は子育てサロン夏祭りと同時開催になり
ますので、ぜひご来院ください。
内容　壊れたおもちゃの修理再生
日時　９月６日(日)午前9時30分から午前11時まで
場所　日吉老人福祉センター
【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】

≪農林水産課から≫

　草刈機を含む農業機械を使用する機会が多くなり、農
作業を安全に実施するため、対策の一部を紹介します。
(1)作業前に作業現場をイメージし、危険要因を予測
することにより、実際に似たような場面に遭遇しても
危険を回避することができます。
(2)熱中症の最も発生しやすい時期になります。作業
中は、少なくとも15分から30分に1回の水分補給を行
い、涼しいところでこまめに休憩を取りましょう。
(3)体調の悪いときや集中力が続かないときは、作業
をしないようにしてください。農業者が安全に農作業
をできるよう、家族や地域で声かけを行い、農作業事
故が発生しないようご協力をお願いします。
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課農政係 TEL 273-8870

【農業機械作業の安全対策について】

≪上下水道課から≫

　水道メーターの使用有効期限は、計量法に基づき８
年間と定められています。使用期限の近づいたもの
は、新しいメーターに交換します。交換作業は、市上下
水道課が委託した業者が行いますのでご協力をお願
いします。
メーター交換期間　令和３年１月29日(金)まで　
メーター交換時のお願い
(1)交換作業中は、20分程度の断水となります。交換済の
世帯には、｢メーター交換済のお知らせ｣を配布します。
(2)検針に支障が無いよう、メーターボックス上には物
を置かないようにお願いします。
※この交換作業は、事業者証を携帯した担当者が行
い、代金をいただくことはありません。
【お問い合わせ先】
本庁上下水道課上下水道工務１係
TEL 248-9445または各支所水道管理係

【検定満期水道メーターの交換について】

≪商工観光課から≫

　市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
けた中小企業者などの事業の継続を支援するため、感
染症防止対策または事業継続のために必要な事業を
実施する中小企業者などに対し予算の範囲内におい
て交付金を交付します。
交付対象者
市内に営業所、事務所、店舗などを有し、次のいずれか
に該当する事業者
(1)中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業
者（個人事業者を含む。）
(2)資本金の額または出資の総額が３億円以下の法人
（会社を除く。）
(3)常時使用する従業員の数が300人以下の法人（会
社を除く。）
交付対象事業など
令和２年４月１日から同年12月31日までに支払った次の
事業にかかる経費（消費税および地方消費税に相当す
る額は除く。対象経費総額３万円未満は交付対象外。）
対面業務を行う施設などの感染症拡大防止対策に必要な事業
施設などの消毒や清掃衛生対策のための消耗品また
は備品の調達、施設改修などに必要な経費
事業継続のために必要な事業
売上向上、消費喚起、販路開拓などの事業継続の取組
の実施に必要な経費
交付金額など　
○対象経費の総額に相当する額（交付率10/10、交付
金上限額20万円）
○交付金の交付は、同一の交付事業者につき１回を限度
申請書類の取得
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。
受付期限　令和３年２月１日（月）当日消印有効
申請方法　下記のお問い合わせ先まで郵送でお願い
します。
※本庁商工観光課（１階ロビー臨時窓口）または各支
所地域振興課に持参された場合も受付できます。
その他　詳細については市ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
〒899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地
本庁商工観光課商工政策係 TEL 248-9409（直通）

【中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費交付金について】

≪総務課から≫

　県立姶良高等技術専門校では、令和３年度入校生を
募集します。
募集科名　メカトロニクス科、情報処理科
募集人数　各20人
訓練期間　各科２年（令和３年４月から）
募集期間　
○推薦　９月１日(火)から９月25日(金)まで
○一般　９月１日(火)から令和３年２月26日(金)まで
※定員になり次第募集を中止します。
必要経費
○入校料　５,６５０円　　○授業料　月額 ９,９００円
○寮費　月額 ３,５００円　　○寮食費　３食 月額 約２８,０００円
応募資格
○推薦　高等学校を令和３年３月に卒業見込みの方で
かつ学校の推薦を受けた方
○一般　高等学校を卒業した方、令和３年３月に卒業
見込みの方または、これらと同等以上の学力を有する
と認められる方
【お問い合わせ先】
県立姶良高等技術専門校 TEL 0995-65-2247

【県立姶良高等技術専門校入校生の募集について】

≪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。また、携帯電話
の新しい電波による影響がでた場合は、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　９月10日（木）
影響が考えられる地域　日置市内一部の地域
【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)

【テレビの視聴に関するお知らせについて】
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耐震診断
耐震改修

補助率 限度額
2/3 6万円
23/100 30万円

住宅は、 昭和４６年８月３１日以前に建築されたもの

≪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、認知症疾患医療センター谷山
病院の相談員を講師に迎え、認知症についての講話を
行います。マスクを着用のうえ、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。
内容　認知症に関する講話
日時　９月10日（木）午後１時30分から午後３時まで
場所　日置市役所吹上支所　２階大会議室
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
【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】

≪福祉課から≫

受け付ける相談内容　成年後見制度（財産管理や福祉）
に関する無料相談
日時　10月３日（土）午前10時から午後４時まで
場所　鹿児島市勤労者交流センター ７階会場
費用　無料
※中止の場合は鹿児島県司法書士会のホームページ
（URL：https://www.shihou-kagoshima.or.jp/）
でお知らせしますので、事前にご確認をお願いします。
【お問い合わせ先】
鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335
公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポート鹿児島支部 TEL 251-5822

【成年後見相談会について】

　市では、がけ地近接等危険住宅移転事業により令和３
年度に移転を希望される方を募集します。この制度は、が
け地の崩壊などにより住民の生命に危険を及ぼすおそれの
ある区域に建っている危険住宅を、安全な場所に移転する
ことで住民の生命の安全を確保することを目的として、市
が移転者に対して危険住宅の除却や安全な場所への住宅の
建設に要する費用に対して補助金を交付する制度です。
補助の内容　
○除却等費(限度額９７万５千円)
危険住宅の撤去費および移転に要する費用
○建物助成費(限度額７３１万８千円)
危険住宅に代わる住宅の建設(購入)、土地取得、敷地
造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利息額
対象住宅

締切期限　９月30日（水）
※対象となる住宅など詳しい内容については、下記まで
お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
本庁建設課建築係 TEL 273-8871



敬老の日 秋分の日

1
◆双子の会
１0：0０～１1：3０　日吉保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

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

◆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
5税目等

4期

3期

9月
3期

5期

4期

10月

6期

4期　　　　

11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 2
◆健康相談（助産師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆カッティングボードでフラワーア
レンジメント【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街

43
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
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◆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

◆健康体操
           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
　

◆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
 

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
まえはらリハビリクリニック ☎272-0088
外科馬場病院 ☎296-2611

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
守屋病院 ☎273-3195
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-2001
☎296-2611

鹿児島こども病院
外科馬場病院

当
番
医

樋口クリニック ☎274-9388
☎272-2332
☎296-2611

黒岩眼科
外科馬場病院

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
☎274-1775
☎272-2468

新山皮膚泌尿器科
松崎内科ひふ科

当
番
医

◆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

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　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

※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。

28 29 3027

大石医院 ☎274-3211
たもつクリニック ☎246-5850
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

◆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

◆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

◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
            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
◆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　日吉保健センター
◆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
◆おはなし会
１0：3０～１1：30　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）
１3：3０～１6：00　日置市女性センター銀天街

◆リセットコンディショニング【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街


